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江戸野菜のひとつ「品川カブ」は、
見た目は大根に近い細長いかぶ。8
年前に区内の青果店主が復活させ、
区内小学校などで栽培されていま
す。品川伝統野菜の復活と伝承を
目的に、収穫時期に合わせた品評
会が毎年12月に行われます。

青空図書館「ほんのにわ」。
公園の緑の中で読書を楽し
んでもらおうと、毎週土曜
日にしながわ中央公園で開
かれています。また、月1回、
絵本の読み聞かせも開催。
これからの季節にオススメ
の催しです。

子どもたちを見守る大きなクスノキ。後ろに植樹されたシイの木とともに「中
延小学校の大楠と中延の森」として、しながわ百景の1つとなっています。昭
和15（1940）年にこの地に根を下ろし、子どもたちの成長を見続けています。

りり

写真は池田山公園の楓
かえで

、まちは新緑
の季節を迎えています。
若葉の緑は初々しく、こちらの気持
ちもフレッシュにしてくれそうです。
私たちの目と心を和ませてくれる
「みどり」が今号のキーワードです。「み「みどりどどりどり」が」」

N0.
25

みみ

もくじ ●今月から1日号は12ページに変わります。

12ページもご覧ください

緑色の体は山手線のグリーン
とエコロジーを表現。大崎駅
西口商店会のマスコット・キャ
ラクターです。
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「品川区子ども・若者計画」「品川区子ども・若者計画」を策定しましたを策定しました 「品川区地域防災計画」「品川区地域防災計画」を修正しましたを修正しました
　区では、次代を担う子ども・若者の健やかな成長を願い、各分野で様々な取り組みを行ってきました。
　一方、今日の子ども・若者を取り巻く環境に目を向けると、共働き夫婦やひとり親家庭の増加、貧困問題など目まぐるしい変化が生じています。
また、これらの問題が複雑に絡み合う状況となっているため、近年は各分野をつなぐシステムの構築が課題とされてきました。
　こうしたことから、子ども・若者計画策定のための専門委員会を立ち上げ、様々な角度から分析を行い、全体的な支援施策についての議論を
重ねてきました。このたび、パブリックコメントでいただいたご意見も参考に、総合的な子ども・若者
育成支援施策への第一歩として、基本指針となる「品川区子ども・若者計画」を策定しましたのでその
概要をお知らせします。

　区では、28年度より「品川区地域防災計画」の修正を進め
てきました。東日本大震災以降も、28年の熊本地震や29年の
九州北部豪雨など全国各地で激甚な災害が頻発しており、こ
れらの災害で地方自治体単独によらない「公助」の重要性や、
平常時から災害時にかけての「自助」「共助」の役割の重要性
が鮮明となりました。これらも踏まえ、29年に実施したパブ
リックコメントでいただいたご意見も参考に、実効性のある計
画への修正に努めました。
　30年3月23日の品川区防災会議で「品川区地域防災計画」
の修正が決定しましたので、その概要をお知らせします。

　問い合わせ　子ども育成課庶務係（☎5742－6692 Fax5742－6351）

　問い合わせ　防災課計画係
　　　　　　　 （☎5742－6695 Fax3777－1181）

8人の方から33件のご意見をいただきました。
主なご意見 区の考え方

ワンストップの相談窓口の設置をお願いしたい。利用につ
いても、電話、メール、SNSを含めて子ども・若者がアク
セスしやすいものをつくっていただきたい。同時に、子ども・
若者の保護者、親、家族からの相談も受けられる窓口にし
ていただきたい。

ワンストップ（様々な手続きを1カ所で済ませられること）
の相談窓口設置などにつきましては、「相談できる拠点整備」
の中で検討していきます。

策定に当たり、直接的・間接的に、当事者の意見を聞いて
いるのか。子どもの権利条約上においても、意見表明権は
子どもたちの大事な権利として保障をされている。この項
目を努力目標とせず、当事者の意見を聞き取る具体的な方
針を記していただきたい。

策定にあたり、15～39歳の子ども・若者を対象に、子ども・
若者の学校生活や就労に関する意識・実態を把握するため
のアンケート調査を実施しました。直接的・間接的に子ども・
若者の計画に対する意見を聞く場を設けることにつきまし
ては、今後、その確保に努めていきます。

義務教育を終えた障害児が、ひきこもりなどにならないよ
う、区としても、就労移行支援、就労継続支援につなげる
ことを計画に盛り込んでほしい。

障害児の義務教育修了後の進路先については早い段階から
の連携が重要と考えています。障害者部門だけでなく、保
健部門や教育部門、雇用部門などの連携を相互に図りなが
ら支援の充実に努めていきます。

品川区子ども・
若者計画

    基本理念
子ども・若者が社会的自立を目指し、
すべての人と支えあい、
ともに生きていくまち“しながわ”

    計画期間
30～34年度（5年間）

    計画の対象
0歳から30歳未満の子ども・若者　
※施策により40歳未満の方も対象とします。

「品川区地域防災計画」とは、災害時における区と防災関係機関の事
務や業務を包含する、包括的かつ総合的な計画です。その目的は、
区と防災関係機関などがその有する全機能を有効に発揮して、区の
地域における震災や津波・風水害・火山災害などに係る災害の予防、
応急・復旧対策および復興に係る一連の対策を定め、総合的かつ計
画的に実施することにより、区の地域と区民の生命、身体・財産を
災害から保護することにあります。

計画全般に係る内容を「総則編」として取りまとめ、災害ごとに「震
災編」、「風水害編」、「その他編」、「災害復興編」を設けました。「震
災編」においては、各部ごとに、「予防対策」、「応急・復旧対策」
を設けて整理を行いました。また、新たな編として、富士山噴火降
灰対策や大規模事故対策を「その他編」として追加しました。

1  多様化する避難に対する基本的な考え方の見直し
熊本地震にて顕在化した多様化する避難に対し、対応の基本
的な考え方を示しました。

2  物資支援の考え方の周知
避難生活者などへの物資支援について基本的な考え方を示し
ました。

3  円滑な災害対応に向けた災害対策本部の再編
災害対策本部の組織・運営体制を平常時業務との関連性に留
意し見直しました。

4  「受援体制」を追加
熊本地震の検証を受けて、受援（人的・物的な援助の受け入れ）
体制の構築を対策の一つとして位置付けました。

5  女性の力を生かした対策を追加
男女共同参画の視点を踏まえた対策を追加しました。

    計画の位置付け
●子ども・若者育成支援推進法に基づく計画

品川区基本構想や品川区長期基本計画のも
と、27年に策定した「品川区第3次次世代
育成支援対策推進行動計画」の要素を包含
し、総合的に子ども・若者育成支援の施策
の枠組みづくりを推進するため定めました。

1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両に位置付けられています。
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。

2 車道は左側を通行
自転車は車道の左側に寄って通行しなければなりません。

3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道ではすぐ停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時
停止しなければなりません。

自転車は自動車と同じ「車両」です。交通ルールを知らずに違反運転をしていると非常に危険です。
正しい交通ルールを学び、自転車を安全に利用しましょう。

4 安全ルールを守る
違反すると罰金や科料の対象となります。

4月1日より他区（千代田・中央・港・新宿・文京・
江東・大田・渋谷区）のサイクルポート（貸し出し・
返却拠点）を利用できるようになりました。シェア
サイクルの利用エリアが広がり、ますます便利にな
ります。お気軽にご利用ください。

○利用方法、ポート設置場所、料金など詳しくは品川区シェアサイクル運営事務局ホームページ
http://docomo-cycle.jp/shinagawa/をご覧ください。
問い合わせ／品川区シェアサイクル運営事務局 0120－116－819

    基本方針
1  すべての子ども・若者の健やかな成長と社会的自立への支援
2  社会的自立に困難を有する子ども・若者やその家族への支援
3  子ども・若者の成長を社会全体で支えるための環境整備

「品川区子ども・若者計画」の全文とお寄せいただいたご意見の概要と
区の考え方は、子ども育成課（第二庁舎7階）、区政資料コーナー（第
三庁舎3階）、区ホームページでご覧いただけます。

「品川区地域防災計画」の全文とお寄せいただいたご意見の概要と区の
考え方は、防災課（第二庁舎4階）、区政資料コーナー（第三庁舎3階）、
区ホームページでご覧いただけます。

パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方 3人の方から13件のご意見をいただきました。
主なご意見 区の考え方

電柱が多すぎて倒壊が懸念され、ま
た緊急車両の妨げとなるため地中化
や電柱の最新化（本数が少なくて済
む高度な電柱への入れ替え）を進め
てほしい。

都市計画道路の整備や再開発など様々な機会を捉え、無電柱化を
進めています。区内には狭い通路が多く無電柱化するためには様々
な技術的課題があることから、国や都の動向に十分注視し検討し
ていきます。

知的障害者、発達障害者のため、カー
ムダウンスペースの設置、個々の生
活スペース・簡易トイレの設置など
も必要になるかと思います。

要配慮者も、当初は区民避難所に避難を行うこととなりますので、
一般の避難者との同居が困難な人およびその家族のために、区民
避難所の一部を要配慮者用にあらかじめ指定しておくことが必要
となります。引き続き、避難所ごとで策定を進めている避難所運
営マニュアルの具体化を図っていきます。

乳児を育てている親のため、災害時
は安心して授乳できる環境を提供で
きるよう、囲いを作る、母親同士が
集うスペースを作るなど配慮をお願
いします。

区民避難所の運営において、管理責任者に女性を配置するなど女
性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違いなど多様な視
点に配慮していきます。特に、女性専用の物干し場、更衣室、授
乳室の設置や生理用品・女性用下着の女性による配布、区民避難
所における安全性の確保など、女性や子育て家庭のニーズに配慮
した区民避難所の運営に努める体制づくりを図っていきます。

パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方主な修正のポイント

計画の目的

計画の構成

交通ルールを守り、
自転車を安全・適正
に利用しましょう

5月は自転車月間です

5月5日は自転車の日
29年5月に自転車活用推進法

が施行されました

自転車安全利用TOKYOキャンペーン
都内では、5月1日～31日に自転車安全利用TOKYOキャンペーンが実施されます。自転車安
全利用五則などの交通ルールの遵守とマナーの向上に努めましょう。

自転車安全利用五則

●自転車も飲酒運転は禁止
5年以下の懲役または100万円以
下の罰金　
※酒に酔った状態で運転した場合。

罰
則

●平行走行は禁止
2万円以下の罰金または科料
※「並進可」の標識のある場所以外
では禁止です。

罰
則

●交差点での一時停止と安全確認

3カ月以下の懲役または5万円以
下の罰金

罰
則

●二人乗りは禁止

2万円以下の罰金または科料罰
則

●信号を守る

3カ月以下の懲役または5万
円以下の罰金

罰
則

●夜間はライトを点灯

5万円以下の罰金　罰
則

ルールを守って
安全運転！！

問い合わせ／土木管理課交通安全係
（☎5742－6615 Fax5742－6887）

道路は駐輪場ではありません。
自転車やバイクは駐輪場にとめましょう。

サイクルポート

パブリックコメントに
ご意見をお寄せいただき
ありがとうございました

パブリックコメントに
ご意見をお寄せいただき
ありがとうございました

5 子どもはヘルメットを着用
13歳未満の子どもの保護責任者は、子どもを自転車に乗車させる場合は、
乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。

区では、毎月10日（土・日曜日、祝日の場合は直前の平日）を
交通安全日としています。

品川区シェアサイクルが
広域相互乗り入れに参加！

（一時停止の標識を守り、狭い道から広い道
へ出るときは徐行する）

（前照灯および尾灯または反射機材をつ
ける）
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　父親のための親育ちワークショップ

パパの子育て力のアップを応援します。
日時（全5回） 内容

5/26㈯

10:30～12:00

交流会（地域の仲間づくり）
6/16㈯ グループワーク（子どもとの接し方）
7/7㈯ 交流会（先輩パパとの交流）
8/4㈯ 講座（パパの料理教室）
8/5㈰ 10:30～13:30 交流会（パパの手料理で家族を招待）

人区内在住で、全回出席できる1歳未満のお子さんと父親15
組（先着）　※託児あり。　※材料費の負担あり。
場申問5月7日㈪～23日㈬に、直接ゆたか児童センター（豊町
1－18－15☎3786－0633 Fax3786－1925）へ

　第1回バドミントン大会
日6月3日㈰ 午前9時から
場総合体育館
内ミックスダブルス戦（クラス別リーグ戦）
￥1人2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申問5月16日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　9人制クラス別バレーボール大会
日6月10日㈰ 午前9時から
場戸越体育館　ほか
種目／家庭婦人
試合方法／クラス別トーナメント戦　※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申問5月30日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は6月6日㈬ 午後7時から総合体育館。

　9人制ねんりんバレーボール大会
日6月24日㈰ 午前9時から
場総合体育館
人男子の部＝45歳以上、女子の部＝50歳以上
試合方法／ブロック別トーナメント戦　※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
申問6月13日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は6月20日㈬ 午後7時から総合体育館。

　第69回春季新人優勝卓球大会
日6月17日㈰ 午前9時30分試合開始
場総合体育館
種目／シングルス＝一般男子・女子、50歳以上男子・
女子、70歳以上男子・女子、18歳未満男子・女子、初
級男子・女子
ダブルス＝一般男子・女子、110歳以上男子・女子、初
級混合　※年齢は31年4月1日現在。　
※シングルスとダブルスに限り1人2種目出場可。
￥シングルス＝1,200円、連盟登録者900円、18歳未満
500円、ダブルス＝1組2,000円、連盟登録者1,600円、
19歳未満1,000円
主催／品川区卓球連盟
申問5月29日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　地域クラブe
エ バ ラ エ ー ス

baraA
①バドミントン（フリー利用＆教室）
日5月8日㈫・22日㈫ 午後4時～6時　
場杜松ホーム（豊町4－24－15）
※自転車での来場不可。
￥1回200円、中学生以下・
70歳以上100円　
※貸し出し用ラケットあり。
②体操教室
日5月1日㈫・15日㈫
午後4時～4時45分（3歳～就学前のお子さんと保護者）
午後5時～5時45分（小学1～3年生）
場杜松ホーム（豊町4－24－15）　
※自転車での来場不可。
￥1回100円

③キンボール教室
日5月1日～29日の火曜日
午後7時～9時　
場冨士見台中学校
（西大井5－5－14）
￥1回200円
中学生以下・70歳以上100円

④ノルディックウオーキング
日5月10日～31日の木曜日 午前10時～11時
場文庫の森（豊町1－16）
※雨天中止。
集合場所／戸越体育館
￥1回100円　
※貸し出し用ポールあり。
⑤文化教室
日内5月7日㈪＝折り紙教室、28日㈪＝マジック教室
午後7時～8時30分
場戸越体育館　
￥各100円　
⑥戸越地区バウンドテニス教室
日5月13日～6月17日の日曜日 午後1時30分～4時
場戸越小学校（豊町2－1－20）　
￥1回100円　
⑦宮前地区卓球教室
日5月27日～7月1日の日曜日 午後1時～4時
場宮前小学校（戸越4－5－10）
￥1回100円

　荏原Ｂ地域スポーツクラブ
①荏原西地区卓球教室
日5月11日～7月6日の金曜日 午後7時～9時　
※5月25日を除く。
場後地小学校（小山2－4－6）　￥1回100円　
②「初めての方でも一緒に」ヨガ体験教室
日5月31日～6月28日の木曜日
午後7時～午後8時30分
場荏原第五中学校（旗の台5－11－13）
人小学生以上の方　※小学生は保護者同伴。
￥1回200円

　スポクラ・しながわ
①卓球教室
日5月7日～28日の月曜日 午後7時～9時
場城南第二小学校（東品川3－4－5）
￥1回100円
②初心者バドミントン教室
日5月4日㈷・18日㈮、6月1日㈮・15日㈮・29日㈮
午後7時～9時　
場芳水小学校（大崎3－12－22）
￥1回200円　
問スポクラ・しながわ事務局☎090－2733－5921

キッズクラブ
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ファイル情報 
　第1回バスケットボール大会
日6月16日㈯・23日㈯・24日㈰、7月1日㈰・7日㈯・
14日㈯
場総合体育館､ 戸越体育館
種目／男子1部・2部､ 女子の部
試合方法／トーナメント戦
￥1チーム13,000円（登録費8,000円、参加費5,000円）
申問5月15日㈫午後5時までに、費用を持ってスポーツ
協会へ
※代表者会議は、6月7日㈭ 午後7時から総合体育館。

　いきいきウオーキング
健康づくりとまちめぐりを兼ねてウオーキングに参加し
てみませんか。
日6月3日㈰ 午前9時～正午（ゴール最終受付）
※雨天実施・荒天中止。
コース／浜川小学校～大森ふるさとの浜辺公園～浜川
小学校　※約7km。
￥100円
参当日午前9時～9時30分に、費用を持って、直接浜川
小学校（南大井4－3－27）へ　
※参加スタンプホルダー（首にかける名札）をお持ちの
方は持参してください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　なぎなた初心者教室
日6月4日～7月23日の月曜日
午後7時～8時30分（全6回）　
※小・中学生は午後6時30分～7時30分。 
場総合体育館
人15人、小・中学生10人（抽選）　※男性も可。
￥4,500円、小・中学生2,250円（保険料込）
※なぎなたは無料で貸し出し。
申問5月13日㈰（必着）までに、往復はがきかFAXで
教室名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、学年、電話番
号をスポーツ協会へ

　初級ボウリング教室
日6月1日～29日の金曜日
午前11時～午後0時30分（全5回）
場品川プリンスホテル（港区高輪4－10－30）
講師／上原正雄（プロボウラー）
人20人（先着）　
￥6,500円（ゲーム代・靴代込）
申問5月15日㈫（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号をスポー
ツ協会へ

　障害者フライングディスク教室
初心者でも気軽にできるフライングディスクをみんなで
楽しみましょう。
日6月16日㈯・7月7日㈯・10月27日㈯ 午後2時～4時
8月18日㈯・12月15日㈯ 午前10時～正午（全5回）
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人自分で身の回りのことと会場までの往復ができる、知
的障害のある小学生以上の方20人（抽選）　
※介助者・関心のある方も参加できます。
申問6月4日㈪（必着）までに、スポーツ推進課などで
配布する申込書を同課地域スポーツ推進係へ郵送（〠
140－8715品川区役所第二庁舎6階）か持参 　
※申込書は区ホームページからダウンロードもできま
す。

　初心者を対象としたスケートボード教室
日5月26日㈯ 午前10時～正午 ※雨天時・雨天後は中止。
場八潮北公園スケートボード場（八潮1－3）
持ち物／ヘルメット、スケートボード、本人確認できる
物（保険証や免許証）
人20人（先着）
※小学生以下は保護者同伴。　
※参加には利用登録が必要です。
￥200円、小学生以下100円
申問午前9時～午後5時に、電話で八潮北公園管理事務
所（☎3790－2550 Fax3790－2550）へ

　フラダンス講習会
音楽に合わせて楽しみながら体を動かし、心身をリラッ
クスしませんか。
日6月9日㈯・16日㈯ 午前10時～11時30分（全2回）
講師／田野岡節子・斉藤征子（芥川美佳ハワイアンフラ
スタジオ指導員）
人40人（抽選）
￥860円（保険料込）
場申問5月31日㈭（必着）までに、往復はがきで講習
会名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を戸越体育館
へ

　フォークダンス初心者向け講習会
各国のフォークダンスを楽しく踊ってみませんか。
日5月21日～6月4日の月曜日
午前9時20分～11時20分（全3回）
人2,000円（保険料込）
場参5月21日㈪に、動きやすい服装で費用と上靴を持っ
て、直接戸越体育館へ
問スポーツ協会

　シニア層向けウオーキング＆ストレッチ講座
日6月29日㈮、7月6日㈮ 
午後1時30分～3時30分（全2回）
場総合体育館
人60歳以上の方20人、60歳未満の方若干名（抽選）
￥100円（保険料）
持ち物／運動できる服、上履き、タオル、飲み物
申問6月12日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXで
講座名、住所、氏名、年齢、性別、電話番号をスポーツ
協会へ

　やってみよう太極拳
日6月10日㈰ 午後1時30分～4時
（午後1時15分から受け付け）
￥500円　
主催／品川区武術太極拳連盟
場参当日、運動のできる服装で上履きと費用を持って、
直接東品川文化センター（東品川3－32－10）へ
問スポーツ協会

　なぎなた演武会
日6月3日㈰ 午前10時～午後4時
内なぎなたの基本と応用
￥1,000円、小・中学生500円
主催／品川区なぎなた連盟
場参当日、費用を持って、直接南大井文化センター（南
大井1－12－6）へ
問スポーツ協会

申問5月9日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　第68回　品川区民スポーツ大会（春季）

競技名 日程 会場 費用 内容

剣道 5/27㈰ 総合体育館 小中高生
500円
300円

○小学1・2年の部  ○小学3・4年の部  ○小学5・6年の部
○中学1年男子の部  ○中学2年男子の部  ○中学3年男子の部
○中学女子の部  ○男子初段以下の部  ○男子2段の部
○男子3段の部  ○女子3段以下の部  ○高段者の部（4段以上）

　食に関する相談

子育て中の食の悩みから高齢者の食生活ま
で栄養士がアドバイスをします。

日時 会場
5/9㈬

13:00～16:00
武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

5/21㈪
12:00～15:00

区役所啓発展示室
（第二庁舎3階）

※塩分の測定を希望する方は汁物（みそ汁など）
を持参してください。
申当日、直接会場へ　
運営／品川栄養士会
問健康課健康づくり係　
（☎5742－6746 Fax5742－6883）

　難病の方のためのリハビリ教室

日5月24日㈭ 午後1時30分～3時30分
内グループリハビリ
講師／伊藤滋唯（理学療法士）　　
持ち物／タオル、飲み物
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの
神経難病の方と家族30人（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎3788
－7016へ

　思春期家族教室

日5月11日㈮ 午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
人不登校・ひきこもりなどでお困りの家族
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　難病の方のための音楽療法

日5月17日㈭ 午後1時30分～3時30分
内声を出して心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの
神経難病の方と家族20人（先着）
場申問電話で、大井保健センター☎3772
－2666へ

　難病リハビリ教室と交流会

日5月21日㈪ 午後1時30分～4時
内理学療法士による体操指導と助言
人パーキンソン病などの神経難病患者と家
族30人（先着）
※教室終了後交流会を行います。
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター （ひまわり）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎5272－0303 Fax5285－8080 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323 

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月～金曜日／午後6時～午後11時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後11時

健康ガイド 〠140－0001  北品川3－11－22  
☎3474－2225　Fax3474－2034

品川保健
センター

〠140－0014  大井2－27－20  
☎3772－2666　Fax3772－2570

大井保健
センター

〠142－0063  荏原2－9－6  
☎3788－7016　Fax3788－7900

荏原保健
センター

キリトリ線

キリトリ線

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）

月～金曜日 　　　品川区こども夜間救急室 旗の台 1 － 5 － 8 ☎3784－8181
 ※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階

  休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）
5月3日㈷
4日㈷
5日㈷
6日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

5月3日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789
 坂井歯科医院 大　井 2 －11－ 4 ☎5709－8117
 今村歯科 中　延 3 －13－14 ☎3785－1419
 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137
 誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

5月4日㈷

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417
 古川歯科 南大井 6 －25－ 3 ☎3765－3307
 平和坂菅原歯科 西品川 2 －24－10 ☎5435－8110
 ケアステ－ション鍼灸・整骨院 大　井 1 －45－ 4 ☎3771－2727
 上條接骨院 二　葉 2 － 8 － 9 ☎3786－7949

5月5日㈷

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
 イエダ歯科 西大井 1 － 4 －20 ☎3776－4618
 大原歯科医院 中　延 2 － 8 － 3 ☎3781－5565
 品川接骨院 南品川 4 －17－ 8 ☎3458－1993
 中村接骨院 中　延 1 － 2 － 7 ☎3782－8232

5月6日㈰

 はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311
 紅林歯科医院 西大井 4 －23－15 ☎3771－4062
 のぐち歯科 中　延 5 － 3 －12 ☎3784－5214
 大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

応 急 診 療 所

※重病の方は119番をご利用ください。 ※受付時間にご注意ください。

小内＝内科 ＝小児科 歯＝歯科 骨＝接骨 薬＝薬局

小

内 小
内 小

内 小

内 小

内 小
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薬
薬

歯

歯

歯

歯

歯

歯

歯

歯
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骨

骨

骨

骨
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　うんどう機能トレーニング参加者とトレーニング協力員募集（6～11月）

自宅で継続して行える運動を学び、日常生活に必要な筋力や体力を向上させましょう。

日時（全22回） 会場

① 6月11日からの月曜日
10:00 ～11:30

いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11）

② 6月13日からの水曜日
14:00 ～15:30

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

③ 6月8日からの金曜日
14:00 ～15:30

りんし21
（小山台1－4－1）

人区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる、
現在運動をするのに支障がない65歳以上の方各16人（抽選）
￥各4,400円   ※筋力トレーニングマシンは使用しません。

シニアクラブ

レッツ スポーツ
●スポーツ推進課  
地域スポーツ推進係（第二庁舎6階）
☎5742－6838　Fax5742－6585

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時 　

●戸越体育館
〠142－0042豊町2－1－17
☎3781－6600　Fax3781－6699土・日曜日、祝日

は午後5時まで

スポーツ協会は5月21日㈪はお休みです

時

ご参加
ください！

地域のスポーツクラブなどの教室地域のスポーツクラブなどの教室
当日参加できる教室です。運動のできる服装で、上履きやタオル、飲み物などを持って、直接会場へお越しください。

問い合わせ／子ども育成課庶務係
（☎5742－6720 Fax5742－6351）

「家庭の日」です
毎月第一日曜日は

家庭は、子どもにとって憩いの場所　
心のよりどころ

豊かな心を育む大切なところです

　「家庭の日」には…
・「家族いっしょに楽しいごはん」
家族と一緒に過ごす時間をつくり、家庭の
大切さを見つめ直してみましょう。
・早寝早起きなど、生活リズムをしっかり整
え、規則正しい生活を身につけましょう。

外来種（ハクビシン・アライグマ）
の捕獲・駆除を行います！
総合窓口電話／3777－1157

へご相談ください

申問5月14日㈪（必着）までに、はがきかFAXに「うんどう機能参加」か「トレーニング協力員」
とし、希望番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、⑪～⑬は応募理由を高齢者地域支
援課介護予防推進係（〠140－8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ

共
通

問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

日時 会場

⑪ 月曜日
9:30～12:00 いきいきラボ関ヶ原

⑫ 水曜日
13:30～16:00 こみゅにてぃぷらざ八潮

⑬ 金曜日
13:30～16:00 りんし21

●トレーニング協力員募集

内会場の準備、トレーニングの補助など
人区内在住で、20歳以上の方各6人程度
（選考）
謝礼／1回2,000円

今号からレッツスポーツ欄とスポーツ関連の記事は、
1日号にまとめて掲載していきます。申込締切日の関係
で、11日号・21日号に掲載する記事もあります。

0）
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コース 対象 内容 日時（全4回）
パソコン
（Windows10）
はじめてコース
（インターネット入門）

パソコンに
はじめて触
れる方

マウス・キーボー
ド操作、インター
ネット、メール体
験など

①6月の火曜日
②7月の火曜日
9:30～12:00

パソコン
（Windows10）
なれようコース
（ワード入門）　

ゆっくりで
も日本語入
力ができる
方

文書作成、表作成、
写真入りカードな
ど

③6月の火曜日
④7月の火曜日
13:30～16:00

タブレット
（iPad）
ふれようコース　

タブレット
にはじめて
触れる方

基本操作、インター
ネット、写真撮影、
メール体験など

⑤6月の水曜日
⑥7月の水曜日
13:30～15:30

コース 対象 内容 日時（全4回）

タブレット
（iPad）
ふれようコース

タブレッ
トにはじ
めて触れ
る方

タブレット基本
操作、インター
ネット、写真撮影、
メール体験など

⑦6月の木曜日
⑧7月の木曜日
9:30～11:30

タブレット
（iPad）
たのしむコース

タブレッ
トの基本
操作がで
きる方

各種設定、アプ
リ（カレンダー、
写真編集、電子
書籍、YouTube、
ゲームなど）

⑨6月の木曜日
⑩7月の木曜日
13:30～15:30

対象・定員／55歳以上の方各12人（抽選） 　費用／各2,000円（教材費込）
申込方法・問い合わせ／5月14日㈪（必着）までに、はがきかFAXで教室名、
希望番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者地域支援課介護
予防推進係（〠140－8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ
※パソコンコース、タブレットコースそれぞれ1通のみ申し込み可。

シニアのためのＩＣＴ教室
　いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）階段で2階へあがります 　平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）

日時／月～金曜日午後1時～5時　※祝日を除く。
申込方法／当日午後4時までに、電話でいきいき
ラボ関ヶ原☎6902－0025へ

パソコン&タブレット相談
〈55歳以上の方対象〉

パソコン＆タブレットを楽しむ

●グラウンドアトラクション
ダンス、楽器演奏、東京2020オリンピック・パラリンピック競技
体験コーナー　など

●電気自動車乗車体験
環境にやさしい電気自動車です。
①午前10時30分～正午　②午後1時30分～3時

●燃料電池自動車乗車体験
水しか排出しない次世代エコカーです。
①午前10時30分～11時30分　②午後1時30分～3時

●ソーラー工作教室
太陽光を利用したおもちゃ「ミニソーラーメタルカー」を作って
みませんか。
時間／午後1時～2時30分（受け付けは午後0時30分から）
会場／中小企業センター3階小会議室　　
対象・定員／小学3年生以上の方30人
参加費／1,000円
申込方法／5月18日㈮（消印有効）までに、往復はがきに「ソー
ラー工作教室希望」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
学年・電話番号・保護者氏名を環境課環境推進係（〠140－8715
品川区役所）へ

　みんなのメダルプロジェクト
不用になった携帯電話やデジタルカメラなどが東京2020大会
のメダルに生まれ変わります。当日、会場で回収しています。
回収対象品／大きさが10×25㎝の携帯電話、デジタルカメラ、
携帯型デジタル音楽機器（ＭＤ・ＣＤプレーヤーなど）、家庭用
ゲーム機、車載機器（カーナビなど）、ＡＣアダプターなどの付
属品
　フリーマーケット
区民グループ50組が出店します。
　再生園芸土の無料配布
配布予定量がなくなり次第終了します。
　不用園芸土の回収
根や石などの異物を取り除いてお持ちください。
　ごみ・資源の分別ゲームコーナー

フードドライブ　
～ SHINAGAWA“もったいない”

プロジェクト

●環境ワークショップ
●環境展示ブース
●飲食店ブース
●ステージ　

ウルトラマン×らんま先生エコサイエンスパフォーマンス

会場には、環境についての様々な展示やアトラクションが盛りだくさん。
家族や友だちなど、みんなで楽しみながら学び、考え、話をして、行動に
移してみましょう。そして環境について活動の環

わ

を広げましょう。
　問い合わせ　環境課（☎5742－6755 Fax5742－6853）

グラウンド

トリム広場

体育館

中小企業
センター

トイレ

品川区役所
第二庁舎

品川区役所
本庁舎

トイレ

至
大
崎
駅

至下
神明
駅

グラウンド
アトラクション

ステージ

本部

しながわ中央公園

多目的広場

品川区役所
第三庁舎

環境ワークショップ

燃料電池自動車
乗車体験

公園管理事務所

トイレ

環境展示

電気自動車乗車体験

フリーマーケット

ソーラー工作教室
（3階小会議室）

不用園芸土の回収、再生園芸土の無料配布
「みんなのメダルプロジェクト」対象品回収

トイレ

トイレ

使用済み
天ぷら油の回収

車

使用済み
天ぷら油回収機
「ゆかいくん」

至大井町駅

中小企業センター
まつり

フリーマーケット

フードドライブ

中小企業センターまつり

みんなで  創り  つなげよう  エコのわ！ みんなで  創り  つなげよう  エコのわ！ 

5月27日㈰は、しながわ中央公園に行こう！！

区民、学生、地域団体
などからなる環境活動
推進会議のメンバーが
企画・運営しています。

今年は会場を
多目的広場まで拡大し、

飲食店ブースを増やしました。
食品ロス削減に取り組む
区内の飲食店も
出店します。

ECOクイズラリーECOクイズラリー
開催！開催！

詳しくは区ホームページか
地域センターなどで配布する
ちらしをご覧ください。

て

がきに「ソー
（ふりがな）・
〠140－8715

このイベントは
ごみの削減を
目指しています

●飲食店ブースでは、環境にやさしい
容器や国産間伐材・端材の割り箸を使
用しています。

●公園会場での使用電力は、廃油を再
利用したバイオ燃料を使用した自家発
電とグリーン電力によって賄われます。

中小企業センターで活動するサークルの作品展やコンサート、伝統工芸の実演、
生活に役立つ各種相談コーナーなど盛りだくさんの催しがあります。品川の味も
楽しめます。お気軽にお越しください。

●作品展示
写真、生け花、押し花、書道、絵画、水墨画、てん刻、短歌、絵手紙 ほか

●年金など各種相談
社会保険労務士会品川支部、東京商工会議所品川支部

●住宅相談コーナー（東京都建設組合戸越支部）
改築・リフォームなど住宅についてなんでも相談できます。

●グッズ販売コーナー
品川職人組、女性起業家交流会

●品川伝統の味の販売
焼団子、和菓子 ほか

●しながわみやげPRコーナー
●ふれあい作業所販売コーナー
手作りのアクセサリー品、リサイクル自転車（売切れ次第終了。予約不可）

5月27日㈰ 午前10時～午後4時　中小企業センター（西品川1－28－3）
　問い合わせ　商業・ものづくり課管理係（☎5498－6335 Fax3787－7961）

　イベント
●伝統工芸の実演（品川区伝統工芸保存会会員）
｢陶芸｣ シマムラヒカリ、｢和竿｣ 大石稔

●親子囲碁教室（午前10時～正午）
囲碁愛好家に優しく理論・実践を伝授します。一般の方も参加できます。
教室終了後は自由対局ができます。
講師／伊藤義夫（日本棋院所属）

●包丁研ぎ（東京都建設組合戸越支部）　
受付／午後2時まで　※1人2本まで。

●親子木工教室（東京都建設組合戸越支部）
モザイクタイル、表札書き

●お茶席
初心者向けに茶道の作法を指導します。

●日曜コンサートスペシャル（午後1時～3時45分）
出演／品川クラシック音楽協会

方も参加できます

環境について、みんなで
楽しみながら考え、行動しよう！

環境
展示

55月月2727日㈰日㈰
午前午前1010時～午後時～午後33時時
しながわ中央公園しながわ中央公園（区役所前）（区役所前）
中小企業センター中小企業センター（西品川1－28－3）（西品川1－28－3）
※区役所駐車場の利用はできません。
※駐輪スペースに限りがありますので、お越しの
　際は公共の交通機関をご利用ください。

小雨決行

開催の挨拶 10:00～10:05
しながわECOフェスティバル
オリエンテーション 10:05～10:15

プロフェッショナル・ラテン・ダンス 
サルサ 10:15 ～10:35

環境戦隊エコレンジャーショー 10:35 ～10:55
和太鼓演奏　 10:55 ～11:25
ウルトラマン×らんま先生
エコサイエンスパフォーマンス 11:25 ～12:15

創作竹楽器演奏 12:15 ～12:45

親子の絆
きずな

、子ども服リメイク
ファッションショー　 12:45 ～13:10

クレイヴァルス・ステージ 13:10 ～13:30

P
プ ロ ミ ス

romise～シナガワにきっと
しながわんだーらんど 13:30 ～13:40

吹奏楽演奏 13:40 ～14:15

L
ラ ブ ア ン ド ピ ー ス

ove&Peaceコンサート 14:15 ～14:45
フィナーレ　 14:45 ～15:00

問い合わせ／品川区清掃事務所リサイクル推進係
（☎3490－7098 Fax3490－7041）

食品を

捨てずに
いかし、

エコライ
フ！！！

　世界中で問題になっている食品ロスの削減のため、
家庭で眠っている食品を集める「フードドライブ」を
実施します。
　家庭にある食品の賞味期限・消費期限をチェック
し、眠っている食品をお持ちよりください。集まっ
た食品は社会福祉協議会などに寄付し、子ども食堂
の運営などに役立てます。

　受け付けている食品
お米、パスタ、缶詰（果物・肉など）、乾物、ペットボ
トル、パック入りのお茶、ジュースなど、調味料（砂
糖・しょう油・油・みそ　など）
※賞味期限・消費期限まで2カ月以上の未開封のもの。　
※生鮮食品、冷
凍・冷蔵食品、
アルコール類、
包装・外装破損
品は不可。

飲食店ブース

友好都市オークランド市（ニュージー
ランド）から日本の文化や生活習慣な
どの体験に興味を持つ青少年が来日し
ます。区内の家庭に2週間滞在し、日本
での生活やスポーツなどを通じて交流
と親善を図ります。ホストファミリーと
して、ぜひご協力をお願いします。
日程／9月28日㈮～10月11日㈭（14日間）
事前説明会／9月18日㈫ 午後7時
対象／次の全てにあてはまる家庭
・ひとり暮らしではない複数家族
・統一行動日に区役所までの送迎が可能
・家族の一員として必要な日常の生活費
を負担できる
※部屋は個室、家族と同室のどちらで
も可。
申込方法・問い合わせ／電話で、国際
友好協会（☎5742－6517 Fax5742－
6518）へ

ホストファミリーを
募集します

※時間は目安です。状況により前後する場合があります。
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東京2020オリンピック区内開催競技のホッケー
を始めてみませんか。小学生以上の方、初心者
～中級者、初めての方大歓迎。最終回にミニゲー
ム大会を開催します。

日程（全5回） 会場
6/23㈯ 台場小学校（東品川1－8－30）
7/21㈯

小野学園女子中学・高等学校（西大井1－6－13）
9/9㈰
10/13㈯

しながわ中央公園（区役所前）
11/10㈯

※時間は午前10時～11時30分。最終日は午後3時（予定）まで。
人小学生以上の方100人（抽選）
申問6月4日㈪（必着）までに、電話かはがき、FAX（1枚5人ま
で）に「ホッケー教室」とし、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢・性別・ホッケー経験の有無、代表者の住所・電話番号を
スポーツ協会へ
○区ホームページから電子申請もできます。

ホッケー教室参加者募集
ー
者

品川区ホッケー
応援キャラクター
「シナカモン」

5月の区議会
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／
14日㈪ 午後1時
行財政改革特別委員会／16日㈬ 午後1時
オリンピック・パラリンピック推進特別
委員会／17日㈭ 午後1時
議会運営委員会／21日㈪ 午後1時
28日㈪ 午前10時30分
本会議／29日㈫ 午後1時
※傍聴券は、開会の1時間前から配付し
ます。なお、傍聴席には限りがあります。
問区議会事務局
（☎5742－6809 Fax5742－6895）

犯罪被害者などの特設相談窓口を
開設します
品川・大崎・大井・荏原警察署と合同で
犯罪被害者などの相談に応じます。また、
犯罪被害者に関するパネル展示やリーフ
レットの配布も行います。
日5月11日㈮・25日㈮ 
午前10時～午後3時
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
※区内各警察署と区民相談室では常時、
相談窓口を開設しています。
問区民相談室
（☎3777－2000 Fax5742－6599）

女性相談員による面接相談（性別
不問）
1人で悩まずご相談ください。
●法律相談
日6月6日㈬・12日㈫ 午後1時～3時30分
18日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談
日6月28日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ（配偶者・恋人などからの暴力）
相談
日6月1日㈮・15日㈮・22日㈮・29日㈮
午後1時～4時
8日㈮ 午後5時30分～8時30分
─────────共通─────────
場申問相談日の1カ月前から、電話で男
女共同参画センター（東大井5－18－1
きゅりあん3階☎5479－4104 Fax5479
－4111）へ
※相談室の入室は1人のみ。託児なし。
○カウンセリング電話相談
日6月7日㈭・14日㈭・21日㈭ 
午前10時～午後3時30分
相談電話／5479－4105

東京都重度心身障害者手当をご存
じですか
人都内在住で、次の全てにあてはまる方
①65歳未満
②次のいずれかの障害がある
・重度の知的障害と、日常生活について常
時複雑な配慮を必要とする程度の著しい
精神症状を有する
・重度の知的障害と重度の身体障害が重
複している
・重度の肢体不自由者であって両上肢お
よび両下肢の機能が失われ、かつ座って
いることが困難な程度以上の身体障害を
有する　
※障害の程度の診断は、東京都心身障害
者福祉センターで受ける必要があります。
③所得制限を超えていない
④施設に入所していない
⑤3カ月を超えて入院していない
月額／60,000円
申問印鑑、身体障害者手帳か愛の手帳（お
持ちの方）を持って、障害者福祉課障害者
福祉係（本庁舎3階☎5742－6707 Fax3775
－2000）へ

都営住宅入居者の募集
募集住宅／世帯向け、若年夫婦・子育て
世帯向け　
※一部単身者向けの住宅あり。
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、サービスコーナー、文化
センター、品川宅建管理センター
※配布部数には限りがあります。
申込用紙配布期間／
申5月7日㈪～15日㈫に配布する申込用
紙を、郵送で渋谷郵便局に5月17日㈭ま
でに届いたものに限り受け付け
●申込用紙休日配布窓口
日程 会場

5/12㈯ 荏原文化センター
（中延1－9－15）　

5/13㈰ 区役所本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時。
問住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776 Fax5742－6963）

荏原文化センター温水プール休場
のお知らせ
水替えと設備点検のため休場します。
日5月25日㈮～31日㈭
問同センター
（☎3785－1241 Fax5702－2843）

特別障害者手当・障害児福祉手当
をご存じですか
●次にあてはまる方は申請できます
①特別障害者手当
人重度の障害があるため、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする在宅の
20歳以上の方（おおむね身体障害者手帳
1・2級、愛の手帳1・2度程度の障害が重
複している。これらと同等の障害や疾病、
精神障害がある）
月額／26,940円
※施設に入所している方、3カ月を超えて
継続して入院している方、本人か扶養義
務者などが所得制限を超えている方は受
給できません。
②障害児福祉手当
人重度の障害があるため、常時介護を必
要とする程度の状態にある20歳未満の方
（おおむね身体障害者手帳1級と2級の一
部。愛の手帳1度と2度の一部。これらと
同等の疾病、精神障害がある）
月額／14,650円　
※施設に入所している方、本人か扶養義
務者などが所得制限を超えている方は受
給できません。
●次にあてはまる方は受給資格がなくな
りますので早めにお届けください
・特別障害者手当受給者で施設に入所し
た方や3カ月を超えて継続入院した方
・障害児福祉手当・経過的福祉手当受給
者で施設に入所した方や障害年金や特別
障害給付金を受給することになった方
※届け出がないまま手当を受給している
と、受給資格がなくなった日まで遡って
返還していただきます。
─────────共通─────────
申問直接、障害者福祉課障害者福祉係（本
庁舎3階☎5742－6707 Fax3775－2000）
へ

館内整理のため、おもちゃの病院
と消費生活相談はお休みです
日5月5日㈷
問消費者センター
（☎5718－7181 Fax5718－7183）

戸越体育館
工事による休館のお知らせ
10月下旬から31年3月まで耐震化工事な
どに伴い全館休館します。　
※受付窓口業務は通常どおり行います。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係
スポーツ協会

5月は「赤十字運動月間」です
日本赤十字社では、毎年5月に会員募集
運動を全国的に行います。集められた資
金は、災害援護・国際救援・血液事業な
どに活用されます。運動期間中、町会・
自治会役員の方がボランティア（赤十字
協賛委員）として皆さんのご自宅を訪問
します。ご理解、ご協力をお願いします。
問福祉計画課地域包括ケア推進係
（☎5742－6914 Fax5742－6797）

健康センター休館日のお知らせ
●品川健康センター
日5月16日㈬
問同センター
（☎5782－8507 Fax5782－8506）
●荏原健康センター
日5月20日㈰
問同センター
（☎3788－7017 Fax3788－7052）

サマールックキャンペーン
区では夏季の省エネルギーの取り組みとし
て、「サマールックキャンペーン」を5月1
日から10月31日まで実施します。期間中
は室温が28度となるよう冷房の運転を行
い、軽装で仕事をするなどの節電対策に取
り組みます。皆さんのご家庭や事業所にお
いても、夏の節電にご協力ください。
問環境課環境推進係
（☎5742－6755 Fax5742－6853）

土壌汚染を防ぎましょう
都の環境確保条例で定められた「有害物
質27種類」を使用する工場などでは、作
業工程・貯蔵方法などを工夫・改善し土
壌汚染を防ぎましょう。有害物質を使用
したことのある工場・指定作業場が、廃
止や改築を行う時には土壌汚染調査を実
施し、区に報告することが義務付けられ
ています。有害物質には鉛やベンゼンを
はじめ、トリクロロエチレンなど洗浄剤
に含まれているものもあります。メッキ
や塗装、金属加工や自動車修理を行う工
場、ガソリンスタンド、ドライクリーニ
ング店などでも使用していることが多く、
調査と報告が必要となります。また、工
場などがない土地でも3,000㎡以上の敷
地内で土地掘削を行う時などは東京都環
境局に報告が必要です。
問環境課指導調査係（☎5742－6751 
Fax5742－6853）、東京都環境局土壌地
下水汚染対策担当☎5388－3495

お知らせ！
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

　東京2020オリンピック・パラリンピック大会マスコッ
トの小学生投票の結果発表会が、2月28日品川区立豊葉
の杜学園で行われました。
　東京2020組織委員会は、全国の小学生に呼びかけ、昨年12月11日から2月22日まで、学級
単位による大会マスコットの投票を行ってきました。これは、子どもたちに直接東京2020大会

に関わってもらおうという史上初の試
みです。投票学校数は16,769、投票学
級数は205,755にものぼりました。
　結果発表が行われ、109,041票獲得
したデザイナー谷口亮さん作のマスコッ
トに決まると、豊葉の杜学園の子どもた
ちから大きな歓声があがりました。

問い合わせ／オリンピック・パラリンピック準備課（☎5742－9109 Fax5742－6585）

No.1

東京2020オリンピックまであと815815日、パラリンピックまで847847日です 5月1日
現在

東京2020大会マスコット決定！

●今号から毎月応援コラム「輝く！2020へ」を掲載していきます。
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中央新幹線（品川～名古屋間）
建設事業の縦覧と意見書の受け付け
●大深度地下使用認可申請書の縦覧
日5月9日㈬～23日㈬
午前8時30分～午後5時
場品川区都市計画課（本庁舎6階）
●意見のある方は意見書を提出すること
ができます
提出方法／5月23日㈬（必着）までに、
東京都都市基盤部調整課（〠163－8001
都市整備局都庁第二本庁舎11階南）へ郵
送か持参
問東京都調整課☎5388－3275
品川区都市計画課
（☎5742－6760 Fax5742－6889）

介護者教室「かかりつけの薬局を作ろう」
日5月24日㈭ 午後1時30分～3時
人20人程度（抽選）
場申問5月15日㈫までに、電話で西大井
在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎
5743－6125 Fax5743－6541）へ

中小企業の「エコアクション21」
認証取得を支援します！

「エコアクション21（EA21）」とは、企業
の経費削減・環境負荷の低減につながり、
環境ISOよりも低コストで導入できる環境
省推奨の環境マネジメントシステムです。
●エコアクション21導入説明会
EA21地域事務局のEA21審査人が制度概
要や取得することのメリット、取得企業の事
例発表など基礎的な情報提供を行います。
日5月23日㈬ 午後2時～4時30分
場区役所254会議室（第二庁舎5階）
人中小企業者30人（先着）
申問5月16日㈬（必着）までに、電話か
はがき、FAXに「エコアクション」とし、
企業の住所・名称・電話番号・担当者名・
EメールアドレスかFAX番号を環境課環
境管理係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6949 Fax5742－6853）へ

高年齢者向けミニ就職面接会
日5月10日㈭ 午後1時～3時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人おおむね55歳以上の就職希望者
※参加企業などはお問い合わせください。
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉
（☎5498－6357 Fax5498－6358）

未来を語ろう＠議会報告会
来て見て聴いて、議員とともに区政を語
りましょう。あなたの「もっと知りたい！」
に直接お応えします。
日5月11日㈮ 午後6時30分～8時30分
（午後6時開場）
内議会のしくみ、議会改革の取り組み、
委員会報告、意見交換会（テーマ「品川
の魅力発見！」）
場参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）
へ　
※手話通訳・要約筆記・保育スペースあり。
問区議会事務局
（☎5742－6808 Fax5742－6895）

「エコアクション21」
認証取得経費の一部助成
人エコアクション21を初めて認証取得し
た区内中小企業で、法人事業税などを滞
納していない事業者
助成件数／8件（先着）
助成額／認証取得に要した審査費用、コ
ンサルタント委託費などの経費合計額の
2分の1（上限額15万円か20万円）
申請期限／31年3月20日㈬
申問環境課で配布する申請書と必要書類
を同課環境管理係（〠140－8715品川区
役所本庁舎6階☎5742－6949 Fax5742
－6853）へ郵送か持参　
※申込書は区ホームページからダウン
ロードもできます。
○本紙4月21日号に掲載した当該記事の
電話番号に誤りがありました。お詫びい
たします。

新製品・新技術開発費助成
新製品・新技術の開発に要する費用の一
部を審査のうえ助成します。
助成額／対象経費の3分の2（上限250万
円）
申請資格／区内で1年以上継続して事業
を営む計画のある中小製造業事業者で、
31年3月までに開発が完了するもの
対象事業／①製品の開発
②機械器具または装置の高性能化・省力
化・自動化の開発
③生産・加工・処理のための新技術の開
発
※開発経費などを負担しない受託開発や、
ソフトウェアのみの開発は対象外。
申請期限／6月29日㈮
問商業・ものづくり課中小企業支援係　
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

放送大学パートナーシップ講座  電子

日程
（全2回） テーマ・講師

6/2
㈯
「生活者の時代の小売マーケティング」

三村優美子（同大学客員教授）

6/23
㈯
「食と農の安全・安心を考える」

三野耕治（同大学客員教授）
※時間は午後2時～4時。
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人16歳以上の方90人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん
※おやつ代実費負担あり。
申問5月18日㈮（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、性別、電話番号、手話通訳希望の
有無、託児希望の方はお子さんの氏名（ふ
りがな）・月年齢・性別を文化観光課生涯
学習係へ

東京医療保健大学パートナーシップ
講座　　　　　　　　　　　　 電子
日6月16日㈯ 午前10時～正午
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
内「2つのがん体験から語る、がん予防と
治療のための食生活」
講師／小西敏郎（同大学副学長）
人16歳以上の方50人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん
※おやつ代実費負担あり。
申問5月25日㈮（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）で講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、手話通
訳希望の有無、託児希望の方はお子さん
の氏名（ふりがな）・月年齢・性別を文化
観光課生涯学習係へ

ファミリー・サポート・センター
提供会員養成講座
地域のみなさんが相互に子育て支援を行
うファミリー・サポート・センターの提
供会員として活動しませんか。
日5月28日㈪・29日㈫
午前9時30分～午後3時30分（全2回）
※7月13日㈮ 午前9時～正午に、普通救
命講習の受講あり（教材費1,400円）。
内事業概要、講義、保育実習（保育園）、
会員実践報告など
人区内在住で、子育てに関心のある20歳
以上の方20人（先着）
場申問5月18日㈮（必着）までに、往復
はがきかFAXで講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、受講の
理由を社会福祉協議会（〠140－0014大
井1－14－1☎5718－7185 Fax5718－
0015）へ
●7月9日㈪～12日㈭（午前）、9月25日
㈫～28日㈮（午前）、11月28日㈬・29
日㈭（全日）にも開催。

講座・講演

相 案談 内 ※祝日を
除きます

相談内容 曜日 時間 場所
区 民 相 談

㈪～㈮   9:00～17:00

区
民
相
談
室

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで

犯 罪 被 害
者 等 相 談

法 律 相 談
第3㈰   9:30～12:00

相談日1週間前の
午前9時から
※予約開始日が
休日の場合は翌
開庁日から
☎3777－1111㈹
へ予約（先着）

第1㈫ 18:00～20:30
㈬、第2・4㈪

13:00～16:00

税 金 相 談 第2・4㈫
不動産取引相談 第2・4㈮
司法書士相談 第2㈭
行政書士相談 第1～4㈮
社会保険労務士相談 第1㈮
人権身の上相談 第1・3㈫

国の行政相談 第1・3㈭ ☎3777－2000
※受付は午後3時30分まで

外 国 人
生活相談

英　語 第2・4㈫
  9:00～17:00

☎3777－2000
※受付は午後4時
30分まで中国語 第2・4㈭

相談内容 曜日 時間 場所
カウンセリング
相談（電話）

第1～3
㈭ 10:00～15:30 男女共同参画センター☎5479－4105

Ｄ Ｖ 相 談
第2を
除く㈮ 13:00～16:00 相談日の1カ月前から

男女共同参画センター
☎5479－4104へ予約第2㈮ 17:30～20:30

教 育 相 談 ㈪～㈯  9:00～17:00 教育総合支援センター☎3490－2000
手 話 通 訳 者
付 き 相 談

㈬ 13:00～16:00 障害者福祉課
Fax3775－2000㈮  9:00～12:00

交通事故相談 ㈪～㈮  9:00～16:00 品川交通事故相談所☎5742－2061
内 職 相 談 ㈪～㈮  9:00～17:00

就業センター
☎5498－6353職 業

相 談・紹 介 ㈪～㈮  9:00～17:00

わ か も の・
女 性 向 け
就 業 相 談

㈪・㈮ 10:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6334へ
予約㈫～㈭ 13:00～17:00

相談内容 曜日 時間 場所

消費生活相談
㈪～㈮   9:00～16:00 消費者センター

☎5718－7182電話第4㈫ 16:00～19:00
電話㈯ 12:30～16:00

マンション相談
管理運営
第2・4㈬ 13:00～16:00

相談日の1週間前
までに住宅課
☎5742－6776へ予約建替・修繕

第3㈫

住 宅 相 談
（リフォーム、 建替） 第3㈬ 10:00～15:00

本庁舎3階ロビー
問住宅課
☎5742－6776

家 庭 相 談 ㈫ 13:00～17:00 子ども家庭支援課
☎5742－6589へ予約㈭・㈮  9:00～13:00

ひとり親家庭相談 ㈪～㈮  8:30～17:00 子ども家庭支援課☎5742－6589ひとり親就労相談 ㈫・㈬・㈮

児 童 相 談

㈪～㈮  8:30～17:00 子ども育成課☎5742－6959

㈪～㈯  9:00～18:00 子育て支援センター☎5749－1032

㈪～㈮  9:00～17:00 東京都品川児童相談所☎3474－5442

品川区職員募集
採用職種 受験資格 採用予定数 主な勤務場所 第1次選考

事務（Ⅰ類）
【一般任期付職員】＊1 日本国籍を有し、平成8年8月1日までに生まれた方 5人程度 区役所など 書類審査

論文

福祉（保育士／児童指導・Ⅱ類）
【育児休業代替任期付職員】＊2

国籍を問わず、次の全てにあてはまる方　①平成10年8月1日までに生まれた　②保育士資格を
有し、8月1日時点で、都道府県知事の保育士登録を受けている（取得・登録見込みを含む） 20人程度 保育園・

児童センターなど 作文

事務（Ⅲ類）
【育児休業代替任期付職員】＊2 日本国籍を有し、平成12年8月1日までに生まれた方 3人程度 区役所・

地域センターなど 作文

＊1 一般任期付職員とは「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」の
規定に基づき、あらかじめ任期を定めて採用する正規の職員です
＊2 育児休業代替任期付職員とは「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基
づき、あらかじめ任期を定めて採用する正規の職員です

任用開始／8月1日㈬以降〈事務（Ⅰ類）一般任期付職員は8月1日㈬採用〉
第1次選考日／6月3日㈰　
第2次選考日／6月下旬頃（面接）

申込書配布場所／人事課（本庁舎5階）、地域センター、サービスコーナー　※郵送で請
求する場合はお問い合わせください。　※区ホームページからダウンロードもできます。
申込方法・問い合わせ／5月24日㈭（必着）までに、人事課人事係（〠140－8715品川
区役所☎5742－6628 Fax5742－6872）へ持参か、簡易書留で郵送
※申込方法・受験資格など、詳しくは実施要綱を必ずご確認ください。　
※事務（Ⅰ類）の一般任期付職員は、上記のほかの選考と併願できます。
◯区ホームページから電子申請もできます。
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子育て支援講座「完璧な親なんて
いない！（NPプログラム）」
誰でも初めての子育てに戸惑ったり、悩
んだりします。みんなで語り合いながら、
自分らしい子育てを見付けてみませんか。
日6月5日～7月10日の火曜日
午前9時30分～11時30分（全6回）
※9月にフォローアップ講座を開催。
場小関児童センター（北品川5－8－15）
人区内在住で、初めてのお子さんがおお
むね3歳未満の母親15人（抽選）
※託児あり。
￥500円（資料代・お茶代込）
申5月25日㈮（必着）までに、はがきか
FAX、Eメールで講座名、住所、氏名、電
話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・
生年月日をふれあいの家－おばちゃんち（〠
140－0001北品川2－28－19☎・Fax3471
－8610 fureai@obachanchi.org）　へ
問子ども育成課育成支援係
（☎5742－6596 Fax5742－6351）

外国人おもてなし語学
ボランティア講座
都が行っている講座と同内容で、コミュ
ニケーション力の向上や心得について学
びます。受講者には都と同様の受講証明
証とボランティアバッチを差し上げ、日々
の活動に取り組んでいただきます。
日6月10日㈰ 午後1時～4時30分
場区役所251会議室（第二庁舎5階）
人15歳以上（中学生は除く）で、初級程
度の英会話ができる方60人（抽選）
申問5月15日㈫（必着）までに、はがき
かFAXに「語学ボランティア」とし、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業
を地域活動課国際担当（〠140－8715品川
区役所☎5742－6691 Fax5742－6878）へ

愛犬と一緒に楽しむためのしつけ教室

日時 会場

5/20㈰
9:30～11:30 しながわ中央公園（区役所前）

13:30～15:30 東品川海上公園（東品川3－9）

内警察犬訓練士によるアジリティー（障害
物）訓練、実技指導、質疑応答　ほか
人飼い主と飼い犬各20組（先着）　
申問午前9時～午後5時に、電話でしなが
わ中央公園管理事務所（☎5740－5037 
Fax5740－5044）へ

メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①夜空の楽しみ方
日5月12日㈯、6月2日㈯ 
午前10時～11時30分（全2回）
※全3回のうち、2回目からの途中入会。
人10人（先着） 　￥4,700円（教材費込）
②思い出に残る写真を撮りませんか
日5月8日～6月12日の火曜日
午前10時30分～正午（全5回）
人15人（先着）　￥10,000円
─────────共通─────────
場申問電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050 Fax3776－5342）へ

第26回　福栄会まつり
品川警察署・品川消防署・品川区商店街連
合会などにもご協力いただき開催します。
日5月13日㈰ 午前10時～午後3時
内模擬店、アトラクション、クイズラリー
など参加型イベント　ほか
場問福栄会（東品川3－1－8☎5479－2981 
Fax5479－2943）

羽田空港見学会の開催について
国土交通省による羽田空港見学会が開催
されます。応募方法など詳しくは国のホー
ムページをご覧いただくか東京空港事務
所へお問い合わせください。
日7～10月の指定日時
問国土交通省東京空港事務所環境・地域
振興課（☎5757－3021 www.cab.
mlit.go.jp/tcab/post_234.html）
環境課指導調査係
（☎5742－6751 Fax5742－6853）
都市計画課計画調整担当
（☎5742－6760 Fax5742－6889）

品川＆山北ふれあい交流30周年記念
森林セラピー体験ツアー
山北町の大自然の中で森林セラピー体験
をしてみませんか。
日6月24日㈰（午前7時25分区役所集合・
午後5時30分頃解散、往復バス）
コース／河村城跡コース（神奈川県）
人25人（抽選）
￥5,000円、小学生以下3,000円
（参加費・昼食代込）
申問5月15日㈫（必着）までに、はがき
かFAXに「森林セラピー体験」とし、参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
性別・電話番号を地域活動課市町村交流
担当（〠140－8715品川区役所☎5742
－6856 Fax5742－6877）へ

新緑の文化財めぐり
未公開の文化財をみに行こう
日5月19日㈯ 
午前9時30分～午後0時30分　
※小雨決行。
コース／新馬場駅～品川神社～細川家墓
所～海蔵寺～心海寺～新馬場駅
※約2.5km。　
人60人（抽選）
￥50円（保険料）
申問5月8日㈫（消印有効）までに、往復
はがきに「文化財めぐり」とし、希望者
全員の住所・氏名・年齢・電話番号を庶
務課文化財係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6839 Fax5742－6890）へ

2018年5月1日号0

ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館
〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401
受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館
〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　
Fax3781－6699

　●講座・講演

しながわ子ども食堂フォーラム2018
～地域で支え、育てる子ども食堂～
子ども食堂の取り組みを紹介するほか、企業や地域からの支援について考える講演会と交流会を開催します。
企業の社会貢献活動や、地域活動の活性化に関心のある方はぜひご参加ください。

●パネル展示（子ども食堂の風景、支援事例紹介など）
●相談コーナー
●試食会（午前11時から、なくなり次第終了）

。

しながわ子ども食堂ネットワーク自主企画（午前10時～午後2時）
※しながわ子ども食堂ネットワークは、区
内の子ども食堂で活動する方や活動に関心
のある方が情報共有を目的として集まる会
議体です。

　問い合わせ　子ども家庭支援課
（☎5742－6385 Fax5742－6387）

対象・定員／子ども食堂の活動に関心のある企業・地域
の方100人（先着） 　※託児あり（要問い合わせ）。
申込方法／電話かFAX、ホームページの応募フォームで
住所、氏名（会社名）、電話番号、交流会への参加希望
の有無、託児希望の方はお子さんの月齢をしながわ子ど
も食堂ネットワーク事務局（☎5718－7172 Fax5718－
0015  shinashakyo.jp/volunteer/index.html）へ

　基調講演「子ども食堂と地域・企業の関わり」
講師／湯浅誠（法政大学教授）

　パネルディスカッション
湯浅氏、子ども食堂運営者、CSR推進協議会（トリドールホールディン
グス、モスフードサービス担当者）によるパネルディスカッションです。

　交流会

6月9日㈯ 午後0時30分～4時    会場  きゅりあんイベントホール（大井町駅前）

湯浅誠

催　し

品 川 史 の し歴 館 催

●茶室「松滴庵
あん

」の公開
日時／5月18日㈮・19日㈯ 午前10時～午後3時　
※茶室の公開は雨天中止。
※18日㈮は国際博物館の日、19日㈯は歴史館開館記念日
のため無料で展示を観覧できます。

●企画展「戸越と小山～山路治郎兵衛の筍
たけのこ

栽培と足跡～」
かつて品川の特産品であった筍栽培の歴史と、明治・大正期の戸越村・小
山村の発展を紹介します。
日時／7月1日㈰まで 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで） 　
休館日／月曜日、5月1日㈫
観覧料／100円、小中学生50円（常設展を含む）※20人以上の団体は2

割引。区立小中学生、
70歳以上の方、障害
のある方は無料。
※史料保護のため、
会期途中で展示替え
を行います。
※展示替えのため、
7月3日㈫は臨時休
館します。

品川歴史館
（大井6－11－1☎3777－4060 Fax3778－2615）

場所・問い合わせ

平塚村選挙事務所前での集合写真（山路家文書　当館所蔵）
筍掘り道具
（当館所蔵）

茶室



電子＝区ホームページから電子申請可　●費用の記載のないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

2018年5月1日号 11

イベント
●筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候
群（ME/CFS）5月世界啓発イベ
ント　映画上映会・講演会。車い
すでの参加可。5月5日㈷午後1時30
分～4時30分。きゅりあん。50人先
着。電話でまーくハウス＆ぷろじぇ
くと・天野☎090－8507－8597へ
●第27回邦楽の夕べ　箏

そう

曲、尺
八、長唄ほか。5月12日㈯午後0時
30分～4時30分（正午開場）。当日
きゅりあんへ。☎3787－5198品川
区邦楽連盟・林
●わんぱく相撲品川区大会　区内
在住か在学の小学生対象。5月13
日㈰午前8時45分～午後4時30分。
荏原平塚学園。電話で同実行委員
会・髙木☎080－6973－6196へ
●美しく老いる会シンポジウム
「こころと脳の健康長寿」　5月19
日㈯午後1時～5時30分。500人先
着。当日星薬科大学（荏原2）へ。
☎3470－0211同会

●チーム大田吹奏楽団第28回定期
演奏会　5月20日㈰午後1時30分～
4時。当日きゅりあんへ。☎080－
3455－9130鈴木
●東京都労働相談情報センター大
崎事務所の街頭労働相談　5月27
日㈰午前10時～午後3時。当日しな
がわ中央公園・エコフェス会場へ。
☎3495－4872同センター
●品川朗読サークル「あやの会」
朗読発表会「修禅寺物語」　5月
29日㈫午後1時30分～4時（午後1
時開場）。130人先着。当日小山台
会館（小山4）へ。☎5471－6467
山本

サークルなど
●冨士見台クラブ　㈪午後7時。
冨士見台中。3カ月2,000円。（入）
500円。☎3781－7885高野
●ロケラニ（フラダンス）　体
験歓迎。㈪午前10時。きゅりあ
ん。月4,000円。（入）2,000円。☎
3783－3602木下

●大原トリムクラブ　㈪午後7時。
大原小。4カ月3,000円。☎3783－
2957塚田
●S

シ ャ ー プ
HAP（ストレッチ・リズムダ

ンス）　50歳以上。㈪午前10時。
ウェルカム 原。月2,500円。（入）
500円。☎050－5803－7879稲田
●ウクレレ・アロハ　月3回㈪午後
1時30分。旗の台文化 。月3,500
円。☎3458－4884橋本
●コーラスしらゆきひめ（混声合唱）
㈬午後7時。源氏前小。月5,000円。
☎3783－1027安藤
●小筆を親しむ会（書、奥の細道、
写経など）　道具貸与。第2・4㈫
午前10時。スクエア荏原。会場費
など実費。☎090－3220－7258
根津
●いまいちくらぶ（大正琴の練習）
㈬午後1時。品川第一 。月1,500
円。☎3471－6627長尾
●気功さわやか　㈪午前10時。後
地シルバー 。月2,000円。☎3492
－5853中村

●明吟サークル岳風流（詩吟）　
見学歓迎。第1・3㈪午後1時30分。
東大井 。月1,300円。（入）1,000
円。☎3776－3165山崎
●アトリエしらかば（油絵）　第1・
3㈮午前9時30分。東品川文化 。
月3,000円。（入）1,000円。☎090
－9328－9713知念
●TOC合唱部（混声合唱）　第1
㈯午後1時30分。第2・3㈯午後3
時30分。旗の台文化 。月3,000
円。☎3781－8745片柳
●フラダンスの会　体験歓迎。月
3回㈰午前10時。ウェルカム 原。
月6,000円。 ☎090－4065－
3388村田
●銀の工房（シルバーアクセサ
リー作り）　見学可。第3㈰午後1時
30分。東品川文化 。月2,000円。
☎090－2212－3049猪股
●青春音楽倶

く

楽
ら

部
ぶ

（リコーダー）
㈭午前10時。南品川シルバー 。月
500円。（入）500円。☎090－9554
－3334大西

●和みの会（体操）　㈮午後1時30
分。五反田文化 。月2,000円と年
500円。☎090－7834－2852斉藤
●悠芸塾（カラオケ）　①㈫②㈬
③㈭④㈮午後1時30分⑤㈫午後6
時30分。五反田文化 。各月5,000
円。☎3472－2046石井
●品川愛気会（合気道）　高齢者・
女性・退職者歓迎。㈫㈮午後3時。
総合 。月500円。☎3442－7325
竹本
●品川ランニングクラブ　㈬午後
7時30分、月1回㈰午前。戸越 。
1回100円。（入）1,000円。☎3785
－3204新舩（あらふね）
●護健道会（護身健康空手道）　
退職者・女性・高齢者歓迎。月2回
（不定）午前。総合 。1家族年5,000
円。☎090－2255－1342渡貫
●雀

すずめ

のお宿（健康麻
マージャン

雀）　60歳以
上女性。㈫午前9時。五反田文化
。月250円。（入）3,000円。☎

080－6587－1105金川

区民の皆さんが地域で行う自主的な活動を紹介します。
費用の記載のないものは無料です。

＝センター　 ＝体育館　 ＝区民集会所　（入）＝入会金

文化・イベント情報文化・イベント情報

　
●11日㈮～16日㈬／第36回八雲展（絵
画、彫刻、工芸）
●19日㈯～23日㈬／第21回一水会書
展（かな書道）
●26日㈯～30日㈬／第22回J

ジ ョ ウ

AW展〈女
子美アートウェーブ展〉（絵画、デザイ
ン、工芸）
場問同館
（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階☎
3495－4040 Fax3495－4192午前10時
～午後6時30分）
※開催時間は要問い合わせ。

Ｏ美術館 5月の催し
　
●3日㈷～7日㈪／第7回水彩風景スケッ
チ楽描きの会展
●9日㈬～14日㈪／第37回火曜会展（油
彩）
●17日㈭～21日㈪／第17回二欣会展
（油彩、日本画、水彩、パステル）
●23日㈬～28日㈪／第17回草画会展
（油彩）
●30日㈬～6月4日㈪／第29回ラ・パス
テ展　（パステル）
場問同ギャラリー
（大井町駅前イトーヨーカドー8階☎・
Fax3774－5151午前10時～午後8時）
※開催時間は要問い合わせ。

区民ギャラリー 5月の催し

　
日5月20日㈰午後1時～4時30分
場戸越公園駅前南口商店会、戸越公園中
央商店街
内スポーツコーナー、まらそんグルメラ
リー、宝探し競争、ご当地キャラクター
と一緒に綱引き大会など
問戸越公園駅前南口商店会・五番街
☎3781－8444

とごすぽ！！
　

日5月25日㈮、6月22日㈮、7月27日㈮、
8月24日㈮、9月21日㈮、10月19日㈮、
11月16日㈮、12月14日㈮ 
午後1時30分～3時（全8回）
人全回参加できる方12人（抽選）
場申問5月10日㈭（必着）までに、はが
きかEメールに「連続講座申込」とし、住
所、氏名（ふりがな）、電話番号を立正
大学古書資料館（〠141－8602大崎4－
2－16☎3492－6615 kosho-lib@ris.
ac.jp）へ

立正大学古書資料館 連続講座
「はじめての変体仮名」

問い合わせ／チケットセンターC
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

日時／7月27日㈮ 午後6時30分開演（午後6時開場）
会場／スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
出演者／なげのあやか・田村麻里子・すがも児童合唱団（歌）、大國明里・春流（ダ
ンス）、吉國美紀（ピアノ）、田中まさよし（打楽器）、横溝宏幸（チェロ）
料金／前売り券2,000円、当日券2,500円（全席指定）
発売開始／5月7日㈪
　窓口販売　午前9時から＝ スクエア荏原・きゅりあん・メイプルセンター
　　　　　　午前10時から＝ Ｏ美術館（初日のみ午前9時から）
　　　　　　　　　　　　　 しながわ観光協会
　電話予約   午前9時から（初日のみ午前10時から）＝チケットセンターキュリア
　インターネット予約　午前9時から＝http://www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。 
※4歳以上のお子さんから入場できます。

童謡誕生100周年にあたり、童謡歌手で子どものうた合童謡誕生100周年にあたり、童謡歌手で子どものうた合
奏団「かぼちゃの馬車音楽隊」のリーダーなげのあやか奏団「かぼちゃの馬車音楽隊」のリーダーなげのあやか
が、大人のための童謡を皆さんにお届けします。が、大人のための童謡を皆さんにお届けします。なげのあやか

区民交流支援事業区民交流支援事業
のご案内のご案内

品 早川 川＆ さ 交ふ と 流る

　協定宿泊施設の宿泊費を1割引します
割引除外の特定期間・施設があります。

　町営宿泊施設の宿泊費を補助します
町営宿泊施設「ヘルシー
美里」「ヴィラ雨畑」1泊
につき2,000円を助成し
ます。

　タクシー代を助成します
町営宿泊施設を区民2人以上の利用・
事前予約で下部温泉駅から片道のタ
クシー代を助成します。  ※事前予約
と1人1,000円自己負担が必要です。

　体験教室を利用できます
「南アルプス邑

むら
・技と遊の体験教室」

内容／そば打ち、籠・すずり・豆腐・
コンニャク・ウインナー作り、陶芸、
木工など 
※10人以上の団体は、講師料などの
一部を助成する制度があります。

問い合わせ／地域活動課（☎5742－6856 Fax5742－6877）

開催日／毎週月曜日　※祝日、8/13、年末年始を除く。
時間／第1・3・5月曜日＝午後2時～3時30分
第2・4月曜日＝午前10時～11時30分
対象／区内在住・在勤・在学の外国人の方
会場・問い合わせ／国際友好協会（第三庁舎4階☎5742－6517 Fax5742－6518）

区内で暮らす外国人の方が、気軽に日本人と歓談する場です。日本語を使って、
いろいろなことを話しましょう。日常生活で分からないこと、必要なことや文化
習慣、料理、行事など、様々な話題を楽しみましょう。当日、お気軽にお越しく
ださい。

区と交流のある神奈川県山北町・山梨県早川町は、雄大な自然に囲まれ、四季折々
の景色と山の幸に恵まれています。町の人たちの人情に触れて、ゆったりとし
た時間をお過ごしください。

地区 施設名 電話 利用料金

神奈川県山北町
中川

信玄館 0465－78－3811 13,500円～
魚山亭やまぶき 0465－78－3911 9,720円～
ホタルの里　蒼の山荘 0465－78－3311 12,830円～
丹沢ホテル　時之栖 0465－78－3621 8,000円～
神尾田　落合館 0465－78－3190 7,290円～

山梨県早川町 西山温泉　慶雲館 0556－48－2111 19,845円～
蓬莱館 0556－48－2211 11,550円～

七面山入口 俵屋旅館 0556－45－2521 9,450円～

大原野 ヘルシー美里＊ 0556－48－2621 6,750円～
同コテージ＊　　 0556－48－2621 ～5,250円　

黒桂 野鳥公園キャビン＊ 0556－48－2621 ～5,250円　
雨畑湖 ヴィラ雨畑＊ 0556－45－2213 6,750円～
※利用申し込みは、現地に直接予約してください。
※上記の利用料金は各地域センターや地域活動課（第二庁舎6階）で配布する「割引利用券」
を提出することが条件です。
※＊印の町営施設については、地域活動課で区内在住者を対象に宿泊助成を行っています。

問い合わせ／地域活動課市町村交流担当（☎5742－6856 Fax5742－6877）

交流サロン

―にほんご で はなそう――にほんご で はなそう―　　



▲「カタログポケット」
このアイコンが目印

配信中！

・外国人人口…………12,526
　　男………………… 6,135
　　女………………… 6,391

総人口…………… 390,397世帯…………………218,020

・日本人人口………… 377,871
　　男…………………185,317
　　女…………………192,554

  人口と世帯（平成30年4月現在）

古紙配合率80％再生紙を使用しています

　

平成30年（2018）

5/1
2081号

問広報広聴課（☎5742－6612 Fax5742－6870）加入について▶ケーブルテレビ品川 0120－559－470

しながわホットほっと ケーブルテレビ品川
毎日7時・10時・13時・19時・
22時から5回放送（＊＊土曜切り替え）11チャンネル

テレビ5月

　伝統と情緒を感じるこ
とができる旧東海道を、
町歩きの達人、泉麻人さ
んがちょっと寄り道しな
がら紹介します。
　英語版「Historical 
Walk in Shinagawa」は、
同ルートを外国人がカメラ
を持って案内しています。

泉麻人が行く！
東海道さんぽ
Historical Walk
in Shinagawa
（英語版）

一部の番組は品川区公式You Tubeチャンネルでもご覧になれます

しなメールでは、区の情報や防災気象情報
を電子メールで配信してい
ます。右のコードを読み取
るか、https://mail.cous.jp/
shinagawa/へアクセスして登
録してください。

午前6時56分から3分間
生活情報のほか、災害時には災害情
報を放送します。

放
送
言
語

㈪ 中国語・日本語
㈫ 韓国語・日本語
㈬ タガログ語・日本語
㈭・㈮ 英語・日本語

89.7Mhz
しながわインフォ

しながわ情報メール
「しなメール」

インターエフエム放送

ラジオ

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

で

しパソコン・
携帯

緊急時・災害時などに、区ホームペー
ジ、しなメール、品川区ツイッター
などで発信する緊急情報を音声で聞
くことができます。　

緊急情報発信ダイヤル
☎3777－2292

問広報広聴課
　（☎5742－6631 Fax5742－6870）

● 消費者月間
● 有料ごみ処理券取扱所
● がん検診・健康診査

次号予告　5月11日号

00分～ 10分～ 20分～ 30分～

土

わ！しながわニュース
取材には区民の皆さんが
活躍しています

三之助の笑顔いっぱい
 　桜満開！
カメラを持って目黒川へ

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 語り継ぐ！品川現代史
城南空襲と子どもたちの戦争

月 泉麻人しながわ土地の記憶

火 品川歴史探訪
文明開化を支えた品川の産業

水 復活！しながわ探検隊  　Historical Walk in 
Shinagawa（英語版）

木  　泉麻人が行く！
東海道さんぽ

しながわのチカラ
江戸前海物語 芳水の華

金 いま聞いておきたいあの日の記憶
昭和20年5月24日城南大空襲

新

新

新

みんなで育む
みどり豊かなまち

区では「次代につなぐ環境都市」の実現に向け、様々なみどりの働きを生かし、住み続けたいまち・
訪れたいまちをめざしています。
地域のみどりを守り、育み、生かすには、区民の皆さん一人ひとりの協力が必要です。
気軽に始められる身近な緑化活動があります。皆さんもできることから始めてみませんか。

　問い合わせ／公園課みどりの係（☎5742－6799 Fax5742－9127）、公園維持担当☎5742－6526

　皆さんの身近でみどりを育てていくことは、地
域の環境とまちなみの景観をより良くすることに
つながります。
　区では、「屋上緑化等助成制度」や「生垣助成制
度」、災害の危険度が高い地区には「防災緑化助成
制度」を設け、ブロック塀を撤去して新たに緑化を
行う場合に、費用の一部を助成しています。また、
町会・自治会などの区域で緑化を積極的に保全・

推進している場合には、区域一帯を「みどりのモデル地区」として指定します。

新たなモデル地区として次の団体が指定されました。
●みどりの保全モデル地区（30年4月1日指定）
八潮パークタウン潮路南第二ハイツ自治会（八潮五丁目６番先　八潮パークタウン潮
路南第二ハイツ自治会区域約134㎡）

みどりと花のフェスティバルや園芸講座など、みど
りに親しめるようなイベントを開催しています。開
催時期は、本紙などでお知らせします。

大木や広い面積の樹林のうち、樹姿・健康に優れたものを保存樹、保存樹林として指
定し、維持管理の一部を区がお手伝いします。

　300㎡以上ある敷地に建物を建
てる場合、「品川区みどりの条例」
に基づいて緑化をしていただいて
います。また、特に優れた緑化を「み
どりの顕彰制度」により表彰して
います。
　29年度の受賞は次のとおりです。

●緑化大賞
「オーベルグランディオ品川勝島」
（勝島1）

●緑化賞
「シティタワー目黒」（西五反田3）
「ヒューリック大森ビル」（南大井6）

公園などの清掃や花壇の手入れ
をしていただく「みどりと花の
ボランティア」を募集していま
す。区内在住か在勤の3人以上
の団体で、1年以上継続して活動
していただける方の連絡をお待
ちしています。

区内の遊休地や公共空間を利用して、土に触れ、
野菜などの収穫を楽しみながら緑化を進める区
民農園（マイガーデン）の貸し出しを行ってい
ます。

●マイガーデン南大井（南大井1－13）
　32区画（1区画10㎡）

身近な場所にみどりを増やす みどりに親しむ

みどりを守る

近くの公園などの花壇で花を育てる

区民農園で新鮮な野菜をつくる

毎年1月に本紙
などで利用者を
募集します

・活動に必要な道具
の一部は区で用意
します。

・花苗などを購入す
る費用の助成制度
があります。

生垣助成

みどりと花のボランティア

マイガーデン

みどりと花のフェスティバル

緑化大賞　オーベルグランディオ品川勝島

緑化賞　
ヒューリック大森ビル

緑化賞　シティタワー目黒

ボランティアを
募集しています

高木をお持ちの皆さんへ
高木の枯れ枝などを放置しておくと、枝の落下による事故につながる恐れがあり
ます。日頃から注意し、適切な管理をお願いします。

ご協力をお願いします

優れた緑化を表彰します

みどり
の特集




