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問い合わせ／障害者福祉課福祉改革担当（本庁舎3階☎5742－6762 Fax3775－2000）

区は、障害のある人もない人もお互いに
尊重し合い、支え合いながら地域の中で
共生する社会の実現をめざしています。

心のバリアフリー

ヘルプマークは、外見からは
わからなくても援助や配慮を
必要としている方のための
マークです。このマークを見
かけたら、電車内で席をゆず
る、困っているようでしたら
声をかけるなど、思いやりの
ある行動をお願いします。

【ヘルプカードとは】

ヘルプカードには、緊急
連絡先や必要な支援内容
が記載されています。障
害のある人などが災害時
や日常生活の中で困った
ときに、周囲に自己の障

害への理解や支援を求めるためのものです。これら
のカードや手帳などを提示されたら、その記載内容
に沿って支援をお願いします。

●事業者の方へ

平成28年4月に施行された障害者差別解消法では、行政機関や民間事業者に対し次の
ことを求めています。
①不当な差別的取り扱いの禁止

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、障
害のない人には付けない条件を付けたりすることを禁止しています。

②合理的配慮の提供（民間事業者は努力義務）

障害のある人から「社会的障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という意思表示があった場合、
負担が重すぎない範囲で合理的な対応をすることを求めています。

品川区障害者差別解消法ハンドブックを配布しています
区では、多くの方に、障害および障害のある人への理解を深めていただくため、ハンドブッ
クを作成しています。障害者福祉課窓口などで配布しています。
○区ホームページからダウンロードもできます

トップページ  ⇨ 健康・福祉  ⇨ 障害のある方へ  ⇨ 障害者差別解消法

企業や店舗の研修などにもぜひご活用ください。

投票には代理投票、点字投票、郵便等による投票、病院などでの投票があります
詳しくは、選挙管理委員会事務局（☎5742－6845 Fax5742－6894）へお問い合わせください。

思いやり、やさしさのわ！を広げよう
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りするとると助かり

ます。

一度に多くのこ
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障害のある人は、日常生活や社会生活

を送る中で困難さを感じている場合が

あります。個々の状況により配慮の

仕方は異なりますが、まずは困っ

ている人を見かけたら勇気を

出して声をかけてみませ

んか。

選挙に
ついて
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ご存じですか？

粗大ごみの出し方

ごみにする前に、まだ使えないか考えましょう。本紙

21日号で案内しているリサイクルショップ「リボン」

やリサイクル情報紙「くるくる」をご活用ください。

粗大ごみでの収集ができな

いものと、その処理方法
○冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、

　テレビ、エアコン（室内機・室外機）

買い替えする店か家電リサイクル受付セン
ター☎5296－7200へ申し込んでください。

○危険物、薬品、有害物、塗料、セメント類など

専門処理業者に処分を依頼してください。

○パソコン本体とディスプレイ

メーカーなどに回収を依頼してください。

リサイクル料金や受付窓口は、各メーカーか

パソコン3Ｒ推進協会☎5282－7685
へお問い合わせください。

品川区資源化センター（八潮1－4－1）
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入り口を通り過ぎると、
首都高に入ってしまい
ます。ご注意ください。

戸別収集

予約した収集日の午前8時までに、「品川区有料粗

大ごみ処理券」を貼って、指定の場所へ

直接持ち込む

指定された日曜日の午前9時～午後4時に、「品川

区有料粗大ごみ処理券」を貼って、

資源化センター（八潮1－4－1）へ

予約時に案内された手数料分の「品川区有料粗大ごみ処理

券」を、区内の有料ごみ処理券取扱所の掲示がある商店、

スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどで購入し

てください。

戸別収集  月～土曜日

直接持ち込む  日曜日

※持ち込みの場合、処理手数料は戸別収集

よりも割安になります。

電　話

品川区粗大ごみ受付センター☎5715－1122
受付時間／月～土曜日 午前8時～午後9時（祝日も受け付けます）

※日曜日に直接持ち込む場合は、「直接持ち込む」と申し出てください。

インターネット（24時間受付）

https://www2.sodai-web.jp/shinagawa/index.html
※区ホームページからもアクセスできます。

※選択項目に品目がない場合は、電話で申し込んでください。

見本
見本

品川区地域貢献ポイント事業

さわやかサービス協力会員募集

●麻
マ ー ジ ャ ン

雀の相手　ポ

高齢者施設で麻雀の相手をします。
日月2回程度（月～金曜日）

14:00 ～16:00
場上大崎特別養護老人ホーム

（上大崎3）

●配膳見守り、後片付けなど  ポ

高齢者施設で昼食の配膳や後片付

け、見守りなどをします。
日週1回（月～土曜日）11:30 ～13:30
場西五反田在宅サービスセンター

（西五反田3）

●傾聴ボランティア　ポ

高齢者施設でお茶を出して利用者

の話し相手をします。
日週1回　※日時は応相談。
場晴楓ホーム（東品川3）

●日常生活の補助など　ポ

高齢者施設で日常生活の補助や話

し相手、配膳下膳などをします。
日週1回（月～金曜日）

10:00 ～12:00、12:00 ～16:00
場大井在宅サービスセンター（大井4）

●配膳、下膳、食器洗い

高齢者施設で配膳、下膳、食器洗

いをします。
日週1回～（月～金曜日）11:30 ～13:00
場つばさデイサービス（小山6）

●演芸披露　ポ

高齢者施設で演芸披露をします。
日不定期　※曜日は応相談。

14:00 ～16:00
場ケアホーム西大井こうほうえん

（西大井2）

※　 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）

さわやかサービス（☎5718－7173 Fax5718－7170
shinashakyo.jp/sawayaka/）

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

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区内在住

のおおむね60歳以上の方に、区の指定するボラン

ティア活動1回につき、1ポイント（年間50ポイン

ト上限）を付与します。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もできま

す。事前にボランティアセンターなどで申し込み

が必要です。

※詳しくはお問い合わせください。

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。地域の助け

合い活動に参加しませんか。
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8月24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

粗大ごみとは、家庭で不要になった布団

や家具など、高さ・幅・奥行のいずれか

一辺が30㎝を超えるごみのことです。

品川区清掃事務所品川庁舎（☎3490－7051 Fax3490－7041）

荏原庁舎（☎3786－6552 Fax3783－5780）

問い
合わせ

4

3

1

2

粗大ごみを出す

粗大ごみ処理券を購入する

粗大ごみの出し方を決める

「品川区粗大ごみ受付センター」へ申し込む

ボランティア募集
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相談名 相談員 内容 曜日
※祝日を除く

時間 利用方法

区民相談 区民相談員 日常生活の中で起こる困りごと全般

㈪～㈮
9:00～17:00

※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます

☎3777－2000犯罪被害者等相談 区民相談員 犯罪被害に遭った方やその家族の方の相談

法律相談 弁護士
親権、離婚、遺言、相続、金銭貸借、借
地借家などの法律問題

第3㈰ 9:30～12:00

相談日1週間前の午前9時から、
電話で面談の予約をしてください
（先着）

☎3777－1111（代）

※予約受付開始日が休日の場合は、
翌開庁日から。大型連休、年末年始
（12/29～1/3）はお問い合わせく
ださい

第1㈫ 18:00～20:30

㈬

13:00～16:00

第2・4㈪

税金相談 税理士
相続税、贈与税、所得税などの税金の問
題

第2・4㈫

不動産取引相談 宅地建物取引士
土地建物の取り引き、賃貸借契約、修繕
費などの問題

第2・4㈮

司法書士相談 司法書士
登記、相続、遺言、成年後見などの手続
きに関すること

第2㈭

行政書士相談 行政書士
各種許認可、相続、遺言、成年後見、外国
人の残留認可などの手続きに関すること

第1～4㈮

社会保険労務士相談 社会保険労務士
就業規則、解雇、賃金不払い、年金・社
会保険、労働問題など

第1㈮

人権身の上相談 人権擁護委員
差別、いじめ、プライバシー侵害など人
権問題に関すること

第1・3㈫

国の行政相談 行政相談委員
国の行政機関などの仕事に対する苦情、
要望、意見

第1・3㈭
13:00～16:00

※受付は15:30まで
時間内に直接お越しください

外国人生活相談
区で委嘱した
相談員

英語、中国語による外国人の日常生活全
般

英語　　第2・4㈫
中国語　第2・4㈭

9:00～17:00
※受付は16:30まで

時間内に直接お越しください
※電話でも相談できます

☎3777－2000

区民相談室では、区民相談員や専門相談員がそれぞれの相談に応じ、助言を行っています。

ひとりで悩まずご相談ください。区内在住か在勤、在学の方が対象です。

問い合わせ／区民相談室（第三庁舎3階☎3777-2000 Fax5742-6599）
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品川区・ポートランド市青少年スポーツ交流 ～応援に来てください
区と姉妹都市ポートランド市（アメリカ合衆国メイン州）の女子中学生が、バ

スケットボールでスポーツ交流をします。皆さんの声援をお待ちしています。

会場／総合体育館（東五反田2－11－2）

※対戦中学校チームについては、国際友好協会ホームページhttp://www.sifa.

or.jp/をご覧ください。

問い合わせ／国際友好協会（☎5742－6517 Fax5742－6518）

子 も 者 援 リ ス ー 不登校、高校中退、ニート、ひきこもりな

ど、様々な「生きづらさ」を抱えた子ども・

若者とその家族を応援します。

ど 若 応 フ ー ペ ス

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

所在地
開所
時間

中延2－2－12 3階（荏原中延駅より徒歩3分）
☎6421－5471

月・水・金曜日
午前10時～午後7時

子ども・若者の居場所づくり 相談窓口の一元化 本人の状態に応じた段階的支援プログラムの実施

様々な困難を抱えた子ども・若者が自由に
集えるスペースを作りました。

各専門分野・支援団体などと連携し、様々な
相談に応じます。

サロン

キッチン

相談スペース

活動スペース

ひきこもり 中途退学
矯正・更生保護部門

雇用部門

団体・NPO

医療・保健部門

教育部門

福祉部門

臨床心理士

などの支援員

本人・家族による相談

一歩踏み出す

社会・学校に踏み出す

就職・登校する

就職・登校
の定着

ステップ1

ステップ2

訪問相談、フリースペース
利用、農作業体験などを通
じて、本人の生活を支援し
ます。

ステップ3

ステップ4

ステップ5

日程 時間 内容

7/25㈬
10:00～10:30 開会式

11:30～13:00
全参加チームの
トーナメント戦

7/26㈭～28㈯ 10:00～11:30 区内中学校チームとの対戦

7/31㈫ 10:00～11:30 品川区派遣チームとの対戦

発達障害
LGBT（性的少数者）

無料で相談

できます

家族

本人

「子ども若者応援ネットワーク」の

専門スタッフが常駐しています

 子ども・若者のための支援拠点を開設します7月18日㈬
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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）

7月15日㈰

16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）

7月15日㈰

 はせがわ内科クリニック 大　井 3 －25－13 ☎3775－1311

 ツツミ歯科クリニック 西五反田 3 － 7 － 1 ☎3490－7899

 とよつぐ歯科クリニック 平　塚 1 － 6 －20 ☎3788－0907

 スズキ整骨院 南大井 4 － 9 －21 ☎3763－3816

 押田接骨院 小　山 2 － 8 －13 ☎3787－8036

7月16日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789

 モロオ歯科医院 西五反田 4 － 8 －14 ☎3494－8846

 みちこ歯科医院 戸　越 1 － 3 － 8 ☎3782－0504

 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

  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）

7月14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

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

品川保健
センター 9/16㈰

9:30 ～12:30

13:30 ～16:30

荏原保健
センター 9/ 1㈯

9:30 ～12:30

13:30 ～16:30

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週以降のカップル各24組（選考）
申8月12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
●区ホームページの「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

　母乳相談

母乳の飲ませ方や育児のポイントなどに
ついて聞いてみましょう。
日8月8日㈬午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク
人おおむね生後1～2カ月児の母親10人
（先着）
場 申 問電話で、荏原保健センター☎

3788－7016へ

　2回食からの離乳食レッスン（第４クール） 電子

日8月7日㈫・21日㈫・28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7月25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

　 親と子のゆうゆうクッキング

親子でお好みトースト、ふわふわたまご、簡単カレースー
プを作ります。
日7月21日㈯午後2時～3時30分
人6歳（就学前）のお子さん～中学生の親子9組（先着）
持ち物／三角巾、エプロン、筆記用具
￥600円（材料費）
場 申 問7月18日㈬までに、電話か直接平塚橋ゆうゆう
プ ラ ザ（ 西 中 延1－2－8☎5498－7021 Fax5498－
1900）へ

　 親子で楽しく防災体験をしよう！

日7月29日㈰、8月5日㈰・19日㈰・26日㈰
午前10時30分～11時30分
内「ガス管で万華鏡を作ろう」「トイレの大切さを学ぼう」
「ロープワークでアクセサリー作り」など　
※開催日ごとに内容が異なります。詳しくはしながわ防
災体験館へお問い合わせください。
人小学生までのお子さんと保護者各10組20人（先着）
※参加したお子さんに防災啓発品をプレゼントします。
場 申各日2日前までに、電話か直接しながわ防災体験館

（第二庁舎2階☎5742－9098）へ
問防災課啓発・支援係（☎5742－6696 Fax3777－1181）

　 荏原図書館グローバルおはなしルーム

英語のおはなし会です。
日7月29日㈰午後2時～2時45分
人小学生以下のお子さん20人（先着）
※未就学児は保護者同伴。
場 参当日、直接荏原文化センター（中延1－9－15）へ
問荏原図書館（☎3784－2557 Fax3784－8951）

　 オリンピック・パラリンピック啓発事業
　「児童センターふれあい卓球大会」

児童センターとすまいるスクールが合
同で開催する卓球大会です。
日8月25日㈯午前10時～午後4時
場総合体育館
内学年別・男女別の個人戦、交流試合、
エキシビションマッチ、卓球教室
講師／小西杏（2000年シドニーオリン
ピック卓球日本代表）
人小学生～高校生
申7月31日㈫までに、電話か直接最寄りの児童センターへ
問三ツ木児童センター☎・Fax3491－1005
冨士見台児童センター（☎3785－7834 Fax3785－7835）
滝王子児童センター（☎3771－3885 Fax3771－6491）

　 環境学習講座　環境ものづくり教室
　「電子工作にチャレンジ！ラジオを作ろう」

日8月9日㈭午後1時30分～4時
場SMK（戸越6－5－5）
人小学4～6年生と保護者20組（抽選）
申 問7月25日㈬（必着）までに、往復はがきで講座名、
参加者全員の住所・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。

　 親子で作ろう！遊ぼう！！
　吹き矢で暑さを吹き飛ばせ！！！

日8月11日㈷午前10時～午後2時
場杜松ホーム（豊町4－24－15）
内吹き矢の製作、ミニゲーム
人区内在住の小学生と保護者25組50人（抽選）
￥1人500円（保険料）　※昼食持参。
主催／品川区青少年委員会
申 問7月25日㈬（必着）までに、往復はがき（1家族1枚）
に「吹き矢」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢（学年）・電話番号を子ども育成課庶務係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742－6351）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

小

内 小

内 小

内 小

内 小

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

歯

歯

骨

骨

骨

骨

2018年7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

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。

発売開始／7月20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。　※2歳まで膝上鑑賞無料。

日本フルート協会が、区内のアマチュア団

体や音楽学校の皆さんと一緒に、フルート

の魅力と演奏をお届けします。

日時／10月21日㈰午後2時開演（午後1時開場）

会場／スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）

料金／1,000円（全席指定）

問い合わせ  チケットセンター C
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

開演前に

楽器体験が

できます
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オアシスルームの予約方法が

変わります

予約方法がインターネット予約に変更と
なります。各施設での利用申し込みはで
きません。ぷりすくーる西五反田保育園
内は従来通り、施設での予約のみです。
運用開始日／8月1日㈬
※利用する施設で事前登録を行い、お客
様番号を取得してください。　※コール
センター（8月1日開設）でも予約できます。 
※詳しくは区ホームページ、オアシスルー
ムで配布するちらしなどをご覧ください。
問保育支援課開設・計画担当

（☎5742－6039 Fax5742－9178）

大井1丁目共同ビル全館休館

電気設備点検のためお休みします。
日7月14日㈯
問消費者センター

（☎5718－7181 Fax5718－7183）
おもちゃの病院

（☎5718－7181 Fax5718－7183）
消費者センター土曜日電話相談
☎5718－7182
社会福祉協議会

（☎5718－7171 Fax5718－7170）
品川成年後見センター

（☎5718－7174 Fax6429－7600）
品川ボランティアセンター

（☎5718－7172 Fax5718－0015）
さわやかサービス

（☎5718－7173 Fax5718－0015）
大井ファミリー・サポート・センター

（☎5718－7185 Fax5718－0015）
しながわ観光協会

（☎5743－7644 Fax5743－7643）

8月1日からマル障自己負担上限額

が変わります

高齢者の医療の確保に関する法律施行令
（高確法施行令）の改正により高額療養費
の負担上限額が改定されたことに伴い、
8月1日からマル障課税者（マル障・一部
の受給者証をお持ちの方）の窓口で負担
する額が次のとおり変更となります。
●マル障一部負担金

7月31日まで 8月1日から
通院

（外来）
12,000円／月 14,000円／月

入院 44,400円／月 57,600円／月
※それぞれ年間上限額の設定があります

※詳しくはお問い合わせください。
問障害者福祉課障害者福祉係（本庁舎3
階☎5742－6707 Fax3775－2000）

「地域で集めて地域で使う」赤い羽根

共同募金地域配分申請のお知らせ

赤い羽根共同募金（毎年10月実施）によ
る地域福祉の向上を目的として、地域配分
の申請を受け付けています（要事前相談）。
対象の団体／①児童厚生施設、②保育施
設、障害者の就労と地域生活支援を行う
施設・団体、③社会福祉関係通知などに
よる施設、④その他
※会社法人が経営する施設は対象外です。
対象事業／①備品整備、②小破修理、
③防災用備品、④利用者主体の事業など
申請額／1施設・団体＝10～30万円

（事業費の75％、1万円未満切り捨て）
申請期限／10月31日㈬
事前相談・申込先／社会福祉協議会

（大井1－14－1☎5718－7171）
問福祉計画課地域包括ケア推進係

（☎5742－6914 Fax5742－6797）

コンビニ交付　休止日のお知らせ

メンテナンスのため、7月14日㈯、8月4
日㈯はコンビニエンスストアでの証明書
交付サービスを終日休止します。
問情報推進課番号制度担当

（☎5742－6619 Fax5742－7164）

国民健康保険に加入中で

海外へ行く方へ

旅行などで海外滞在中に病気やけがをし、
病院などで治療を受けた場合は、日本国
内で健康保険が適用される範囲内で国民
健康保険の給付が受けられます。
●治療目的の渡航や、次のような医療は

対象外です

○不妊治療、臓器移植（一定の要件を満
たす場合を除く）、性転換手術、美容整形
○保険のきかない診療、差額ベッド代
●申請は書類をそろえて帰国後に行って

ください

手続きに必要なもの／①診療内容明細書、
②領収明細書、③領収書、④国民健康保険
被保険者証（保険証）、⑤世帯主の印鑑（ス
タンプ印不可）、⑥世帯主の銀行口座のわか
るもの、⑦パスポート（出入国確認のため）
※①～③は原本が必要です。　※①②の様
式は国保医療年金課にあるので、海外へ行
く前に取り寄せてください（区ホームペー
ジからダウンロードも可）。　※①～③が外
国語の場合は、翻訳者の住所・氏名を記載
した翻訳文が必要です。　※申請時に、受
診事実の調査に必要な同意書を記入してい
ただきます。調査の結果によっては申請を
受理できない場合があります。　※医療制
度の違いや通貨換算規定によりお支払いの
費用が補償されない場合があります。
問国保医療年金課給付係（本庁舎4階☎
5742－6677 Fax5742－6876）

私立幼稚園補助金の申請受け付け

区内在住で、満3～5歳（小学校就学の始
期に達するまで）のお子さんを私立幼稚
園などに通園させている保護者は、補助
金の申請ができます。お知らせや申請書
は通園している幼稚園で配布します。
申 問7月27日㈮（消印有効）までに、申
請書を保育支援課開設・計画担当（〠140
－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－
6039 Fax5742－9178）へ郵送か持参

30年度国民年金保険料の免除・納

付猶予申請を受け付けています

保険料を納めることが困難な場合は、本
人・配偶者・世帯主の所得が基準額以下
であれば納付が免除される「保険料免除
制度」があります。申請できるのは、申
請時点の2年1カ月前の月分までです。
申請に必要なもの／○本人確認できるもの

（免許証か保険証と年金手帳など）　○失業
した方は、離職票か雇用保険受給資格者証
など　※詳しくはお問い合わせください。
問国保医療年金課国民年金係（本庁舎4
階☎5742－6682 Fax5742－6876）

お知らせ！

　65歳以上の方（第1号被保険者）の

　30年度介護保険料が確定しました

　7月中旬に納入通知書を発送します。介護保険
料は、第1号被保険者とその世帯の30年度区民
税情報をもとに決定し、一人ひとり個別に納めて
いただきます。年金受給月ごとに納付（年金から
天引き、年6回）する特別徴収と、納付書・口座
振替（自動払込）で納付する普通徴収がありま
す（特別徴収が原則で、選択制ではありません）。
　普通徴収の方は、納付期限までにお支払いく
ださい。介護保険料の納付が滞ると、未納の期
間に応じて介護保険の給付に制限が加わり不利
益となる場合があります。
※介護保険料段階が第3・4段階で一定の要件を
満たしている方には介護保険料が減額される制
度があります（特例減額）。詳しくは、通知書に
同封されているちらしをご覧ください。
問高齢者福祉課介護保険料係

（☎5742－6681 Fax5742－6881）

　介護保険負担割合証を送付します

　介護保険の認定を受けている方や総合事業対
象の方などへ、8月から使用する介護保険負担割
合証を7月下旬に送付します。負担割合証が届い
たら内容を確認し、担当ケアマネジャーと利用し
ている介護保険のサービス提供事業者へ提示し
てください。
　なお、30年度の介護保険法制度改正により、
介護保険負担割合証に記載されている利用者負
担の割合（1割か2割）が、一定以上の所得があ
る方については3割になります。詳しい判定の流
れにつきましては、負担割合証に同封のちらしを
ご覧ください。
問高齢者福祉課介護給付係

（☎5742－6927 Fax5742－6881）

　介護保険負担限度額認定証を

　交付します

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医
療院やショートステイを利用する方の食費・部屋
代の負担を軽減します。認定証の交付には申請
が必要です。
※郵送での申請もできます。
人本人と世帯全員（施設入所などにより世帯分
離している配偶者も含む）が住民税非課税で、
次にあてはまる方
○預貯金などが、単身の場合は1,000万円、夫
婦の場合は2,000万円以下

申請に必要なもの／

○印鑑　○本人と申請者の身分確認ができるも
の（公的機関発行の顔写真付き証明書以外の場
合は2点必要）　○預金通帳の表紙など銀行名・
支店・口座番号・名義人名が分かるページと、
申請日から直近2カ月前までの取り引きが確認で
きる残高記載のページの写し（配偶者がいる場
合は配偶者の写しも）　※預金通帳は最新の情報
を記帳してください。　○30年1月2日以降に転
入した方は本人の非課税証明書　○配偶者・世
帯員の住所が30年1月1日時点で区外にあった場
合は配偶者・世帯員の非課税証明書
問高齢者福祉課（☎5742－6927 Fax5742－6881）

シニアクラブ

　家賃助成のあるサービス付き高齢者住宅　4棟の入居待機者を募集中です

安否確認、緊急対応、生活相談サービスなど24時間体制（夜間は緊急ボタン対応など）の見守りを
付加した、家賃助成のあるサービス付き高齢者住宅の入居待機者を募集しています。

品川区が家賃助成をするサービス付き高齢者住宅一覧

名称 所在地 戸数 管理者・問い合わせ 開設日・種別

ケアホーム西大井
こうほうえん

西大井2－5－21
42戸

（単身用36戸、2人用6戸）
こうほうえん
☎5718－1331

21年3月1日
民間型特定施設

コムニカ 旗の台4－5－17
15戸

（単身用のみ）
新井湯
☎5788－6162

24年3月1日
民間型

大井林町高齢者
住宅

東大井4－9－1
90戸

（単身用78戸､ 2人用12戸）
さくら会
☎5495－7080

24年6月1日
区立型

c
カ ル ナ

arna五反田 西五反田3－10－9
21戸

（単身用のみ）
青葉会
☎5496－0671

27年2月1日
民間型

募集人数／各5～10人程度
家賃／月額75,000～130,000円（基本生活支援サービス費10,000～41,000円・共益費10,000～
41,200円・光熱費別）　※所得により家賃助成あり（25,600～40,000円）。
申込資格／住宅により、区内在住6カ月以上など
※詳しくは、各住宅の「待機者募集のご案内」をご覧ください。
申込書配布場所／各住宅、高齢者地域支援課（本庁舎3階）
受付期間／31年3月31日まで　受付場所／各住宅
問各住宅、高齢者地域支援課高齢者住宅担当（☎5742－6735 Fax5742－6882）

品川区長選挙および品川区議会

議員補欠選挙が行われます

投票日／9月30日㈰　
投票時間／午前7時～午後8時
●8月3日㈮午前10時から立候補予定

者説明会を開催します

内容／立候補届け出の手続き、選挙運
動など
定員／立候補予定者1人につき2人以内
会場・参加方法／当日、印鑑を持って、
直接区役所253会議室（第二庁舎5階）へ
問い合わせ／選挙管理委員会事務局

（☎5742－6845 Fax5742－6894）
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「東京における都市計画道路の在り方に

関する基本方針 中間のまとめ」の公表

「東京における都市計画道路の在り方に関
する基本方針　中間のまとめ」を閲覧で
きます。この案に意見のある方は、意見
書を提出することができます。
日8月10日㈮まで
閲覧場所／都民情報ルーム（都庁第一本
庁舎3階）、品川区都市計画課（本庁舎6階）
※都ホームページ、区ホームページから
もご覧いただけます。
●意見書は東京都街路計画課へ直接か郵

送、FAX、Eメールで提出できます

問東京都街路計画課（〠163－8001東京
都都市整備局☎5388－3379 Fax5388－
1354 S0000179@section.metro.
tokyo.jp）、品川区都市計画課（☎5742
－6760 Fax5742－6889）

しながわ文化プログラム推進事業

助成金を活用した事業募集

2020年に向けて区内で実施される文化芸
術イベントに対し、区が助成金を交付し、
一緒になって文化プログラムを推進する
事業を募集します。対象事業の要件や助
成金の概要については、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。
問文化観光課文化振興係

介護者教室

「家庭でできるやさしい介護技術」

日7月21日㈯午後1時～3時
人20人程度（先着）
場 申 問7月20日㈮までに、電話で東品川
在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎
5479－2946 Fax5479－3071）へ

高年齢者向けミニ就職面接会

日7月20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。
申 問電話で、サポしながわ〈無料職業紹
介所〉（☎5498－6357 Fax5498－6358）
へ

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）

8月のオープンキャンパス情報

日時 体験授業

8月5日㈰
午前10時～正午

高齢者疑似体験編

8月24日㈮
午後2時～4時

身体の動かし方編

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）。

塾代などを支援します

中学3年生、高校3年生の学習塾などの費用
や受験費用について貸し付けを行います。
貸付額／受講料＝実費（上限200,000円）
高校受験料＝実費（上限27,400円）
大学受験料＝実費（上限80,000円）
人次の全てにあてはまる方
○20歳以上で、世帯の生計中心者　
○預貯金などが600万円以下　
○土地・建物を所有していない（自己居
住用は除く）　
○都内に引き続き1年以上住民登録をし
ている　
○生活保護受給世帯でない　　
○暴力団員が属する世帯の構成員でない
○世帯（父母など養育者）の総収入また
は合計総所得が一定基準以下
基準額：給与収入（年金収入）のみの場合

世帯
人数

一般世帯 ひとり親世帯

2 2,717,000円以下 3,018,000円以下

3 3,343,000円以下 3,788,000円以下

4 3,864,000円以下 4,415,000円以下

5 4,415,000円以下 4,832,000円以下

※営業所得など、給与収入以外の所得が
ある場合は、総所得で確認。
※詳しくはお問い合わせください。
申請期限／31年2月5日㈫
問生活福祉課相談係

（☎5742－6545 Fax5742－6798）

生活にお困りのときはご相談ください

生活上の不安や困っていることを一緒に
考え、状況に応じた相談・支援を行います。
開設時間／月～金曜日午前9時～正午・
午後1時～5時　※祝日・年末年始を除く。
場 暮らし・しごと応援センター

（第二庁舎3階）
人区内在住の方
※生活保護受給中の方は対象外です。
問同センター☎5742－9117
生活福祉課相談係

（☎5742－6714 Fax5742－6798）

自治総合センターの

宝くじ社会貢献広報事業の報告

宝くじの受託事業収入を財源として実施
している「コミュニティ助成金」を活用し、
テント、かき氷機などのコミュニティ用
備品を区内の11地域センターに整備しま
した。
問地域活動課地域相談担当

（☎5742－6648 Fax5742－6878）

「事業系生ごみ処理機購入助成制度」

を利用してみませんか？

食品廃棄物の減量を推進するため、「事業
系生ごみ処理機」を購入する事業者へ購
入費の一部を助成しています。
対象／区内にある店舗・事業所に設置す
る生ごみ処理機　
※店舗・事業所から排出される生ごみの
みを処理してください。
助成金額／税抜き本体価格の3分の1
໐大規模処理機（1日の処理能力が20kg
以上）＝上限40万円
໐中規模処理機（1日の処理能力が10kg
以上20kg未満）＝上限20万円
໐小規模処理機（1日の処理能力が10kg
未満）＝上限15万円
申 問品川区清掃事務所許可指導係

（☎3490－7034 Fax3490－7041）

介護職員初任者研修受講費用を

助成します

人4月1日～31年3月29日に介護職員初任
者研修を修了し、原則としてこの事業に参
加する介護事業者に勤務か勤務予定の方

助成額／上限5万円（実費、テキスト代除く）
※雇用されない場合、助成を受けられない
ことがあります。詳しくはお問い合わせい
ただくか区ホームページをご覧ください。
問高齢者福祉課支援調整係

（☎5742－6728 Fax5742－6881）

住宅のエコ・バリアフリー改修工事

費用の一部を助成します

対象／次の全てにあてはまる工事
①着工前
②区内業者に発注して行う既存住宅の改修
③ほかの助成制度などを利用していない
④次のいずれかの工事を含み、全体工事
金額が10万円以上

エコ改修
LED照明器具設置、遮熱性塗
装、日射調整フィルム設置、
窓や外壁の断熱改修など

バリアフ
リー改修

手すり設置、段差解消、トイ
レや浴室の改修など

その他の
工事

屋根の軽量化、外壁耐火パネ
ルの設置、防犯ガラス・扉な
どの設置など

申込者の主な要件／

①個人

໐工事対象住宅に居住しているか改修後
に居住する　໐工事対象住宅の所有者か
賃借者　※賃借者の場合は所有者から工
事の承諾を得ていること。　໐前年合計
所得が1,200万円以下
②民間賃貸住宅個人オーナー

໐区内に賃貸住宅を所有している個人　
໐前年合計所得が1,200万円以下
③マンション管理組合

໐共用部分の工事である　
໐対象工事について総会などで区分所有
者の承認が得られている
助成額／工事金額の10％（上限20万円。
賃貸住宅個人オーナー・管理組合が申込
者の場合は上限100万円）
申 問着工前に、工事着手届と必要書類を
住宅課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742
－6776 Fax5742－6963）へ持参
※詳しくは同課で配布する募集案内をご
覧ください。区ホームページからダウン
ロードもできます。
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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

　●お知らせ

国民健康保険高齢受給者証を7月中旬頃に
世帯主宛てに郵送します

対象／70歳の誕生日の翌月1日（1日生まれの方は誕生月）から74歳までの方

有効期間／8月1日～31年7月31日（毎年8月更新）

※保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

自己負担割合について　〈30年度の住民税課税所得で判定〉

住民税課税所得＝総所得金額等－住民税所得控除額

負担割合 2割負担＊1 3割負担＊2 ＊3

住民税課税所得 145万円未満 145万円以上

＊1　同一世帯の70～74歳の被保険者が全員145万円未満の場合

　　 （昭和19年4月1日以前に出生の方は1割負担）

＊2　同一世帯の70～74歳の被保険者のうち一人でも145万円以上の場合

＊3　3割負担の方でも次にあてはまる方は割合変更の対象となります（申請が必要）

同じ世帯の中で国民健康保険に加入している70歳以上の方の収入合計で判定

します。

70歳以上1人世帯 383万円未満

70歳以上2人以上世帯 520万円未満

申請に必要なもの／マイナンバー、国民健康保険加入の70歳以上の方・後

期高齢者医療制度に加入している全員分の収入金額が確認できる確定申告の

写しや公的年金・給与の源泉徴収票など

問い合わせ／国保医療年金課資格係（本庁舎4階☎5742－6676 Fax5742－6876）

演劇に必要なパフォーマンス「歌・ダンス・発声」などを体験してみませんか。

今までの自分と違う新しい自分が発見できるかも。経験は必要なし。思い切っ

て挑戦して、大胆に自己表現してみよう。

日程 時間 テーマ

①10月 6日㈯ 13:30～16:30
初めまして　自己アピールしてみよ
う

②10月10日㈬ 18:30～20:30
できなくたって大丈夫　ダンスを
踊ってみよう

③11月23日㈷ 13:30～16:30 演劇基礎だよ　大きな声を出そう
④31年

1月12日㈯
13:30～16:30

ダンス＆歌で発散！思いっきり表現
しよう

⑤ 2月16日㈯ 13:30～16:30 演劇っておもしろい　体を動かそう

⑥ 3月 3日㈰ 13:30～16:30
まとめの講演会＆みんなでパフォー
マンス

対象・定員／小学生以上の方①～⑤各30人程度⑥100人（抽選） 
※小学生は保護者の送迎が必要。　※全回参加できる方優先。　
※1回のみの参加も可。
費用／1回1,000円
会場・申込方法・問い合わせ／8月31日㈮（必着）までに、はがきか
FAXで番号（複数可）、住所、氏名、年齢、電話番号をスクエア荏原（〠
142－0063荏原4－5－28☎5788－5321 Fax5788－5322）へ

スクエア荏原
演劇体験教室

演劇で出会う

新しい人！

新しい自分！
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宮古市・富岡町を指定して集められた義援金は、引き続き受け付けますので総務課・

福祉計画課（☎5742－6914 Fax5742－6797）までお問い合わせください。

東日本大震災の被災地への義援金
義援金総額（6月28日現在）263,554,484円

6月28日現在、263,063,520円を岩手県宮古市（122,450,000円）・福島県富

岡町（122,450,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社（7,663,520

円）へ届けました。ご支援・ご協力ありがとうございます。
問総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）

「お肉の情報館」臨時開館のお知らせ

情報館では、と場の業務・役割、肉の生産・
流通、食肉市場・と場に対する偏見や差別
の解消などについて展示を行っています。
日7月21日㈯、8月18日㈯午前10時～午後6時
場中央卸売市場食肉市場

（港区港南2－7－19センタービル6階）
問人権啓発課

（☎3763－5391 Fax3768－5092）

講座・講演

しながわ学びの杜
も り

パソコン・タブレット講座

①Word2013で作る小冊子

日8月20日㈪
②Excel2013で作る家計簿

日8月24日㈮
③スマホ・タブレット入門

日8月27日㈪・31日㈮　※両日同内容。
―――――――――　共通　―――――――――
時間／午前10時～午後4時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人ローマ字入力ができる16歳以上の方
各20人（抽選）　※①②③の重複受講可。
￥ 各2,000円
申 8月1日㈬（必着）までに、往復はがき

（1コース1枚）で講座名、希望日、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番号
をコムワーク（〠141－0032大崎2－4－
6アイアカデミー内）へ
問文化観光課生涯学習係

公園ハーブ講座

●ハーブせっけん作り

日8月4日㈯午前10時～正午
場しながわ中央公園ミーティングルーム

（区役所前）
●ハーバルバスバッグ作り

日8月5日㈰午前9時30分～正午
場天王洲公園会議室（東品川2－6－23）
―――――――――　共通　―――――――――
人各15人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申 問7月22日㈰までの午前9時～午後4時
30分に、電話でしながわ中央公園管理事
務所（☎5740－5037 Fax5740－5044）へ

産業技術大学院大学

パートナーシップ講座　　　　電子

日8月18日㈯午後1時30分～3時
場同大学（東大井1－10－40）
内「ロボット開発におけるデザインエン
ジニアリング―エンターテイメントロ
ボット・デザイン開発の経験から―」
講師／内山純（同大学准教授）
人16歳以上の方50人（抽選）
申 問8月2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、電話番号を文化観光課生涯学習係へ

産業技術高専オープンカレッジ

●電動工具の正しい使い方

日8月25日㈯・26日㈰
午前9時～午後4時（全2回）
内講義、「小物入れ」の製作など
人10人（抽選）　￥ 8,200円
●作って、飛ばして、考える「竹トンボ」

日8月27日㈪午前9時～午後3時

内竹トンボの制作など
人小学生以上の方15人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
￥ 2,600円
●科学の散歩道

日8月25日㈯午前10時～午後3時
内科学に関する講義など
人中学生以上の方20人（抽選）
￥ 2,100円
―――――――――　共通　―――――――――
場 申 8月9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、電話番号を産業
技術高等専門学校（〠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

大崎高校公開講座「教養としての仏教」

日8月27日㈪～31日㈮
午後6時30分～8時30分（全5回）
人都内在住か在勤、在学で、全回参加で
きる18歳以上の方60人（抽選）
￥ 1,000円
場 申 7月25日㈬（消印有効）までに、往
復はがきで講座名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号を大崎高等学
校（〠142－0042豊町2－1－7☎3786－
3355）へ
問文化観光課生涯学習係

点字講習会

点訳ボランティアを始めませんか。
日8月31日～11月30日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全13回）　
人区内在住か在勤の健常者20人（抽選）
￥ 2,100円程度（点字器具・テキスト代）
場 申 問8月17日㈮（必着）までに、往復
はがきで講習会名、住所、氏名（ふりが
な）、生年月日、電話番号、在勤の方は勤
務先の所在地・名称を障害者地域活動支
援センター（〠142－0064旗の台5－2－
2心身障害者福祉会館内☎5750－4996 

Fax3782－3830）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ゆかた着付け＜男性対象＞

日7月25日㈬、8月8日㈬
午後3時～4時30分（全2回）
人男性10人（先着）　￥ 3,800円
②お盆に紐

ひ も

解く家族の歴史と自分史

日7月21日㈯・28日㈯、8月4日㈯
午前10時～正午（全3回）
人16人（先着）　￥ 4,500円
③＜夏休みこども教室＞

可
か わ い

愛くデコ使用！石けんデコパージュ

日7月27日㈮午後1時30分～3時30分
人5歳～小学生16人（先着）
※未就学児は保護者同伴。
￥ 2,300円（教材費込）
④骨盤調整リンパ体操

日7月14日～9月22日の土曜日
午後1時30分～2時45分（全5回）
人12人（先着）　￥ 7,500円
―――――――――　共通　―――――――――
場①スクエア荏原（荏原4－5－28）
②～④メイプルセンター（西大井駅前）
申 問電話で、メイプルセンター（☎3774
－5050 Fax3776－5342）へ

　
催　し

子ども歴史展示コーナー

「体験しよう！いろんな道具」

くらしや遊びに関する道具を体験できま
す。ベーゴマやメンコなどで遊びません
か。8月31日㈮まで、ワークシートに全
問正解すると記念品をプレゼントします。
日7月21日㈯～9月23日㈷　※休館日は
月曜日、8月11日㈷、9月18日㈫。
観覧料／100円、小・中学生50円
※20人以上の団体は2割引。品川区立の小
中学生・70歳以上の方・障害のある方は無料。
場 問品川歴史館（大井6－11－1☎3777
－4060 Fax3778－2615）

明治維新150周年記念 品川宿交流館特別

展示①「品川宿を駆け抜けた、維新の人々」

新
し ん せ ん ぐ み

選組や坂本龍馬など明治維新を駆け抜
けた人物と品川宿の関わりを紹介するパ
ネル展示です（31年3月まで全4回で開催）。
日7月1日㈰～8月31日㈮午前10時～午後
4時30分　※月曜日、7月17日㈫休館。
場品川宿交流館（北品川2－28－19）
問品川宿交流館☎3472－4772
文化観光課観光推進係

（☎5742－6913 Fax5742－6893）

ごみ・資源追っかけ隊員募集！

親子で楽しく、古紙のリサイクルの過程
を追いかけ取材しましょう。
日8月7日㈫午前7時40分～午後4時20分
頃（区役所集合・解散、往復バス）
場品川区資源化センター（八潮1－4－1）、
レンゴー（埼玉県八潮市）など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子40人（抽選）
※昼食は各自。
申 問7月17日㈫（必着）までに、電話か
はがき、FAXに「追っかけ隊」とし、参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号を品川区清掃事務所（〠141－
0032大 崎1－14－1☎3490－7098 Fax

3490－7041）へ

品川清掃工場　個人見学会

日7月28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7月26日㈭までに、電話で品川清
掃工場（八潮1－4－1☎3799－5361 Fax

3799－5005）へ
○聴覚障害などがある方は、専用のFAX
送信票により受け付けます。
※ 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。

品川＆山北ふれあい交流

洒
し ゃ す い

水の滝まつり

日7月22日㈰午前9時45分～午後3時30分頃
場神奈川県山北町「洒水の滝」
交通／山北駅から徒歩35分
内洒水太鼓奉納、滝開き、水行、お水取り、
奉納舞踊、太鼓競演（品川区「八潮太鼓
之会」出演）、洒水の火祭り　ほか
問山北町観光協会☎0465－75－2717
地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

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

日9月22日㈯（区役所午前7時25分集合・
午後5時30分頃解散、往復バス）
コース／箒

ほうき

杉・大滝コース
人25人（抽選）
￥5,000円、小学生以下3,000円

（参加費・昼食代込）
申7月25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・電話番号を京王観光東京南支店（〠
160－0022新宿区新宿2－3－10新宿御
苑ビル2階 Fax3359－2570）へ
問地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

第265回日曜コンサート

日7月15日㈰午後1時30分～3時
曲目／ドヴォルザーク作曲『ユーモレス
ク』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

求
贈

有権者は めない

政治家は
らない

政治家（区議会議員や区長などの公職に就いている人とこれ
から公職の候補者となろうとする人）が、自分の選挙区内の

人に対して、お金や物などを贈ること（寄附）は公職選挙法で
禁止されています。

　また、政治家に寄附を求めたりすることも禁止されています。

●政治家が禁止されている寄附の例
໐お中元やお歳暮　໐病気見舞い　໐葬式の花輪や供花
໐開店祝いや落成式の花輪　໐入学祝い、卒業祝い
໐地域の運動会やスポーツ大会、お祭りへの寄附や飲食物の差し入れ
໐町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
໐秘書や家族などが代理で出席して出す結婚祝いや葬式の香典

寄附は
NO!

問い合わせ／選挙管理委員会事務局（☎5742－6845 Fax5742－6894）

日時／7月29日㈰午後3時～4時30分
内容／介護予防の話、水中トレーニング、マシンでトレーニング、
予防ミニデイの説明・見学
対象・定員／区内に住民登録があり、自分で会場までの往復がで
きる65歳以上の方50人（先着）
会場・申込方法・問い合わせ／7月27日㈮までに、電話でさくら
会（南大井5－19－1☎5753－3900 Fax5753－3955）へ

介護予防説明会

本紙7月1日号1面掲載の「星に願いを」の
写真内の表記に誤りがありました。正しく
は、写真上部の星が織姫、写真中央部の星
が彦星です。お詫びして訂正します。
問 五反田文化センター（☎3492－2451 
Fax3492－7551）、広報広聴課（☎5742
－6644 Fax5742－6870）



区政モニター集会（委嘱式）

5月24日㈭、区役所で30年度第1回区

政モニター集会（委嘱式）を実施。区

から今年度予算や主な施策の説明と、

区政モニターの皆さんの自己紹介が行

われました。委嘱期間は2年間です。

福栄会まつり

５月13日㈰、福栄会（東品川3）で福

栄会まつりが開催。会場には模擬店が

並び、ステージではバンド演奏やダン

スが行われるなど、朝から大勢の来場

者でにぎわいました。

● 特集：支え愛・ほっとステーション

● 介護保険制度の運営状況

次号予告　7月21日号

　

平成30年（2018）

7/11
2088号

、

5月13日㈰、しながわ中央公園で「わっくわくランド

しながわ」を開催。区内の児童センター25館と防災課

が集結し、 “わくわく”を詰め込んだ13のコーナーとス

テージを設置。多くの親子連れなどでにぎわいました。

わっくわくランド
しながわ

6月1日㈮、大崎図書館が御殿山小学校隣に移転し

リニューアルオープン。8階建てのうち2階に図書館、

他の階が「品川リハビリテーションパーク」となり、

図書館と老健施設の併設は全国でも珍しいものです。

大崎図書館が
リニューアルオープン

5月10日㈭、大井競馬場（勝島2）で特別区競馬組合大

井競馬場と高知競馬組合が連携した特別レースが開

催。8日㈫からはPRイベント「まるごと高知3日間！」

も実施され、多くの来場者でにぎわいました。

高知県特別レース＆
「まるごと高知3日間！」

5月11日㈮、パークハウス・スクール（イギリス）の

デレック・ピープル校長が品川学園を訪問。両校は

昨年度からビデオ通話を利用して生徒同士が交流し

ており、この日はデレック校長も参加しました。

イギリスと品川の生徒
がビデオ通話で交流

5月22日㈫、日野学園の7～9年生8人が五反田駅東口

駅前広場の花壇にサツマイモの苗を植えました。「五

反田駅前をきれいにする会」のメンバーなどにサポー

トされながら、手際よく苗を植えていました。

五反田駅前で
サツマイモの苗植え

5月19日㈯、しながわ中央公園で区と品川・大田区内

の消防署、区内消防団などによる水防訓練を実施。立

会川の危険水位到達や土砂崩れ発生、家屋・駅舎など

への浸水被害の発生を想定した訓練が行われました。

品川区・第二消防方面
合同水防訓練

5月24日㈭、スクエア荏原で「民生委員・児童委員の日」

記念のつどいを開催。区内で活動する民生委員・児

童委員約250人が参加し、元民生委員4人によるディ

スカッションなどが行われました。

「民生委員・児童委員
の日」記念のつどい

5月27日㈰、しながわ中央公園で「しながわECOフェ

スティバル2018」を開催。今年は、自宅にある食べ

きれない食品を集めるフードドライブを実施するな

ど、新たな試みも取り入れました。

しながわE
エ コ

CO
フェスティバル2018

東京医療保健大学と協定を締結

6月1日㈮、区は東京医療保健大学（東

五反田4）と保健・医療、教育・文化

などにおける包括的な連携・協力に関

する協定の締結に合意し、区役所で調

印式を行いました。

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。

セルビア共和国職員らが訪問

6月1日㈮、セルビア共和国大使館（北

品川4）の職員や留学生ら7人が鈴ケ

森中学校を訪問。同校の7年生110人

に国際理解教育授業を行ったほか、ク

イズなどで盛り上がりました。

古紙配合率80％再生紙を使用しています


