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しながわ出会いの湯
みんなで楽しく、心と体の健康づくり

名称 住所 電話番号 出会いの湯開始時間
01 吹上湯 北品川1－25－12 3471－3726 午後 2時
02 天神湯 北品川2－23－9 3471－3562 午後 2時
03 宮城湯 ＊1 西品川2－18－4 3491－4856 午後 2時30分
04 松の湯 西五反田6－18－3 3491－6667 午後 2時30分
05 高松湯 上大崎3－5－4 3441－8602 午後 3時
06 金春湯 大崎3－18－8 3492－4150 午後 2時30分
07 万福湯 大崎4－2－3 3491－2409 午後 2時
08 水神湯 南大井6－9－10 3761－1425 午後 2時
09 末広湯 大井1－42－4 3777－7084 午後 2時
10 東京浴場 大井2－22－16 3771－4959 午後 2時
11 みどり湯 西大井1－7－26 3774－0744 午後 2時
12 ピース湯 西大井6－15－16 3772－5281 午後 2時30分

名称 住所 電話番号 出会いの湯開始時間
13 武蔵小山温泉 ＊1＊2 小山3－9－1 3781－0575 午前11時
14 東京浴場 小山6－7－2 3781－1018 午後 3時
15 恵比寿湯 荏原5－11－2 5702－4158 午後 2時30分
16 戸越銀座温泉 戸越2－1－6 3782－7400 午後 2時
17 松の湯 ＊1 戸越6－23－15 3783－1832 午後 2時
18 星の湯 中延6－1－10 3781－1918 午後 2時
19 富士見湯 東中延1－3－8 3782－6120 午後 2時30分
20 八幡湯 西中延3－15－8 3781－0265 午後 2時
21 錦湯 旗の台1－2－17 3781－8618 午後 2時
22 新生湯 旗の台4－5－18 3781－3476 午後 2時30分
23 中延記念湯 旗の台4－11－2 3781－3095 午後 2時
24 大盛湯 二葉2－4－4 3788－8477 午後 2時

＊1 031317は木曜日が祝日の場合に「出会いの湯」が休みになります。＊2 13の割引入浴サービスは午後4時まで。 ※浴場が休業している場合には、他の浴場をご利用ください。

毎週木曜日午後7時＊2ま
での間は、お楽しみプロ
グラムに参加しなくても、
浴場組合のサービス事業
として割引料金250円で
入浴できます。利用する
時に「出会いの湯カード」
をフロントか番台に見せ
てください。

実施する日  毎週木曜日

内容  お楽しみプログラム（健康体操・カラオケ）と入浴

対象者  区内在住で、自分の身の回りのことができる65

歳以上の方

入浴料  お楽しみプログラムに参加した方は無料

参加方法  はじめての方 　健康保険証などをお持ちくださ

い。浴場で受け付け後に「出会いの湯カード」を発行します。

　 2回目以降の方 「出会いの湯カード」をお持ちください。

問い合わせ／健康課健康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－6883）

写
真
は
富
士
見
湯
で
の
「
出
会
い
の
湯
」

参加費

無料

65歳になったら「出会いの湯」。

健康体操やカラオケを楽しんだあとに

入浴するというプログラムで、毎週木曜日に開いています。

会場はあなたのまちのお風呂屋さん。

一人でも友達と一緒でも、気軽にご参加ください。

きっと楽しい出会いが待っています。

「出会いの湯」は、のぼり旗が目印です。
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AR でたのしむまち歩きアプリ
「わ！しながわ巡り ココシル品川」

「第七期品川区介護保険事業計画」
を策定しました

介護保険制度は平成12年に創設されて以来、介護を必要とする高齢者の生活を支えてきました。

区では、在宅生活を支援する基盤整備と地域との協働による支え合いのしくみづくりの一層の充実をめざし、

30～32年度の事業計画を「第七期品川区介護保険事業計画」としてまとめました。

1月に実施した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　6人の方から10件のご意見をいただきました。

主なご意見 区の考え方

在宅での看取り対応について。高齢者の終末期に
前向きに対応するため、充実させてほしい。また、
在宅だけではなく、施設の看取りへの対応（職員
教育）もプロジェクトの中に入れてほしい。

医療機関と介護事業所などが連携して、人生の最終段階における
本人や家族の意思決定を支援するケアマネジメントを行い、在宅
や施設での療養を選択した場合のサービス提供体制を強化すると
ともに、ケアの実践について学習する機会の提供を推進します。

できるだけ住み慣れた我が家で暮らすには、身近
な支えが必要であり、敷居の高い遠くの区役所ま
で出掛けなくても、徒歩圏内に気軽に誰でも何で
も相談できる場があればどうか。

様々な困りごとや不安なことを相談できる窓口として、29年度に
は区内13地区の全地域センターに「支え愛・ほっとステーション」
を設置しました。在宅介護支援センターとともに、引き続き地域
の皆さんを支えるしくみをさらに充実していきます。

介護サービス事業所やケアマネジャーによって知
識量などの差を感じるため、誰でもどこのケアマ
ネジャーでも等しく必要なサービスを受けられる
よう、区として指導してほしい。

品川介護福祉専門学校やＮＰＯ法人などと連携し、様々な研修事
業を実施しているところです。また、ケアプラン点検や実地指導・
集団指導を通し、必要な指導や助言を行い、ケアマネジメントや
サービスの質の一層の向上に努めていきます。

品川区の高齢者の現状について。独居高齢者のみな
らず、老夫婦のみ（近居親族なし）、高齢の親を独
身の子どもが介護など、多様な状況の把握・分析と
問題提起、そして対策の構築が必要ではないか。

29年度には「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を行うなど、
区では高齢者に関する様々な調査を実施しています。引き続き多
様化するニーズの把握・分析に努め、必要な事業の推進を図って
いきます。

できるだけ住み慣れた我が家で暮らす
高齢者と家族が、介護サービスや地域の方の協力を得ながら、住み慣れた「我
が家」で生活を送ることができるよう様々な高齢者支援を行っています。

地域の支え合い体制の強化による

地域包括ケアの推進

区がめざす高齢者介護のあり方 重点課題

7つの推進
プロジェクト

重点課題に対応する推進プロジェクトを7つにまとめ、多様化する高齢者ニーズにきめ細かく対応していきます。

●保険料を見直しました
第七期の保険料基準額は、今後の介護給付費の見込みや介護報
酬の改定などを踏まえ、5,870円と推計されます。これに区の
介護給付費等準備基金を充当し、今期の保険料は月5,600円（第
六期は5,300円）としました。また、保険料段階については収
入に応じた負担となるよう、これまでと同様の14段階とし、負
担の公平化を図ります。

問い合わせ／高齢者福祉課支援調整係（☎5742－6728 Fax5742－6881）

しながわ百景など区内のおすすめスポットを、AR機能を使って楽しく紹介。「わ！

しながわ巡り ココシル品川」アプリを使って、品川の魅力をいっぱい見つけよう！

「拡張現実」という意味で、カメラなどを使って現実の空間に絵や情報な

どを重ね合わせて表示することです。

スマートフォンやタブレットに無料アプリ「ココシル」をイン

ストールして、「わ！しながわ巡り」を選択してください。

問い合わせ／広報広聴課シティプロモーション担当（☎5742－6043 Fax5742－6870）

1．地域との協働によるネットワークと環境の整備
2．健康づくりと介護予防サービスの充実
3．介護保険サービスの充実
4．認知症高齢者を支える施策の推進

5．医療と介護の連携の推進
6．入所・入居系施設の整備とサービスの質の向上
7．福祉人材の確保、育成　

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

「第七期品川区介護保険事業

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、また、計画改定にあたっ

てのニーズ調査の結果は、高

齢者福祉課（本庁舎3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

になれます。

区内大学で29年度に実施した公開講座を配信中です。

◎AI（人工知能）時代の組織マネジメントを考える

◎オリンピック・パラリンピックと都市施設キャパシティ

◎食品表示の基礎

品川区公式YouTubeチャンネル「しながわネットTV」

でご覧いただけます。

問い合わせ／文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）
こちらからも

アクセスできます

好評配信中！

生涯学習講義のインターネット配信

しながわ学びの杜
も り

計画改定にあたってのニーズ調査で
複数の方からいただいたご意見

「制度や相談窓口がよくわからないため、周知を強化してほしい」
というご意見を複数いただきました。身近な相談窓口として、20カ
所の在宅介護支援センターに加え、29年6月に全地域センター13カ
所に「支え愛・ほっとステーション」を設置しましたが、このステー
ションの認知度が十分ではないことが分かりました。引き続き、制
度や相談窓口について適切な周知を図っていきます。

AR
とは？

利用
方法
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区では、皆さんの「働きたい！」思いを応援するため、ハローワークなどと連携して就業支援に取り組んでいます。ぜひ、ご利用ください。

商業・ものづくり課就業担当（☎5498－6352 Fax5498－6338）問い合わせ

●品川区就業センター（中小企業センター1階☎5498－6353 Fax5498－6354）

●就業支援（中小企業センター2階　わかもの・女性就業相談コーナー）

●高齢者の仕事の相談

ハローワークの専門相談員が常駐し、地域に根差した就業支援に取り組んでいます。

事業所の求人申し込みや雇用保険（失業保険）関係の手続き、職業訓練関係の相談はハローワーク品川（港区芝5－35－3☎5419－8609）で行っています。

職業相談・職業紹介

わかもの・女性就業相談 http://www.shinagawa-shigoto.jp/

サポしながわ（中小企業センター1階☎5498－6357 Fax5498－6358）

就業支援・キャリアアップセミナー

ハローワーク品川の専門相談員が相談を

受けます。また、応募状況の確認や求人

企業への連絡を行い、求職活動がスムー

ズに行えるようサポートします。

専門のカウンセラーが就業に関する相談に幅広く柔軟に応

じます。

●就職・転職活動や仕事上の悩み　●子育て中の再就職活

動（仕事を始めるか迷っている方含む）　●育児・介護・家

庭と仕事の両立　●応募書類の添削や模擬面接　など

日時／月・金曜日 午前10時～午後5時

火～木曜日 午後1時～5時（休日・年末年始を除く）　※1回50分。

対象／39歳以下の方（学生含む）か、女性の方

申込方法／電話で、商業・ものづくり課就業担当☎5498－6334へ

※わかもの・女性就業相談ホームページからも申し込めます。

おおむね55歳以上の方を対象とした無料職業紹介所です。専門相談員による就業相談、紹介が受けられます。

日時／月～金曜日 午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）

○就職面接会　面接会を年間複数回実施しています。

※7月20日㈮に面接会を実施予定です。詳しくは、サポしな

がわへお問い合わせください。

就職活動の基礎から、在職者向けにビジ

ネススキルアップセミナー、女性向けに

就活マナー・印象アップ向上に役立つセ

ミナーなどを、年間を通して随時開催し

ています。

求人検索

全国のハローワークの求人情報をパソコ

ンで検索できます。また、就業センター

内の掲示板には、おすすめの求人がピッ

クアップ求人として掲示されています。

内職相談・あっせん

区内在住の方に、今までの経験を生かせる事業所（縫製、アクセサリー・機械部品の

組み立てなど）を紹介します。

※ロックミシンをお持ちで洋服の仕立て直しなどの縫製を請け負ってくれる方を募集

中です。 ※内職を出したい企業や商店の皆さんからの仕事の依頼も受け付けています。

共通 月～金曜日午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除く）　※相談内容によっては時間がかかる場合があります。早めに受け付けをお済ませください。

品川区で行った「29年度健康に関する意識調査」によると、1日の野菜目安量350ｇ（約5皿）以上を食べている人は、全体の約3％

でした。1日に「1～2皿」食べている人が68.3％と最も多く、次いで「3～4皿」（17.6％）、「0皿」（6.6％）の順でした。「平成28年東

京都民の健康・栄養状況」の調査結果では、都民の約30％が5皿以上食べていますが、品川区民は、都全体よりも食べていない状況

でした。今までの食卓に毎日、あと2～3皿の野菜を意識して食べるようにしましょう。

1~2皿
68.3％

3~4皿
17.6％

5~6皿
1.9％

0皿 6.6％

不明・無回答 0.6％

わからない 4.1％7皿以上
0.9％

品川保健センター（北品川3－11－22 ☎3474－2902 Fax3474－2034）、大井保健センター（大井2－27－20 ☎3772－2666 Fax3772－2570）

荏原保健センター（荏原2－9－6 ☎3788－7015 Fax3788－7900）

問い合わせ

毎月19日は『 食育 』の日です
6月は

食育月間
区民の90％以上は

野菜不足

野菜を1日に5皿以上食べている区民は、約3％！

野菜をしっかり食べることは、体重コントロールに重要な役割がある
こと、高血圧や糖尿病予防に効果があることが報告されています。

（厚生労働省「健康日本21（第2次）」より）

保健センターなどで配布している「野

菜をたくさん食べよう！」（30年1月

発行）をご活用ください。区ホームペー

ジからもご覧になれます。

あなたは、野菜を
1日に何皿＊

食べていますか？

＊野菜1皿の目安は
小鉢1個分（約70g）

●野菜をしっかり食べるコツ
●朝、昼、夕、毎食必ず野菜を入れる

●汁物には野菜をたっぷり！

●生野菜だけではなく、ゆで野菜・野菜炒
い た

めで

　しっかり量をとる！

●コンビニ利用や総菜購入時は、

　野菜が多く入っているものを！

●キャベツやトマトなどの

　付け合わせも残さず食べる

中小企業センター（西品川1－28－3）

品川区「29年度健康に関する意識調査」
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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）

6月17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）

6月17日㈰

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477

 西大井歯科医院 西大井 2 － 3 － 4 ☎3775－3784

 梅宮歯科医院 平　塚 1 － 5 － 5 ☎3781－8880

 阿部整骨院 西品川 3 － 1 －20 ☎3490－2730

 荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

6月16日㈯
　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

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。

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

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時

①品川保健
センター

8/19㈰ 9:30 ～12:30

②荏原保健
センター

8/ 4㈯
9:30 ～12:30

13:30 ～16:30

③大井保健
センター

8/25㈯
10:00 ～13:00

14:00 ～17:00

内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーションほか
人区内在住で、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル①②各24組③各
16組（選考）
申7月10日㈫（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番号・
Eメールアドレス、出産予定日をポピンズ
品川区係（〠150－0012渋谷区広尾5－
6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページ⇒「子ども・教育」⇒「妊
娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒「二
人で子育て（両親学級）土日開催」から
も申し込めます。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016
大井保健センター☎3772－2666

　プレママ・プチママタウン1

妊婦の方や初めてのお子さんを持ったお
母さんのための交流の場です。
日①6月30日㈯②7月2日㈪
午前10時30分～正午
内①ヨガと交流会
②バランスボールエクササイズと交流会
講師／
①志村絵里（ヨガインストラクター）
②高橋葉子（マドレボニータ認定産後セ
ルフケアインストラクター）
人区内在住で運動制限のない、初めての
妊娠22週以降の方各10人、初めてのお
子さんが0歳児の親子各10組（先着）
※0歳児は保育あり。

場 申 問電話か直接、①は三ツ木児童セ
ンター（西品川2－6－13☎・Fax3491－
1005）、②は水神児童センター（南大井
5－13－19☎3768－2027 Fax3768－
2056）へ

　2回食からの離乳食レッスン　　 電子

日7月3日㈫・17日㈫・24日㈫
午前10時～11時30分（全3回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ

（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、離乳食2回食以降
の乳児（初回日に7・8カ月）と保護者
25組（抽選）　
※保護者1人での参加も可。
※原則、お子さんをおぶっての参加。
運営／品川栄養士会
申 問6月21日㈭（必着）までに、往復は
がきかFAXに「離乳食レッスン」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・
FAX番号、Eメールアドレス、お子さん
の氏名・月齢を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692 
Fax5742－6351）へ

　1歳からのとりわけ食

　デモンストレーション講座　　 電子

栄養士が調理した料理を試食しながら、
とりわけ食について学びます。
日7月7日㈯午前10時～11時30分
場平塚橋ゆうゆうプラザ

（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、1歳のお子さんと
保護者25組（抽選）　
※託児なし。
※保護者1人での参加も可。
運営／品川栄養士会
申 問6月25日㈪（必着）までに、往復は
がきかFAXに「1歳からのとりわけ食」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話・FAX番号、Eメールアドレスを子
ども育成課庶務係（〠140－8715品川
区 役 所 ☎5742－6692 Fax5742－
6351）へ

眼科の救急診療
日・月・水・
土曜日、祝日

東邦大学医療センター大森病院
大田区大森西6－11－1  ☎3762－4151

日・火・金・
土曜日、祝日

昭和大学病院附属東病院
西中延2－14－19  ☎3784－8383

木曜日
（祝日を含む）

荏原病院
大田区東雪谷4－5－10  ☎5734－8000

日曜日、祝日＝午前9時～翌日午前8時

月～金曜日＝午後5時～翌日午前8時

土曜日＝正午～翌日午前8時

※緊急手術や重症患者対応時は、診療
をお待ちいただくか他院を紹介する場
合があります。

　 パパズプログラム「パパ上手に撮ってね！～
わ！が子のベストショット！～」　　　　  電子

プロカメラマンによる父親のためのカメラ撮影講座で
す。撮影を通じて家族の交流を深めましょう。
日7月8日㈰午前10時～正午
場撮影＝〈晴天時〉しながわ中央公園（区役所前）

〈雨天時〉しながわ防災体験館、区役所会議室など
講義＝区役所251会議室（第二庁舎5階）
人区内在住で、就学前のお子さんと父親を含む家族15
組（抽選）　※母親、兄弟姉妹なども参加可。
持ち物／デジタルカメラ　
※スマートフォンによる撮影は不可。
申 問6月29日㈮までに、電話で子ども育成課育成支援
係（☎5742－6596 Fax5742－6351）へ

　 環境学習講座
　「何がいるかな？～品川の水辺の生きものたち」

日7月16日㈷午後2時～4時　※少雨決行。
場大井ふ頭中央海浜公園なぎさの森（八潮4－2）

講師／三枝敏郎（運河の生きもの観察人）
人小学1～3年生と保護者15組（抽選）
申 問6月20日㈬（必着）までに、往復はがきで講座名、
参加者の住所・氏名・学年・電話番号を環境情報活動
センター（ 〠140－0003八 潮5－9－11☎・Fax5755－
2200）へ　※ shinagawa-eco.jp/からも申し込めます。

　 しながわ水族館「夏休み小学生飼育体験」

日8月6日㈪＝小学5・6年生
8月10日㈮＝小学3・4年生
※時間は午後1時～4時。
内調餌・給餌体験、水槽の上から水中ショー見学
人区内在住の小学3～6年生各日6人（抽選）
￥各400円（入館料）
場 申 問7月15日㈰（必着）までに、往復はがき（1人1枚）
に「飼育体験」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
生年月日、性別、学年、電話番号を同館（〠140－
0012勝島3－2－1しながわ区民公園内☎3762－3433 
Fax3762－3436）へ
※抽選の結果は7月21日㈯までに通知します。

　 中学生向け国際人育成ワークショップ

　「B
ブ シ ド ー

ushido2018おもてなしプロジェクト」

コース別に日本文化を学び、英語でのプレゼンテーショ
ンに挑戦します。

日時（全5回） 内容
8月20日㈪10:00～12:30 日本文化を学ぶ1日目
8月21日㈫10:00～12:30 日本文化を学ぶ2日目
8月22日㈬ 9:30～12:30 原稿作り、英訳
8月24日㈮ 9:30～12:30 英訳チェック、プレゼン練習

8月25日㈯10:00～16:00
プレゼン準備
外国人の前で発表会

場荏原文化センター（中延1－9－15）
コース／①歌舞伎　②提

ち ょ う ち ん

灯文字　③忍者
人区内在住で、全日程参加できる中学生各5～7人（抽
選）　※英語力不問。
申 問7月6日㈮までに、電話かFAXに「Bushido」とし、
コース、住所、氏名（ふりがな）、学校名、学年、性別、
電 話 番 号 を 地 域 活 動 課 国 際 担 当（ ☎5742－6691 
Fax5742－6878）へ

キッズクラブ

健康ガイド

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

薬

薬

薬

〠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

歯

歯

骨

骨

2018年6月11日号

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

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

　母乳相談

助産師から母乳の飲ませ方や母乳育児の
ポイントを聞き、子育ての話をしましょう。
日7月12日㈭午後3時10分～4時10分

人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場 申 問 電話で、品川保健センター☎

3474－2903へ

●不要な水たまりをなくす
●雨どいや雨水ますは土砂や枯葉などを取り除き、水がたまらないようにする
●蚊の隠れ場所となるので、生い茂った雑草は刈り取り、風通しを良くする
●蚊の侵入場所に防虫網・網戸を設置する
●刺されないよう、外出時は肌を露出せず、必要に応じて虫除けを使用する

夏に発生する蚊の多くはヒトスジシマカ（通称「ヤブカ」）です。蚊
の防除には、水中に生息するボウフラを退治することが最も有効で
す。特にヒトスジシマカは活動範囲が狭いので、蚊が多い家の周辺
には蚊の発生源になる水たまりや、やぶなどが必ず見つかります。
日頃から家の周りを点検し、蚊の対策を心がけましょう。

蚊の対策をして快適な夏を！ 問い合わせ／生活衛生課医薬環境衛生担当（☎5742－9138 Fax5742－9104）

点
検
ポ
イ
ン
ト
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区民住宅（空き室）入居予定者

登録募集

あらかじめ入居する方を登録し、今後1年
間に空き室が発生した場合、登録順に入
居のあっせんをします。
●家族用（6団地）
人次の全てにあてはまる方
・申込者本人が区内在住か在勤、または
申込者か配偶者の親が区内在住
・現に同居か同居しようとする親族がいる
・所得が定められた基準の範囲内
使用料／月125,300円～181,000円
●単身用（2団地）
人次の全てにあてはまる方
・区内の中小企業に引き続き1年以上勤務
している
・50歳未満の単身者
・所得が定められた基準の範囲内
使用料／月71,700円～82,000円
―――――――――　共通　―――――――――
※使用料は住宅、世帯の所得で異なります。
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、文化センター、サービス
コーナー、品川宅建管理センター
※配布部数に限りがあります。
申6月18日㈪まで配布する申込用紙を、
品川宅建管理センター（〠142－0052東
中延1－4－5－101）へ郵送、6月25日㈪
までに届いたものに限り受け付け
※詳しくは ｢申し込みのしおり｣ をご覧
いただくか、品川宅建管理センターへお
問い合わせください。
問品川宅建管理センター☎5749－8661
住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

目黒川流域河川整備計画を閲覧できます

東京都が策定した「目黒流域河川整備計
画」を閲覧できます。
閲覧場所／東京都建設局計画課（都庁第
二本庁舎6階）、東京都第二建設事務所（品
川区役所本庁舎8階）　※東京都建設局
ホームページ www.kensetsu.metro.
tokyo.jp/からもご覧いただけます。
問東京都計画課☎5320－5414
品川区河川下水道課水辺の係

（☎5742－6794 Fax5742－6887）

中小企業BCP策定費用助成事業　

助成を希望する中小企業を募集します

対象／ BCP（事業継続計画）を策定する
ために要したコンサルティング費用など
助成額／経費の3分の2（上限100万円）
募集期間／31年2月28日㈭まで
問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

第2回東京二十三区清掃一部事務組

合議会定例会を傍聴できます

日6月26日㈫午後2時から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日午後1時から、直接
東京区政会館20階（千代田区飯田橋3－
5－1）へ
問同組合議会事務局

（☎5210－9729 Fax5210－9584）

CO2削減／ライトダウンキャン

ペーン　6月21日㈭～7月7日㈯

区では、地球温暖化防止のため、公共施
設の不要な照明の消灯・施設貸し出しの
自粛など、節電によるCO2削減に取り組
みます。各家庭でも不要な照明の消灯を
心がけ、キャンペーンにご参加ください。
問環境課環境推進係

（☎5742－6755 Fax5742－6853）

住まいの施工業者を紹介します

住宅のリフォームや増改築などの工事を
する方に、品川区住宅センター協議会を
通じて、地元の施工業者を紹介します。
相談受け付けから3・4日で工事を担当す
る業者から直接連絡します。工事内容や
金額などについて相談してください。
問住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

地震に備えて～高齢者などの家具

転倒防止対策助成

シルバー人材センターが転倒防止器具
（家具のガラス部分の飛散防止フィルム含
む）の選定から取り付けまで行います。
人区内在住で、次のいずれかにあてはま
る世帯
・65歳以上のみか障害者のみ
・65歳以上と障害者のみ
・要介護3以上で65歳以上の高齢者か、2
級（度）以上の障害者がいる
自己負担額／費用が20,000円以下＝費
用の1割
費用が20,000円超＝費用から18,000円
を差し引いた額
※住民税非課税世帯は、費用が20,000円
以下の場合は無料。20,000円を超えた場
合は超えた額を自己負担。
申請書など配布場所／高齢者地域支援課
（本庁舎3階）、地域センター、文化セン
ター、シルバーセンターなど
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当

（☎5742－6735 Fax5742－6882）

家具転倒防止器具取り付け助成

家具転倒防止器具を取り付けた世帯を対
象に、取り付け費用の助成を行っていま
す。

人次の全てにあてはまる世帯
・30年4月1日以降に区内施工業者を利用
して器具の取り付け工事を行った
・品川区に住民登録があり、器具を取り
付けた住宅に居住している
・世帯員全員が住民税を滞納していない
助成金額／住民税課税世帯＝取り付け費
用の2分の1（上限4,000円）、非課税世
帯＝取り付け費用の全額（上限8,000円）
※詳しくは、住宅課（本庁舎6階）で配布
する案内をご覧ください。
※助成申請書などは区ホームページから
ダウンロードもできます。
問住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

住民基本台帳ネットワーク

29年度の運用状況をお知らせします

3月31日現在
項目 件数

窓口で発行した広域交付住民
票の写し

1,472

他市区町村からの広域交付の
請求

484

窓口で受けた付記・特例転入 1,850
他市区町村からの転出証明書
情報の請求

2,561

マイナンバーカード交付数＊ 11,740
都への本人確認情報の更新 114,876
＊マイナンバーカードの交付開始に伴い、
住基カードの交付は27年12月で終了し
ました

問戸籍住民課住民異動係
（☎5742－6660 Fax5709－7625）

夏休みこどもクラブ

参加者・ボランティアスタッフ募集

仲間と一緒に、夏休みの楽しい思い出を
作りませんか。
日7月22日 ㈰・29日 ㈰・31日 ㈫、8月5
日㈰・26日㈰
午前10時～午後3時（全5回）
場 大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
内工作、リズム遊び
人①区内在住で、知的障害児・肢体不自
由児の小・中学生20人（抽選）
②ボランティアスタッフ20人（抽選）
￥ ①2,500円程度（材料費込）
説明会／7月7日㈯①午前11時～正午か
午後2時～3時、②午後4時～5時30分か
午後6時30分～8時
申 6月30日㈯までに、電話かFAX、Eメー
ルに「こどもクラブ」とし、番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、①は保護者氏名、
学校名、学年をみらい（☎6429－8110 

Fax6429－8111 kodomo-club@npo-
mirai.org）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）

7月のオープンキャンパス

日時 体験授業
7/8㈰
10:00～12:00

ベッドメイキング編

7/28㈯
14:00～16:00

車いす編

内 学校案内（学費・授業内容・就職状況・
入学選考）、個別相談など
人介護福祉士をめざしている方
場 参 問当日、直接同校（西品川1－28－
3☎5498－6364 Fax5498－6367）へ
※学校見学も随時受付中（要予約）。

シルバー人材センター　会員募集

家事援助や育児支援など、どなたでも活
躍できる場がたくさんあります。まずは
お問い合わせください。
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
年会費／2,500円
問シルバー人材センター本部

（☎3450－0711 Fax3471－6187）

講座・講演

ファミリー・サポート・センター

提供会員養成講座

地域のなかで、子育てのサポートをして
くれる方の養成講座です。
日7月9日㈪～13日㈮午前9時30分～正
午（全5回）　※13日㈮は午前9時開始。
内事業概要、保育実習（保育園）、普通救命講習
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）
託児／2歳～就学前のお子さん
￥ 1,400円（救命講習テキスト代）
場 申 問6月25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、託児希望の方はお子さんの年齢・
性別を平塚ファミリー・サポート・セン
ター （〠142－0051平塚2－12－2☎
5749－1033 Fax5749－1035）へ

品川区文化芸術フォーラム

2020年に向けた品川区での文化プログラ
ムの実施や今後の展開・方向性について、
区内で文化芸術に携わっている団体や企
業の方によるパネルトークを行います。
日7月12日㈭午後2時～4時
※受け付けは午後1時30分から。
場講堂（区役所第三庁舎6階）
申 問6月29日㈮（必着）までに、往復は
がきに「文化芸術フォーラム」とし、参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・電話
番号を文化観光課文化振興係へ

お知らせ！

品川区地域貢献ポイント事業

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ

品 川 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー （☎5718－7172 Fax5718－7170）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

ボランティア募集

●手芸の講師

高齢者施設で手芸の指導をします。
日月1回（月～土曜日）

13:15～14:15
場仁済デイサービス（大井1）

●話し相手など

高齢者施設で話し相手をします。
日週1回（月～土曜日）

9:00～16:00のうち1時間から
場サニーデイサービス（西大井5）

●配膳・下膳の手伝い　ポ

高齢者施設で食事の配膳・下膳を

します。
日週1回から　※曜日は応相談。

7:00～8:00、11:45～13:00、

17:45～19:00
場中延特別養護老人ホーム（中延6）

●話し相手など　ポ

高齢者施設で話し相手をします。
日週1回（月・木曜日）

10:00～16:00のうち1時間から
場小山の家（小山7）

●緑化活動　ポ

高齢者施設で植え込みの手入れを

します。
日月曜日10:00～11:00
場晴楓ホーム（東品川3）

●送迎付き添い　ポ

高齢者施設で理美容を受ける利用

者の付き添いをします。
日月1回10:00～12:00
場成幸ホーム（中延1）

品川ボランティアセンター（☎5718－7172 
Fax5718－7170  shinashakyo.jp/volunteer/）

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス（☎5718－7173 Fax5718－7170

shinashakyo.jp/sawayaka/）

さわやかサービスは高齢者や障害者を対象とし

て、家事援助を中心に、区民相互の助け合いを支

援する有償のボランティア活動です。
内掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車

いすごと乗れる車両）の運転など
人18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）

謝礼／1時間800円（交通費支給）

【協力会員募集説明会】
日6月15日㈮午後2時～3時　
場 参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ

※さわやかサービス窓口でも随時受付中。

ポ

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を品川ボランティ

アセンター（〠140－0014大井1－14－1）へ送ってください

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定

するボランティア活動1回につき、1ポイントを差

し上げています（年間50ポイント上限）。ためたポ

イントは区内共通商品券への交換か、福祉施設な

どに寄付ができます。事前にボランティアセンター

や対象施設などで申し込みが必要です。　

※登録者には「はつらつカード」を発行します。
人区内在住で、おおむね60歳以上の方

対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設

など（さわやかサービス、ほっと・サロン、支え愛・

ほっとステーションでの活動も含まれます）

※詳しくはお問い合わせください。
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認知症カフェで学ぶ医療講座

「専門家を上手に活用しよう！」

品川区認定の認知症カフェ「中延もちより
カフェ」で開催します。
日6月27日㈬、7月25日㈬、10月24日㈬、
11月28日㈬、31年2月27日㈬、3月27日㈬ 
午後2時～3時
内「受診するタイミングはいつ？専門医
と上手に付き合うには？」ほか
講師／酒井隆（荏原中延クリニック院長）
人各20人（先着）
場 参当日、直接たゆらか倶

く ら ぶ

楽部（中延2
－15－5）へ
問高齢者福祉課認知症対策係

（☎5742－6802 Fax5742－6881）

シニア生涯ワーキングセミナー

生活設計に備えたプランニングとシニア
世代の再就職について考えます。
日7月11日㈬午後1時～3時45分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／荒木健一（社会保険労務士）ほか
人働く意欲のある55歳以上の方30人（先
着）
持ち物／電卓
申 電話で、長寿社会文化協会☎5843－
7665へ
問商業・ものづくり課就業担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

「市民後見人の会」設立10周年記念

事業　シンポジウム

区内で活動する市民後見人が実践してき
たことを報告し、「認知症になっても安心
して暮らせる社会」について考えます。
日7月15日㈰午後1時30分～4時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内「今、なぜ市民後見～品川からの報告～」
講師／堀田力（弁護士）

人区内在住か在勤の方250人（先着）
申 問6月30日㈯までに、電話かFAXで住
所、氏名、電話番号を品川成年後見セン
タ ー（ ☎5718－7174 Fax6429－7600）
へ

しながわ学びの杜
も り

地域講座

住み続けたいまちしながわを探る2～東
海道・品川宿～

日程（全4回） テーマ・講師

7/12
㈭

しながわのまつりから地域の魅
力をさぐる
大越章光（しながわ観光協会事
業担当課長）

7/19
㈭

歩いて・走って探った「品川宿
の魅力」
田中義巳（街道専門古書店「街
道文庫」店主）

7/26
㈭

品川宿の国際交流　地域に根ざ
したゲストハウス
渡邊崇志（ゲストハウス品川宿
館長）

8/ 2
㈭

品川宿　これまで～いま～これ
から
堀江新三（旧東海道品川宿周辺
まちづくり協議会会長）

※時間は午後6時30分～8時30分

場品川歴史館（大井6ー11ー1）
人16歳以上の方50人（抽選）
￥1,000円
申 問6月25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
有無を文化観光課生涯学習係へ

子育て×はたらく座談会～“私に

とってここちいいかたち”って？～

日7月18日㈬午前9時45分～正午
※正午～午後1時にランチ懇親会あり。希
望者は各自昼食持参。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内ゲーム「価値観ババ抜き」、座談会など

講師／夏原馨（キャリアコンサルタント）
ほか
人区内在住で、子育てしながら働くこと
に興味がある女性の方15人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん6人程度
（先着）
申 問7月17日㈫（託児希望の方は7月6日
㈮）までに、電話で商業・ものづくり課（☎
5498－6334 Fax5498－6338）へ
※ www.shinagawa-shigoto.jp/から
も申し込めます。

発達障害・思春期サポート事業

第2回啓発講演会

日7月20日㈮午後6時30分～8時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内「発達障害のある人の就労支援～ロン
グライフサポートの視点から～」
講師／中山清司（自閉症eサービス代表）
人100人（先着）
￥500円（資料代）
申 7月17日㈫（必着）までに、往復はが
きかEメールで講演会名、住所、氏名、電
話番号をパルレ（〠141－0021上大崎1－
20－12 moushikomi@gol.com）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

事業承継セミナー

日7月25日㈬午後3時～4時30分
場政策金融公庫五反田支店

（西五反田1－31－1）
内「ゼロから始める！一番やさしい事業
承継入門」
人区内中小企業の経営者・後継者30人
（先着）
※詳しくは、区ホームページをご覧いた
だくかお問い合わせください。
申 問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

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そのまま使える！トラベル英会話＜入門＞
日7月9日～9月10日の月曜日
午前10時30分～正午（全8回）
人10人（先着）　
￥19,544円（教材費込）
※託児無料（予約制）。
②楽しいこどもピアノ教室
＜30分個人レッスン＞
日7月12日～9月20日の木曜日
午後4時～7時30分のうち30分（全10回）
人4歳～高校生7人（先着）
￥22,000円
③大人からはじめるバイオリン
＜30分個人レッスン＞
日7月17日～9月18日の火曜日
午前10時30分～午後0時30分のうち30
分（全5回）
人4人（先着）
￥15,000円（楽器レンタル代別）
④精油のブレンド講座
日7月21日 ㈯、8月18日 ㈯、9月15日 ㈯
午後1時30分～3時（全3回）
人10人（先着）　
￥7,800円（教材費込）
⑤着付け教室
日7月4日～9月26日の水曜日
午後1時15分～2時45分（全10回）
人女性16人（先着）　
￥19,000円
⑥韓国語＜入門＞
日7月17日～9月25日の火曜日
午後3時15分～4時45分（全10回）
人10人（先着）　￥24,160円（教材費込）
―――――――――　共通　―――――――――
場①～④メイプルセンター（西大井駅前）、
⑤⑥スクエア荏原（荏原4－5－28）
申 問電話で、メイプルセンター（☎3774
－5050 Fax3776－5342）へ

2018年6月11日号

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

国民健康保険料のお支払いは口座振替が原則です

保険料が年金から差し引かれている方以外は、口座振替が原則です。毎月支払いに行く手間

が省け、支払い忘れの心配もありません。

口座振替日／毎月末　※月末が金融機関休業日の場合は翌営業日。

（1）ペイジー口座振替での申し込み

国保医療年金課収納係窓口に設置してある専用端末にキャッシュカードを読み込ませ、暗証

番号を入力するだけで口座振替の登録ができる便利なサービスです。通帳届出印の押印が不

要になるので、申し込みから口座振替開始までの期間が大幅に短縮されます。

○手続きの流れ

申込書の

記入
➡ 本人確認 ➡

キャッシュカード

読み込ませ
➡

暗証番号の

入力
➡手続き完了！

利用できる金融機関／みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行

持ち物／対象金融機関のキャッシュカード、本人確認できるもの（保険証や運転免許証など）

※登録は個人の普通預金・当座預金・通常貯金口座に限られ、口座名義人本人が直接、収納

係窓口で手続きする必要があります。　

※カードの種類によっては取り扱いできないものがあります。

口座振替開始日／毎月10日頃までの申し込みで、当月末から

（2）口座振替依頼書での申し込み

納付書に同封の専用の口座振替依頼書に記入し、通帳届出印を押印のうえ、返信用封筒で国

保医療年金課へ郵送か、ご利用の金融機関・国保医療年金課・地域センターの窓口へ提出し

てください。

※窓口での手続きの際は、通帳と通帳届け出の印鑑、国民健康保険料納入通知書か納付書・
保険証などをお持ちください。　

※口座振替依頼書は区内の金融機関の窓口にもあります。区ホームページからダウンロード

もできます（ダウンロードした口座振替依頼書は区役所へ郵送してください）。

口座振替開始日／毎月15日頃までの提出で、翌月末日から

国民健康保険料は納期限までにお支払いください 問い合わせ
国保医療年金課収納係

（☎5742－6678 Fax5742－6876）

納付書でのお支払いはコンビニエンスストアが便利です

金融機関、国保医療年金課、地域センター、コンビニエンスストアでは営業

時間内ならいつでもお支払いいただけます。　※30万円を超えた納付書はコ

ンビニエンスストアでは取り扱いできません。　※金融機関、コンビニエンス

ストアでは納付書の発行はしません。　※一括納付による割引はありません。

●クレジットカードによるお支払い

30年4月以降に発行された納付書は、パソコンや携帯電話から、「Yahoo!公金

支払い」を利用してクレジットカードで納付することができます。詳しくは、

Yahoo!公金支払いホームページhttps://koukin.yahoo.co.jp/をご覧くださ

い。　

※納付書1枚あたりの納付金額が1万円を超える場合は、別途決済手数料がか

かります。　※自動継続にはならないため、毎回お支払いの操作が必要です。

●ペイジーによるお支払い

30年4月以降に発行された納付書は、Pay-eazy（ペイジー）に対応している

インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATMを利用して納付する

ことができます。インターネットバンキング、モバイルバンキングで支払う

際は、あらかじめ金融機関での登録が必要です。詳しくは、各金融機関のホー

ムページをご覧ください。

★口座振替キャンペーン

岩手県宮古市の海産物詰め合わせを抽選で1,000人にプレゼントします。
この機会にぜひ口座振替をご登録ください。
対象／口座振替をすでに登録している方、新規に加入する方、年金天引
きでお支払いの方のうち、8月期の引き落としが確認できた方
申込方法／7月10日㈫（必着）までに、6月中旬に郵送する納入通知書に
同封のキャンペーンちらしに付いた応募券を返信用封筒で郵送　
※当選者には通知を送付し、10月下旬頃に賞品を発送します。
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産業技術高等専門学校

オープンカレッジ

訪日外国人観光客に対して簡単な英語で
行う道案内などについて学びます。
日7月21日㈯午前9時～正午
内「おもてなし英語を学ぼう～まちなか
英語編～英語初心者対象」
人16歳以上の方15人（抽選）
￥2,200円
場 申 問7月5日㈭（消印有効）までに、は
がきかFAX、Eメールで講座名、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
を同校（〠140－0011東大井1－10－40 

Fax3471－6338 soffice@metro-cit.
ac.jp）へ
問文化観光課生涯学習係

　
催　し

心身障害者福祉会館まつり

～広げよう福祉の輪と地域の絆
きずな

～

日7月1日㈰午前11時～午後3時
内ゲームコーナー、模擬店ほか
場 問 同 館（ 旗 の 台5－2－2☎3785－
3322 Fax3785－3353）

移動図書館「ほんのにわ」特別企画

“絵本のよみきかせ”

日時※雨天中止 会場・問い合わせ

6/16㈯
11:00～11:30

しながわ中央公園
（区役所前☎5740－5037 

Fax5740－5044）

6/24㈰
11:00～11:40
14:00～14:40

東品川海上公園
（東品川3－9）
問天王洲公園管理事務所

（☎・Fax3471－4573）

問公園課公園維持担当
（☎5742－6789 Fax5742－9127）

品川清掃工場　個人見学会

日6月23日㈯午前10時～11時30分
※現地集合・解散。
内ビデオなどによる説明と施設見学
人50人（先着）
場 申 問6月21日㈭までに、電話で同工場

（八潮1－4－1☎3799－5361 Fax3799－
5005）へ
○聴覚障害などがある方は専用のFAX送
信票で受け付けます。送信票は www.
union.tokyo23-seisou.lg.jp/kengaku/
index.htmlからダウンロードできます。

荏原まつり

日7月7日㈯午後1時30分～3時
内模擬店、演芸など
場 問荏原特別養護老人ホーム（荏原2－9
－6☎5750－2941 Fax5750－3695）

第264回日曜コンサート

日6月17日㈰午後1時30分～3時
曲目／プロコフィエフ作曲「5つのメロ
ディ 作品35bis」より第1曲・第3曲ほか
出演／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法・問当日、直接中小企業セ
ンター3階レクホール（西品川1－28－3
☎3787－3041 Fax3787－7961）へ

品川＆坂井交流事業

坂井市区民交流ツアー

日8月4日㈯～6日㈪（東京駅午前7時30
分集合・午後6時頃解散、2泊3日、往復
新幹線、金沢駅からは貸切バス）
宿泊／竹田農山村交流センター（福井県）

人区内在住か在勤の方40人（抽選）
※小学生以下は保護者同伴。
※家族でも部屋が分かれる場合あり。
￥ 中 学 生 以 上20,000円、小 学 生 以 下
15,000円（交通費・宿泊費込）
申 6月25日㈪（必着）までに、はがきか
FAXに「坂井市区民交流ツアー」とし、
参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年
齢・性別・電話番号をタビックスジャパ
ン八重洲支店（〠103－0027中央区日本
橋2－3－21八重洲セントラルビル Fax 

3275－0880）へ　
※タビックスジャパンホームページ
www.tabix.co.jp/domestic/sakai_
tour/からも申し込めます。
問地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6878）

区では､ 区政をより開かれたものとするため、情報公開制度を実施しています。

29年度は2,254件の情報公開請求があり、全部公開268件と部分公開1,969件を

あわせて2,237件の行政情報が公開されました。また、自己情報の開示請求は

107件あり、全部開示72件と部分開示33件を合わせて105件が開示されました。

問い合わせ／広報広聴課情報公開担当（☎5742－6613 Fax5742－6870）

29年度　行政情報の公開請求・処理状況　　　　  （　）内は前年度　単位＝件

実施機関  請求件数
決定の内容

全部公開 部分公開 非公開 不存在 取下げ

区長
2,184 212 1,959 1 7 5

（2,148） （205） （1,938） （2） （2） （1）

教育委員会
67 56 7 4 0 0

（17） （4） （13） （0） （0） （0）

選挙管理
委員会

0 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

監査委員
0 0 0 0 0 0

（0） （0） （0） （0） （0） （0）

区議会
3 0 3 0 0 0

（22） （0） （22） （0） （0） （0）

合計
2,254 268 1,969 5 7 5

（2,187） （209） （1,973） （2） （2） （1）

29年度　自己情報の開示請求・処理状況　　　　  （　）内は前年度　単位＝件

実施機関  請求件数
決定の内容

全部開示 部分開示 非開示 不存在 取下げ 非訂正

区長
107 72 33 1 1 0 0

（79） （57） （17） （2） （3） （0） （0）

教育委員会
0 0 0 0 0 0 0

（1） （0） （0） （1） （0） （0） （0）

合計
107 72 33 1 1 0 0

（80） （57） （17） （3） （3） （0） （0）

行政情報の公開状況をお知らせします

東京2020オリンピック・パラリンピックを品川区内から盛り上げるため、区
にゆかりのある3人のアスリートをスポーツ大使に任命し、任命式とトークセッ
ションを開催します。

日時／6月27日㈬午前10時～11時（午前9時30分開場）
会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
定員／100人（抽選）
申込方法・問い合わせ／6月15日㈮（必着）までに、
電話かはがき・FAX（5人まで）に「スポーツ大使任命
式」とし、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・性別、
代表者の住所・電話番号をオリンピック・パラリンピッ
ク準備課（〠140－8715品川区役所☎5742－9109 
Fax5742－6585）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

大前光市
（プロダンサー）

来場者には品川区3競技応援キャラクターのキーホルダーを
プレゼント！（1人1つ、キャラクターは選べません）

しながわ2020スポーツ大使
任命式＆トークセッション

伊藤華英
（元競泳選手・オリンピアン）

川村怜
（ブラインドサッカー日本代表）

元ホッケー選手でオリンピ
アンの藤尾香織さんがトー
クセッションの司会を務め
ます。

6月23日～29日は男女共同参画週間です

5月23日に「政治分野における男女共同参画の
推進に関する法律」が公布・施行されました。

　男女共同参画週間は、性別にかかわりなく人権を

尊重し、誰もがその個性と能力を十分に発揮できる

社会の形成に向け、男女共同参画社会基本法の目的

や理念に関する理解を深めるための週間です。

　この機会に男女共同参画について考えてみません

か。

この週間にあわせて、男女共同参画センターでは、

ワーク・ライフ・バランスなどのパネル展示（午

前9時～午後9時30分）や図書の展示（月～金曜

日午前9時～午後5時）を行います。

会場・問い合わせ／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）

第1部では、公募した幅広い世代の区民と宝塚歌劇団

OGによる夢のステージをお届けします。第2部では、

元花組トップスター髙汐巴と宝塚OGによる、華やか

なレビューショー「イン・ザ・ニューヨーク」をお楽

しみください。

日時／9月23日㈷午後2時開演（午後1時30分開場）

会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）

料金／1,000円、高校生以下500円（全席指定）

発売開始／6月22日㈮

　窓口販売：午前9時から＝きゅりあん、スクエア荏原、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。　※3歳以上入場可。

問い合わせ／チケットセンター C
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

品川区民芸術祭2018　D
ド リ ー ム

REAM S
ス テ ー ジ

TAGE

輝け！しながわジェンヌ

髙汐巴
（品川区在住）

総合窓口電話／3777－1157

カラスの巣などの撤去、
外来種（アライグマ・ハクビシン）
総合窓口

ⓒJBFA



品川区交通安全運動

4月6日㈮～15日㈰、 「やさしさが 走る

この街 この道路」をスローガンに 「平

成30年 春の品川区交通安全運動」を

実施。区内の各町会・自治会が啓発活

動を行いました。

● 熱中症予防

● 29年度下半期財政状況

● 介護予防はじめの一歩

次号予告　6月21日号　平成30年（2018）

6/11
2085号

、

4月18日㈬、平
ピョンチャン

昌2018冬季パラリンピックのクロスカ

ントリースキーメダリスト・新田佳浩選手らが区役所

を訪れ区長に報告。日頃の活動から、金メダル獲得へ

の様々な努力がわかるエピソードを話してくれました。

新田佳浩選手らが
区長を表敬訪問

4月27日㈮、東大井保育園で「こどもの日の集い」を

開催。3～5歳児の66人でこいのぼりの歌を元気いっ

ぱいに合唱。その後は、東大井児童センターの屋上

に移動して、みんなで体を動かして遊びました。

こどもの日の集い

4月7日㈯、目黒駅前に区内3カ所目となるサービス

コーナーを開設。土・日曜日や平日夜間でも住民票・

戸籍などの証明書を発行。さらに品川区立図書館の

図書取り次ぎ業務も行います。

目黒サービスコーナー
オープン

4月12日㈭、区役所に岩手県宮古市立河南中学校3年

生11人が訪問。震災から7年経った宮古市の現況報告

として、一人ひとりが宮古の今について発表した後、

学校での復興に向けた取り組みなどを紹介しました。

宮古市の中学生が
品川区を訪問

4月22日㈰、武蔵小山駅前広場ロータリーで「第7回

ムサコたけのこ祭り」が開催。和食料理人・笠原将

弘さんが調理した「たけのこ汁」は先着3,000人に無

料配布され、1時間余りで完食となりました。

第7回
ムサコたけのこ祭り

4月21日㈯、三木小学校校庭で伝統行事「こいのぼり

上げ」を実施。6年生56人が全長約120mのロープに

こいのぼりを結びつけ、114匹の色鮮やかなこいのぼ

りが青空へ舞い上がりました。

三木小学校
こいのぼり上げ

4月24日㈫、第二延山小学校で平昌2018冬季オリン

ピック女子アイスホッケー “スマイルジャパン”日本代

表の報告会を開催。同小学校に隣接する昭和大学職

員の代表選手3人を、全児童約620人で出迎えました。

おかえり！
スマイルジャパン

4月27日㈮、大崎駅周辺で「特殊詐欺根絶キャンペー

ン」が開催。タレントの稲村亜美さんが一日警察署

長として参加し、バットを手に舞台に立ちパフォー

マンス。会場からは大きな拍手が起こりました。

特殊詐欺
根絶キャンペーン　

大井第一さくらまつり

4月8日㈰、みなみ児童遊園で第25回

大井第一町会連合会さくらまつりが開

催。昨年よりも少し早目に満開を迎え

た八重桜が会場を彩り、約6,300人の

来場者でにぎわいました。

義援金を届けに富岡町へ

4月13日㈮、区は災害時相互援助協定を

締結している福島県富岡町役場を訪れ、

区民の皆さんからお預かりした義援金

50万円を高橋副町長に手渡しました。

しながわ
写真ニュース

区ホームページでも、

品川区内の最近の出

来事をお知らせして

います。

義援金を宮古市長へ

4月8日㈰、区は「東京宮古同郷会」の

場で、災害時相互援助協定を締結して

いる岩手県宮古市の山本市長に、区民

の皆さんからお預かりした義援金50万

円を手渡しました。


