
　

平成30年（2018）

2093号

●毎月1・11・21日
発

行

　　

品川区民芸術祭2018 ……………………………… 2

しながわ健康ポイント参加者募集 ………………… 3

動物愛護週間 ………………………………………… 3

しながわ写真ニュース ……………………………… 8

もくじ

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

※機種によっては正しく表示されない場合があります。 スマートフォン用

〠140－8715  品川区広町2－1－36　 代表番号  ☎3777－1111  広報広聴課 ☎5742－6644　Fax5742－6870  http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

9/11

○区内の約2,000（大型店は除く）のお店

○しながわ水族館

○各タクシー会社（チェッカーグループ、荏原、大和、国際、帝都、日本交通）
※詳しくは、品川区商店街連合会のホームページhttps://shoren.shinagawa.or.jp/をご覧ください。
※商品券は、釣り銭のないようご利用ください。

事前申込
受付開始

10％お得なプレミアム付き
品川区内共通商品券

今 回 も 事 前 申 込 制 で 販 売 し ま す。 郵 便 局、 商 店 街 に あ る

“ちらし”から専用応募はがきを切り取り、内容を記入のうえご

応募ください（応募多数の場合は抽選。先着順ではありません

のでご注意ください）。

※専用応募はがき以外での申し込みは受け付けません。

応募受付期間／9月11日㈫～25日㈫（必着）

ちらしを取得

区内郵便局、中小企業
センター（西品川1－28
－3）、商店街で配布。

ちらしにある専用応募はがきで
購入場所を選んで申し込み
1人1通のみ有効。
62円切手を貼付し郵送。

当選者のみに
当選通知
10月4日㈭頃当選
はがきを発送。

販売期間に指定場所で購入

当選はがきと現金、本人であることの証明
書類（免許証、マイナンバーカード、保険
証など）を持参し購入。

事前申込
の方法

※応募後の購入冊数・購入希望場所の変更はできません。

販売期間  10月12日㈮～22日㈪　※当選はがきがない場合は購入できません。

販売場所  区内郵便局／午前9時～午後5時（土・日曜日を除く）

品川区商店街連合会事務局／午前10時～午後6時（土・日曜日も販売）

●販売期間終了後、売れ残り分がある場合は、落選者の中から第2次当選者を決定し、
　第2次販売を行います。　

　※当選はがきは10月26日㈮頃までに発送します。

第2次販売期間  11月2日㈮～9日㈮

使用期限  31年2月28日㈭

販売額  3億円（6万冊）
＊額面総額3億3,000万円分

販売単価  1冊5,000円
＊500円券11枚つづり、5,500円分
＊1人8冊（4万円）まで購入可能

購入できる方  区内在住、在勤
を問わずどなたでも購入できます。　
※商店街や商品券取り扱い商店主が購入す
ることはできません。

品川区商店街連合会事務局（西品川1－28－3中小企業センター☎5498－5931）

商業・ものづくり課（☎5498－6332 Fax3787－7961）

●公共料金や税金の支払い　●たばこの購入

●有価証券・商品券・プリペイドカード・切手・

印紙・官製はがき・ごみ処理券などの購入
※上記以外にも加盟店により、商品券を利用できない商品
やサービスなどがあります。あらかじめご確認ください。

商品券を利用できるお店など 利用できない商品など

問い合わせ

日立ソリューションズ吹奏楽団によるオリンピックの名曲コンサートと、

オリンピアン・パラリンピアンなどによるトークショーです。

日時／11月10日㈯午後7時～8時30分
会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
対象・定員／小学5年生以上の方200人（抽選）　
※小・中学生は保護者同伴。
申込方法・問い合わせ／10月12日㈮（必着）までに、電
話かはがき（1枚10人まで）、FAXに「しながわ2020コン
サート×トーク」とし、参加者全員の氏名（ふりがな）・
年齢・性別・学校名、代表者の住所・電話番号・区分（区
内在住・在学・在勤）、手話通訳希望の有無をオリンピック・
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。

しながわ2020 コンサート × トークU
ユ ナ イ ト

NITE H
ハ ー ト

EART

F
フ ェ ス テ ィ バ ル

ESTIVAL

伊藤華英
元競泳選手
／オリンピアン

藤尾香織
元ホッケー選手
／オリンピアン

芦田創
パラリンピック
陸上選手

長谷川暁子
ビーチバレー
ボール選手

中南久志
東京2020組織
委員会パラ統括
室長
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9月9日㈰～11月25日㈰
区内の学生や社会人によるコンサート、プロと区民のコラボレーションステージ、区内で活
動しているグループによるダンスや音楽・芸能・邦楽の発表、美術展など様々な文化芸術イ
ベントを開催します。
※芸術祭の詳しい内容はパンフレットやポスター・ちらしをご覧ください。

問い合わせ／文化観光課文化振興係（☎5742－6836 Fax5742－6893）

品川文化振興事業団（☎5479－4112 Fax5479－4160 www.shinagawa-culture.or.jp/）

●品川アーティスト展2018

品川にゆかりのあるアーティストの作品展示や、
子ども向けワークショップなどを行います。
※一部有料プログラムあり。

日時  9月15日㈯・16日㈰午前10時～午後5時
会場  きゅりあん イベントホールほか
問い合わせ  品川文化振興事業団

●林アメリー2018・アッサンブラージュ秋の色

―蘇
よみがえ

れ！古い着物に新しい息吹を与える喜び―
パリの一流ブランドで活躍し、日本の着物に魅せ
られた林アメリーさんによる和布の作品展です。

日時  10月12日㈮～11月7日㈬
午前10時～午後6時30分
※12日は午後1時から。
会場・問い合わせ  Ｏ美術館

（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階☎3495－
4040 Fax3495－4192）

●アール・ブリュット展 i
イ ン

n 荏原

独自の発想と手法により生
み出された魅力的な作品
の数々が荏原にやってきま
す。

日時  11月7日㈬～15日㈭
午前10時～午後7時　
※7日は午後2時から。

会場  スクエア荏原 第1ス
タジオ（荏原4－5－28）
問い合わせ  障害者福祉課福祉改革担当

（☎5742－6762 Fax3775－2000）

●品川区民作品展

区民の皆さんの趣味や文化芸術活動を発
表します。書道、写真、絵画、手工芸、華道、
その他の6部門で展示します。

日時  11月7日㈬～11日㈰
午前10時～午後7時　
※7日は午後1時から。11日は午後3時まで。

会場  スクエア荏原 イベントホール
問い合わせ  文化観光課

●品川アーティスト7人展 

イラスト、陶芸、写真などの作品を展示。
アーティストと身近に触れ合えるアット
ホームな空間が魅力です。

日時  11月9日㈮～11日㈰
午前10時～午後6時　※11日は午後4時まで。

会場  スクエア荏原 展示室
問い合わせ  品川文化振興事業団

●U
ユ ナ イ ト

NITE H
ハ ー ト

EART F
フ ェ ス テ ィ バ ル

ESTIVAL
ギネス世界記録へ挑戦する「巨大手形アート」や、オリンピック・
パラリンピック関連曲のコンサート、ユニバーサルスポーツ体験会
など、誰もが楽しめる文化芸術・スポーツイベントです。

日時  11月10日㈯午前11時～午後8時
会場  スクエア荏原 全館
問い合わせ  文化観光課

●障害者作品展

書道・絵画・手工芸の3部門で多彩な作品
を展示します。

日時  11月22日㈭～28日㈬
午前8時30分～午後5時　
※火曜日は午後7時まで。土曜日・祝日は除く。

会場  区役所第二庁舎3階ロビー
問い合わせ  障害者福祉課福祉改革担当

企画展 入場
無料

ティーンズコンサート
区内の小・中学生、高校生、大学生、社会人による
コラボレーションコンサートです。
日時／10月14日㈰午後1時30分開演（午後1時開場）
会場／きゅりあん 大ホール（大井町駅前）
出演／芳水小学校、荏原第一中学校、伊藤学園（後
　　　期課程）、青稜中学校・高等学校、立正大学グ
　　　リークラブ、品川区民吹奏楽団

入場
無料

しながわアマチュアステージ
ダンスや音楽、芸能、邦楽、クラシックなど区内で活動する団体の日頃の練習の成果をご覧ください。
※詳しくは芸術祭パンフレットをご覧いただくかお問い合わせください。

入場
無料

Dr
ド リ ー ム

eam St
ス テ ー ジ

age
輝け！しながわジェンヌ

宝塚OGと公募区民による
レビューショー

高汐巴（元宝塚花組トップ
スター）と宝塚OGによる

「イン・ザ・ニューヨーク」

日程／9月23日㈷
会場／きゅりあん 大ホール

完売
御礼

第1部

第2部

高汐巴
（品川区在住）

テテテテテ
区内の小

ししし
ダンスや

ジ
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ト

問い合わせ／健康課健康づくり係（本庁舎7階☎5742－6746 Fax5742－6883）

実施期間  11月1日㈭～31年2月15日㈮　 対象・定員  区内在住で、40歳以上の方1,000人（抽選）

費用  1,000円　※案内冊子と活動量計送付時に代金引換で徴収します。

申込方法  10月19日㈮（必着）までに、健康課・健康センター・地域センターで配布する申込書を郵送かFAX、Ｅメールでしながわ健康ポイ

ント運営事務局（〠105－8799芝郵便局留 Fax050－3153－7884 shinagawa_kenkopoint@felicapocketmk.co.jp）へ

※申込書は区ホームページからダウンロードもできます。

プログラムに参加してポイントを貯めましょう

種別 内容 ポイント数

歩数ポイント
生活習慣病の予防に、内臓機能や代謝機能の向上に

1日4,000歩以上歩きましょう

歩数に応じて

10～50ポイント

継続ポイント
継続は力なり　

1日5,000歩以上、月20日以上歩きましょう
月100ポイント

活動量計

スタンプポイント

足を延ばして　

「しながわ健康ポイントステーション」（区内約30カ

所）をスタンプラリー

1カ所10ポイント

計測ポイント
体の状態をチェック　

体組成計（区内約11カ所）で計測しましょう

1回10ポイント

（1日1回のみ）

※その他、指定の健康づくり事業や健（検）診を受診するとポイントが貯められます

●参加者には、活動量計と案内冊子を送付します。「しながわ健康ポイントステーション」と体組成計の設置場所は案内冊子をご覧ください。

●品川区内共通商品券の交換などは、実施期間終了後にお申し込みいただけます。

参加者募集！

　区では、皆さんの健康づくりを応援するため、「しなが

わ健康ポイント」事業をはじめます。

　活動量計を着けてウオーキングを

したり、体組成計で測定したり、健

康づくりに関する取り組みでポイン

トを貯めましょう！貯まったポイントは「品川区内共通

商品券」と交換することができます。また、獲得ポイン

トに応じて、抽選でしながわ水族館入場券などの景品も

プレゼントします。

区内を歩いて、

楽しく健康づくりを

始めませんか。

ボーナス
ポイント

ボーナス
ポイント

活動量計

しながわ健康ポイントステーションに設置さ

れているデータ送信PC端末

●しながわ健康ポイントステーションで、活

動量計をかざしてデータを送信し、ポイント

を貯めます

9月20日～26日は動物愛護週間です

動物は最後まで責任と愛情をもって飼いましょう
動物愛護週間は、命ある動物の愛護と適正な飼育について、関心と理解を深めるために設けられたものです。
この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物について、改めて考えてみましょう。

問い合わせ／生活衛生課庶務係（☎5742－9132 Fax5742－9104）

○動物は正しく終生飼育
飼い主は、習性や生理をよく理解し、愛情をもって
終生飼育する責任があります。日頃から健康管理に
気を配り、犬には狂犬病の予防注射を必ず受けさせ
ましょう。

○不妊・去勢手術
繁殖を望まない場合は不妊・去勢手術を実施しま
しょう。手術をすると性質がおとなしくなり、扱い
やすくなるなどのメリットがあるほか、生殖器系の
病気の予防にもなります。

○猫の飼育は屋内で
都会で猫を飼う場合は、屋内
で飼育することが望ましいで
す。上下運動ができるよう家
具の上などにも上がれる工夫
をし、専用のトイレ、つめと
ぎなどを用意することや、不妊・去勢手術をするこ
とが屋内飼育を成功させるコツです。

○犬の散歩はルールを守って
犬はリードできちんとつなぎましょう。また、散歩
の前にはトイレを済ませましょう。散歩中にオシッ
コをしてしまったらすぐに水で流す、フンをしたと
きは家まで持ち帰ることが飼い主の責任です。

○身元の表示
飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子になった動
物の発見を容易にするためにも、犬には鑑札を着け、
猫やそのほかの動物には名札などをつけましょう。
マイクロチップは身元表示に効果があります。

○災害に備えて
災害が発生した場合、飼い主が無事でなければ動物
は災害を乗り切れません。避難することになったと
きは、事情の許す限り動物を同行してください。普
段から人やほかの動物をこわがらない、嫌がらずに
ケージに入る、トイレは決められたところでする、
などのしつけをしておきましょう。動物のために防
災用品（5日分以上の食事と水など）も用意しましょう。

どうぶつ愛護フェスティバル
「知っていますか？動物愛護管理法」

●9月15日㈯午後1時～5時30分

会場／台東区生涯学習センターミレニアムホール
内容／動物愛護管理功労者表彰式

「人と動物の共生する社会の実現に向けて」をテー
マとしたパネルディスカッション　など　
定員／300人（先着）
申 込 方 法・ 問 い 合 わ せ ／9月14日 ㈮ 正 午 ま で
に、電話かホームページ応募フォームで平成30
年度動物愛護週間中央行事屋内行事受付窓口
（ ☎5362－0117 www.omc.co.jp/doubu
tsuaigo2018/form/input.html）へ

●9月22日㈯午前11時～午後4時

会場／上野恩賜公園内＜不忍池周辺・恩賜上野動物
園＞（台東区）
内容／動物愛護セレモニー、スタンプラリー、パネ
ル展示、著名人によるトークショー　など
問い合わせ／東京都環境保健衛生課☎5320－4412
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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）

9月16日㈰

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）

9月16日㈰

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477

 上杉歯科医院 東五反田 5 －27－ 6 ☎3440－0881

 土佐歯科クリニック 小　山 3 － 6 －15 ☎5702－1554

 篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407

 せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

9月17日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789

 ネバシデンタルオフィス 西五反田 1 －30－ 2 ☎3492－7418

 健デンタルクリニック 荏　原 3 － 8 － 3 ☎5749－3718

 みやび接骨院 西大井 3 －13－15 ☎5742－3450

 昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  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）

9月15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

品川保健
センター 11/18㈰

9:30 ～12:30

13:30 ～16:30

荏原保健
センター 11/ 3㈷

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10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

　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10月3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

　自分でできるプレママのボディケア

　（単発講座）　　　　　　　　　　 電子

助産師によるグループワーク、講話、ボ
ディケアの実習や相談です。
日10月13日㈯午後2時～3時30分
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
人区内在住か在勤で、安定期以降の妊
婦の方20人（抽選）　
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申 問9月26日㈬（必着）までに、往復は

がきかFAXに「プレママのボディケア」
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、見
守り託児希望の方はお子さんの氏名（ふ
りがな）・月年齢を子ども育成課庶務係

（ 〠140－8715品 川 区 役 所☎5742－
6692 Fax5742－6351）へ

　 体験型育成事業
　「わくわく・ドキドキ表現コース」

①劇団SETの観劇＆バックステージツアー

日10月20日㈯午後4時30分～8時

※現地集合・解散。
場サンシャイン劇場（豊島区東池袋3－1－4）

持ち物／飲み物、運動靴

②劇団員指導のアクションワークショップ

日11月3日㈷午後1時30分～5時30分のうち

1時間30分程度

※現地集合・解散。
場SETスタジオ（北品川1－17－5）

持ち物／飲み物、動きやすい服、運動靴

――――――――――　 共 通　 ――――――――――
人小学生と保護者2人1組

①15組30人②20組40人（抽選）
申 問①は10月5日㈮、②は10月24日㈬（必

着）までに、はがき（1組1枚）に「観劇＆バッ

クステージツアー」か「アクションワーク

ショップ」とし、住所、電話番号、Eメール

アドレス、参加者全員の氏名（ふりがな）・

性別、お子さんの学校名・学年を子ども育成

課育成支援係（〠140－8715品川区役所☎

5742－6596 Fax5742－6351）へ

　 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9月23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）

　環境学習講座
　「ミニ里山体験と自然観察」

ネイチャーゲームをしながら、里山や生きも

のの大切さを学びます。
日10月14日㈰午後1時30分～3時30分
場しながわ区民公園（勝島3－2）

講師／田中真次（森林インストラクター）
人小学1～3年生と保護者15組（抽選）
申 問9月19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/からも申し込み可。

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

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

歯

歯

骨

骨

骨

骨
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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

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。

　シルバーセンター開館のお知らせ

9月17日㈷・敬老の日は開館します。9月18日㈫は振り替え休館で
す（夜間使用はできます）。
問高齢者地域支援課（☎5742－6946 Fax5742－6882）

　認知症を予防します！

①「計画力育成講座」（第1期） 新規  

ウオーキングを取り入れながら、行き先を計画、実践して、計画力、
記憶力、注意力など脳の活性化を促す講座です。
日10月25日～12月6日の木曜日午前10時～11時45分（全7回）
場ゆたかシルバーセンター（豊町3－2－15）
￥1,000円（教材費）　※交通費などは自己負担。
②「脳力アップ元気教室」（第2期）

読み書き・計算を中心とした学習と脳活性化エクササイズなどの軽
い体操を組み合わせて行い、認知機能の低下を予防する教室です。

会場 曜日

荏原いきいき倶
く ら ぶ

楽部（荏原6－2－8） 火

いきいきラボ関ケ原（東大井6－11－11） 火
品川第一区民集会所（北品川3－11－16） 水
山中いきいき広場（大井3－7－19） 金

日10月～31年3月の午前9時30分～11時40分（全20回）　
※1回90分程度。 ※10月16日㈫午前に説明会あり。
￥各月2,360円（教材費）
―――――――――――――――　 共 通　 ―――――――――――――――――
人区内に住民登録があり、自分で会場まで往復できる65歳以上の
方①24人、②各24人（抽選）
申 問9月25日㈫（必着）までに、はがきかFAXで教室名、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、②は希望会場を高齢者地域支援
課（〠140－8715品川区役所☎5742－6733 Fax5742－6882）へ

シニアクラブ

「しながわ蕪
か ぶ

」の種を配布しています
12月23日㈷に品川神社で「しながわ蕪」の品評会を行います。出品する方には公園課
で種を支給しています（30人先着）。
問い合わせ／公園課（第二庁舎4階☎5742－6526 Fax5742－9127）
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30年度就学援助申請を受付中

公立小・中・義務教育学校にお子さんが通
学している保護者に、学用品費や給食費な
どを援助します。援助を受けるには、区内
在住で所得が限度額を超えないなど一定の
要件があります。援助費は申請した月から
31年3月まで支給します。　※29年度に認
定されていた方も改めて申請が必要です。
申 問31年2月1日㈮（消印有効）までに、
学務課か学校で配布する申請書を学務課
学事係（〠140－8715品川区役所第二庁
舎7階 ☎5742－6828 Fax5742－0180）
へ郵送か持参

都市計画案の縦覧

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9月19日㈬～10月3日㈬
内①東京都市計画道路の変更（幹線街路
環状第4号線および補助線街路第16号線）
【東京都決定】、②東京都市計画公園の変
更（天王洲公園）【品川区決定】
縦覧場所・意見書の提出先・問①＝東京
都都市計画課（〠163－8001東京都都市
整備局都庁第二本庁舎12階☎5388－
3225） ※縦覧のみ品川区都市計画課でも
可。  ②＝品川区都市計画課（本庁舎6階
☎5742－6760 Fax5742－6889）
●②の都市計画案の説明会を行います

日9月18日㈫午後7時～8時30分
場天王洲公園管理事務所（東品川2－6－23）
内東京都市計画公園の変更（天王洲公園
の一部拡張）
問公園課（☎5742－6801 Fax5742－9127）

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9月22日㈯　
問消費者センター

（☎5718－7181 Fax5718－7183）

児童のための各手当の現況届の

提出はお済みですか？

●児童手当・児童育成手当現況届

（6月29日提出期限）

●児童扶養手当・特別児童扶養手当現況届

（8月31日提出期限）

各現況届を提出していない方は、至急提
出してください。提出がない場合、振込
予定日に各手当が振り込まれません。詳
しくはお問い合わせください。
問 子ども家庭支援課児童手当係（☎
5742－6721 Fax5742－6387）・医療助
成係（☎5742－9174 Fax5742－6387）

区民住宅の入居予定者登録募集

中堅所得者向けの住宅で、今後1年間に
空き室が発生した場合に、登録順に入居
のあっせんをします。
対象住宅（家族用）／ファミーユ下神明、
ファミーユ西五反田西館・東館
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、または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102,200～182,200円
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、東急
コミュニティー東京南支店
申9月14日㈮～21日㈮に配布する申込用
紙を、東急コミュニティーに郵送で9月
27日㈭までに届いたものに限り受け付け
※詳しくは、東急コミュニティー「品川区
立区民住宅募集担当」（☎3772－8580 

Fax5718－0701）へお問い合わせください。
問住宅課（☎5742－6776 Fax5742－6963）

環境影響評価書を縦覧します

事業名／（仮称）芝浦一丁目建替計画
日9月18日㈫～10月2日㈫
※土・日曜日、祝日を除く。

場品川区環境課（本庁舎6階）、品川図書
館、品川第一・大崎第一・大崎第二地域
センター、東京都環境政策課（都庁第二
本庁舎19階）
問東京都環境政策課☎5388－3406
品川区環境課

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

平成30年住宅・土地統計調査

この調査は、日本の住宅や土地の状況を
把握し、耐震・防災を中心とした都市計
画の策定など、住宅に関係する様々な国
の施策に必要な基礎資料を得ることを目
的として、5年に1度実施されます。紙の
調査票のほか、パソコンやスマートフォ
ンを利用したインターネットからの回答
も可能です。9月下旬より、調査員が対
象の世帯へ調査票の配布・回収に伺いま
す。ご協力をよろしくお願いします。
調査期日／10月1日
調査対象／総務大臣の定める方法により
選定した住戸およびそこに居住する世帯

（区内約8,500世帯）
調査事項／居住室数、所有関係、敷地面
積、世帯構成、入居時期など
問地域活動課統計係

（☎5742－6869 Fax5742－6750）

図書館の特別整理休館

蔵書点検などのため休館します。

図書館名 期間
南大井 10月 2日㈫～ 4日㈭
荏原 10月 9日㈫～12日㈮
八潮 10月16日㈫～18日㈭
大井 10月23日㈫～26日㈮

源氏前 10月29日㈪～31日㈬
大崎駅西口

図書取次施設
11月 1日㈭～ 2日㈮

五反田 11月 5日㈪～ 8日㈭
品川 11月12日㈪～16日㈮

ゆたか 11月19日㈪～21日㈬
二葉 11月27日㈫～29日㈭

※大崎図書館のみ特別整理休館はありません

問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

戸越台在宅介護支援センター 

移転します

戸越台複合施設の大規模改修に伴い、事
務所を移転します。
移転日／9月20日㈭
移転先／平塚2－3－4
電話・FAX番号／変更なし
問同センター

（☎5750－1053 Fax5750－1496）
高齢者福祉課高齢者支援第二係

（☎5742－6730 Fax5742－6881）

品川介護福祉専門学校

推薦入試の案内

修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資格
応募資格／

①学校推薦＝31年3月高校卒業見込みで
高校長から推薦され調査書評定平均3.0
以上の方
②自己推薦＝高校卒業か卒業見込み、高
校卒業と同等の学力があると認められる
方
選考日程／①10月6日㈯・14日㈰
②10月14日㈰
出願期間／6日選考＝10月1日㈪～3日
㈬、14日選考＝10月1日㈪～9日㈫
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除②6,500円
※詳しくは、同校・図書館・地域センター
などで配布する募集要項をご覧いただく
かお問い合わせください。
問同校（西品川1－28－3☎5498－6364 

Fax5498－6367）

「広報しながわ」個別配送

区内在住で希望する方に個別配送します。
申 問電話かFAXで、住所、氏名、年代、
電話番号を広報広聴課（☎5742－6644 

Fax5742－6870）へ

お知らせ！

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

●陶芸クラブ指導・補助　ポ

高齢者施設で陶芸の指導や補助を

します。
日月2回から（水曜日）
場南大井在宅サービスセンター

（南大井5）

●お茶出しと下膳　ポ

高齢者施設で昼食時のお茶出しや

下膳などをします。
日週1回（火・水・金曜日）

11:30 ～13:30
場中延在宅サービスセンター（中延6）

●リネン交換　ポ

高齢者施設でシーツなどの交換を

します。
日週1回　※日時は応相談。
場中延ホーム（中延6）

●書道の指導　ポ

高齢者施設で書道の指導やアドバ

イスなどをします。
日月2回（火曜日）13:30 ～14:40
場西大井在宅サービスセンター

（西大井2）

●昼食後の食器洗い

高齢者施設で食器洗いをします。
日週1回　※曜日は応相談。

12:30 ～13:30
場S

エスフィット

-FIT C
ケ ア

ARE西品川店（西品川2）

●演芸披露

高齢者施設で演芸披露をします。
日不定期　※曜日は応相談。

13:30 ～14:15
場仁済デイサービスセンター大井

（大井1）

※　 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9月26日㈬、10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

ボランティア募集

大人が楽しめば、子どもも楽しい！
～うたのおねえさんが贈る、トーク＆コンサート～

品川区出身で元NHKうたのおねえさんの安藤奈保子さん。
子どもとの関わりの中で大切にしていたことなどをお

話します。後半は歌を聞いて楽しみましょう。
日時／10月20日㈯午前10時～正午
会場／荏原文化センター（中延1－9－15）
対象・定員／子育て中の保護者、お子さん、関心のある方400人（抽選）
申込方法・問い合わせ／10月9日㈫（消印有効）までに、往復はがき
かFAXに「大人が楽しめば、子どもも楽しい！」とし、住所、氏名（ふりがな）、
電話番号、FAX番号、Eメールアドレスを子ども育成課育成支援係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6596 Fax5742－6351）へ
○区ホームページ・しながわパパママ応援アプリから電子申請もできます。

子育て支援
ネットワーク

講習

歩行者は、信号を守る、横断歩
道以外の場所で道路を横断しな
いなどの基本的な交通ルールを
守りましょう。また、運転者は、
子どもや高齢者、障害者などの
交通弱者に対して、徐行するな
ど思いやりのある運転を心掛け
ましょう。

運動の重点 

○子どもと高齢者の安全な通行
の確保と高齢運転者の交通事故
防止　○夕暮れ時と夜間の歩行
中・自転車乗用中の交通事故防
止　○全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい
着用の徹底　○飲酒運転の根絶 
○二輪車の交通事故防止

秋の品川区交通安全運動がはじまります

9月21日㈮～30日㈰
世界一の交通安全都市TOKYOを目指して

問い合わせ／土木管理課交通安全係（☎5742－6615 Fax5742－6887）
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家具転倒防止器具取り付け費用助成

人区内在住で、次の全てにあてはまる世帯
•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
•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／課税世帯：費用の2分の1（上
限4,000円）
非課税世帯：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。　※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（☎5742－6776 Fax5742－6963）

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家具転倒防止器
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　○障害者のみ
○65歳以上と障害者のみ　○要介護3以
上で65歳以上の高齢者がいる　○2級
（度）以上の障害者がいる
￥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。　※申請方法など詳しくは、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で配
布する事業案内・申請書をご覧ください。
問高齢者地域支援課高齢者住宅担当

（☎5742－6735 Fax5742－6882）

第3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9月27日㈭午後2時30分から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日午後1時30分から、
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）

品川＆早川ふるさと交流

山梨県早川町交流親善大使募集

11月10日㈯～11日㈰の早川町「紅葉と
食まつり」で委嘱状の授与式を行います。
内大使の活動（1年間）＝早川町の施設見
学、交流事業への参加、早川町のPRなど
特典＝特別町民として特産品を贈呈、早
川町広報紙を毎月送付
人区内在住か在勤の方2人程度（選考）
申 問10月10日㈬（消印有効）までに、作
文「親善大使の抱負」（400字程度）、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 Fax
5742－6878）へ郵送か持参

求　人

小学校教員・栄養士の募集

（臨時的任用教職員）

職種／臨時的任用教職員（小学校全科・
栄養士）
勤務地／品川区内の区立小・中学校（義
務教育学校含む）
小学校全科＝小学校か義務教育学校（前
期課程）、栄養士＝中学校か義務教育学校
勤務開始時期／9月以降（予定）
資格／該当の教科などの普通免許状を取
得済みの方　※東京都公立学校臨時的任
用教職員採用候補者選考実施要項を参照。
選考方法／書類選考、面接
申 問電話で連絡のうえ、履歴書と該当教
科などの免許状（写し）を指導課教職員
人 事 係（ 〠140－8715品 川 区 役 所 ☎
5742－6831 Fax5742－6892）へ郵送

講座・講演

第150回高齢者と介護者のための

料理教室

日9月25日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内「胃腸のSOS ～美腸を目指して便秘に
サヨナラ～」

人20人（先着）　￥600円
持ち物／エプロン、筆記用具、三角巾
申 問9月21日㈮までに、電話で成幸ホー
ム（☎3787－3616 Fax3783－6580）へ

アイデアを実現しよう！　ホッケー

×2020×品川区（第2弾）　　  電子

10月27日㈯開催のスポーツフェスタ「O
オ ズ

Z」
に向けて、ホッケーを盛り上げるためのア
イデアを考えるワークショップです。イベ
ントでの啓発活動への参加もできます。
ホッケーを盛り上げたい方、品川区の地域
づくりに参加したい方を募集します。
日10月6日㈯午前9時～正午
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人30人（抽選）
申 問9月25日㈫（必着）までに、電話かは

がき、FAXに「ホッケーワークショップ」
とし、参加者の住所・氏名（ふりがな）・年齢・
電話番号・応募動機をオリンピック・パラ
リンピック準備課（〠140－8715品川区役
所☎5742－9109 Fax5742－6585）へ

公園で愛犬と楽しむためのしつけ教室

日時 会場
10
月
６
日
㈯

午前9時30分～
11時30分

しながわ中央公園
（西品川1－27）

午後1時30分～
3時30分

東品川海上公園
（東品川3－9）

10
月
７
日
㈰

午前9時30分～
11時30分

戸越公園
（豊町2－1）

午後1時30分～
3時30分

小山台公園
（小山台2－2）

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

男女共同参画推進講座「ロミオとジュ

リエット」～女性の自立を考える～

日10月19日㈮・26日㈮
午後1時30分～3時30分（全2回）
内1日目「エリザベス朝の結婚」
2日目「ジュリエット自立の軌跡」
講師／門野泉（清泉女子大学名誉教授）

人両日受講できる方25人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん10人
場 申 問9月30日㈰（必着）までに、往復

はがきで講座名、住所、氏名、年齢、電
話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・
年齢を男女共同参画センター（〠140－
0011東大井5－18－1きゅりあん3階☎
5479－4104 Fax5479－4111）へ

東品川文化センター利用者協議会教室

①「太極拳うみなり」誰でもいつからでも

日10月9日㈫・16日㈫・23日㈫、11月6日
㈫・13日㈫・20日㈫午後7時～9時（全6回）
内足腰の筋力、バランス感覚を鍛える
②「気功グループ」健康呼吸法

日10月10日～11月14日の水曜日
午後7時～8時15分（全6回）
内ゆったりと優雅な動き、腹式呼吸によ
り自律神経のバランスをよくする
―――――――――　共通　―――――――――
人各20人（抽選）
申 問①は9月24日㉁、②は9月20日㈭（消
印有効）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、電話番号を東品川文化セン
ター（〠140－0002東品川3－32－10☎
3472－2941 Fax3472－9056）へ

品川歴史館 特別展記念講演会

「明治維新と品川」

日10月14日㈰午後2時～4時
講師／落合弘樹（明治大学文学部教授）
人16歳以上の方80人（抽選）
場 申 問9月26日㈬（必着）までに、往復

はがき（1人1枚）に「特別展記念講演会」
とし、住所、氏名、年齢、電話番号を品
川歴史館（〠140－0014大井6－11－1
☎3777－4060 Fax3778－2615）へ

第3回健康講話　健康寿命のために

「暮らしの中でのリハビリテーション」

日10月14日㈰午後2時～4時
場区役所講堂（第三庁舎6階）
人区内在住で、60歳以上の方100人（先着）
申 10月12日㈮までに、電話で品川の輪☎
5704－7888へ
問高齢者福祉課

（☎5742－6728 Fax5742－6881）
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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

●在学応援資金とは

高校生が課外活動や目標を実現するために
必要な費用や高校等在学中にかかる費用
を、在学する本人（子ども）に貸し付ける
資金です。
●貸し付けの対象となる費用

・高校等在学に必須ではないが、課外活動
や目標を実現するために必要な費用（選択
授業にかかる費用、夏期講習費、部活動費
など）
・高校等在学中にかかる費用のうち修学に
必須の費用（授業料、教材費、修学旅行費
など）
※就学支援金などの奨学金を充てても支払
いがなお困難なもの。
●対象者

区内に住民登録があり、次の全てにあては
まる方
○高校（中等教育学校の後期課程を含む）
か高等専門学校、専修学校（高等課程に限
る）に在学している
○経済的理由により修学することや修学に
付随する課外活動を行うことが困難である
（所得制限あり）
○明確な目標と意欲を備えている

●貸し付け金額

在学期間中、上限60万円（1年あたり30万
円を上限に、必要額の範囲を貸し付けます）
●連帯保証人

1人必要（原則保護者）
●返還期限

高校等卒業後1年間の据え置き後、15年以
内
●申請に必要な書類

校長からの推薦書、作文、かかる費用の内
容が確認できるもの、住民票、印鑑登録証
明書など　
※詳しくは申請書をご覧ください。

●入学準備金・予約生とは

高校等入学にかかる費用を、進学を予定している9
年生の保護者に貸し付ける資金です。
●貸し付けの対象となる費用

高校等入学にかかる費用（入学金、制服代、教材
費など）
●対象者

区内に住民登録があり、次の全てにあてはまる方
○高校（中等教育学校の後期課程を含む）、高等専
門学校か専修学校（高等課程に限る）に入学を予
定している9年生の保護者である　○経済的理由に
より高校等への入学に際して要する資金の支払い
が困難である（所得制限あり）　○保護者が同種の
奨学金を他から借り受けていない　○入学予定者
が高校等入学に対して明確な目標と意欲を備えて
いる　○入学予定者が高校等における課程を修学
する学力を有している
●貸し付け金額

上限40万円（必要額の範囲を貸し付けます）　
※貸し付け金の交付は入学校決定後になります。
●連帯保証人　1人必要
●返還期限　入学年度を含め、3年以内
●申請に必要な書類

校長からの推薦書、住民票、印鑑登録証明書など
※詳しくは申請書をご覧ください。

申 込 方 法／10月31日㈬までに、子ども家庭支援課で配布する申請書と必要書類を同課家庭支援係（本庁舎7階）へ持参
問い合わせ／子ども家庭支援課（☎5742－6385 Fax5742－6387）

品
川
区
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学
金
〜
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★返還免除をめざそう
　在学応援資金は、貸し付け申請時に
資金を活用して何を実現したいのか
具体的な目標を立てていただきます。
　返還免除とは、高校等卒業時に在学
中の成果を校長からの推薦書を添え
て申請すると、審査により貸し付け額
の全部または一部の返還が免除され
る制度です。高校生活の目標の実現に
向けて返還免除をめざしましょう。
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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（8月29日現在）263,582,788円

8月29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）

区民プロデュース型講座

「江戸時代の物流・飛脚について」

飛脚問屋や飛脚を中心に、江戸時代の物
流・情報通信について学びます。

日程（全5回） 内容
① 10月20日㈯ 江戸時代の飛脚問屋

② 11月17日㈯
飛脚問屋の輸送ネッ
トワーク

③ 12月15日㈯ 飛脚問屋の機能
④31年 1月19日㈯ 飛脚問屋の利用の仕方
⑤ 2月16日㈯ 飛脚問屋の明治維新
※時間は午後2時～4時

場①③④荏原第五区民集会所（二葉1－1
－2）、②中小企業センター（西品川1－28
－3）、⑤きゅりあん（大井町駅前）
講師／巻島隆（歴史研究家）
人100人（抽選）　運営／寺子屋品川宿
申 問10月5日㈮（必着）までに、往復は

がきに「寺子屋品川宿」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号を文化観
光課文化振興係へ

　 催　し

小学生による清掃・リサイクル

ポスター展

応募作品の全作品を掲示します。
日9月14日㈮～28日㈮午前8時30分～午
後5時　※土曜日・祝日を除く。14日は
午後1時から、28日は正午まで。
場第二庁舎3階ロビー
※応募作品の中から選定した優秀作品12
点は、シールにして清掃車に貼って品川
区内を走ります。31年版ごみ・リサイク
ルカレンダーにも掲載します。
問品川区清掃事務所リサイクル推進係

（☎3490－7098 Fax3490－7041）

第3回シルバー人材センター

体験のつどい

日9月19日㈬午前10時～午後3時
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
内仕事の実演コーナー（包丁研ぎなど）、
体力測定、マジックショー〈正午から〉、
ヴァイオリン演奏〈午後0時30分から〉
問シルバー人材センター東大井支所

（☎3450－0713 Fax3450－0714）

南大井図書館　たぬき寄席

全国規模の社会人落語コンテストで優勝・
準優勝経験のある実力者がそろう「たぬ
き連」による高座をお楽しみください。
日10月14日㈰午後2時～3時30分
場南大井シルバーセンター（南大井3－7－13）
人30人（先着）
申 問9月14日㈮午前9時から、電話か直

接 南 大 井 図 書 館（ 南 大 井3－7－13☎
3761－6780 Fax3768－7976）へ

本のリサイクル市

図書館で所蔵しないこととなった本のう
ち、再利用できる本を皆さんに提供します。
日9月22日㈯午前9時～午後3時
※1人20冊まで。社会福祉協議会へ1冊
10円程度の寄付をお願いします。マイ
バッグ（買い物袋）を持参してください。
※転売目的の方はお断りします。
○当日午前8時45分より整理券を配布。
場 問 品 川図 書 館（ 北 品 川2－32－3☎
3471－4667 Fax3740－4014）

2018品川区民「秋のコンサート」

日11月10日㈯午後6時30分開演
（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
曲目／メンデルスゾーン：序曲「フィン
ガルの洞窟」Op.26、ヴァイオリン協奏
曲　ホ短調Op.64、交響曲第5番ニ短調

「宗教改革」Op.107第一稿
指揮／新田ユリ　独奏／伊藤亜美
演奏／品川区民管弦楽団
￥前売券500円、当日券700円（全席自由）
チケット販売／文化観光課、チケットセ
ンターキュリア☎5479－4140ほか
※当日券は午後5時30分から会場前入り
口で販売します。
託児／1歳～就学前のひとり遊びのできる
お子さん10人（先着）　※おやつ代100円。
○託児希望の方は、10月31日㈬（必着）
までに、はがきに「コンサートの託児」
とし、住所、氏名、電話番号、お子さん
の氏名（ふりがな）・性別・月年齢を文化
観光課文化振興係へ
問文化観光課文化振興係

明治150年関連イベント

●龍馬と行く！船でお台場巡り＆しなが

わ散策

龍馬に扮
ふ ん

した劇団員の松川大祐と船で遊
覧、軍

し ゃ も な べ

鶏鍋も試食できます。
日10月7日㈰①午前9時～11時30分
②午後0時30分～3時
コース／北品川駅→土蔵相模跡→台場小
学校（御殿山下台場）→鯨塚（利田神社）
→品川浦→船清桟橋（乗船）→勝島運河・
しながわ花海道（下船）→浜川砲台→浜
川橋（泪

なみだ

橋）→坂本龍馬像→立会川龍馬
像前で軍鶏鍋試食　※歩きは約1km。
人高校生以上の方各24人（抽選）
￥各2,000円
申 9月21日㈮（必着）までに、往復はが

きに「龍馬」とし、番号、人数（4人まで）、
全員の住所・氏名・年齢・当日連絡のとれ
る電話番号を船清水辺観光事業部（〠140
－0001北品川1－16－8船清ビル5階）へ
●鮫洲～立会川「坂本龍馬ゆかりの地め

ぐり」まち歩き＆スタンプラリー

時間内に自由に回るスタンプラリーです。

日10月7日㈰午前10時～午後3時
コース／鮫洲駅（台紙配布）→山内容堂
公墓所→鮫洲八幡神社→しながわ花海道
→浜川砲台→立会川龍馬像前で軍鶏鍋試
食　　※約1.5km。　※記念品あり。
人500人（先着）
―――――――――　共通　―――――――――
問しながわ観光協会（☎5743－7642 
Fax5743－7643）、文化観光課観光推進
係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

御殿山アート＆

テクノロジー・ウイーク2018

品川御殿山で原美術館の現代アートや、
子どもから大人まで楽しめるテクノロ
ジー教育のコンテンツを楽しみませんか。
日10月5日㈮～8日㈷午前11時～午後8時
※8日は午後3時まで。原美術館は午前11
時～午後5時。
場御殿山トラストシティ（北品川4－7－
35）　※品川駅から無料送迎バスあり。
※原美術館は有料。
問御殿山エリアマネジメント実行委員会
事務局・森トラスト☎5511－2255（祝
日を除く月～金曜日午前9時～午後6時）
文化観光課観光推進係

（☎5742－6913 Fax5742－6893）

品川清掃工場 個人見学会

日9月22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9月20日㈭午後3時までに、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
送信票により受け付けます。送信票は
www.union.tokyo23-seisou.lg.jp/ken
gaku/index.htmlからダウンロードでき
ます。

品川＆早川ふるさと交流

秋の昇仙峡 赤沢宿ハイキング

日11月23日㈷～24日㈯
（区役所午前7時25分集合・午後5時30分
頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住か在勤の方40人（抽選）
￥12,000円、小学生以下8,000円

（交通費、宿泊費など）
申10月5日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「赤沢宿」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 Fax5742－6878）

レッツ スポーツ

ヨガ体験教室～はじめての方でも一緒に

日9月20日～10月18日の木曜日
午後7時～8時30分（全5回）
人中学生以上の方　￥1回200円
場 参当日、ヨガマットかバスタオル・タ
オル・飲み物を持って、直接荏原第五中
学校（旗の台5－11－13）へ
運営／荏原B地域スポーツクラブ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

宮前地区ソフトバレーボール教室

日9月23日～11月4日の日曜日午後1時～
4時（全6回）　※10月7日を除く。
￥1回100円
場 参当日、運動のできる服装で上履き・
タオル・飲み物を持って、直接宮前小学
校（戸越4－5－10）へ
運営／地域クラブe

エ バ ラ エ ー ス

baraA
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

総合体育館トレーニング室　9月祝日特別プログラム
日程 時間 種目 ＊上履き持参

人16歳以上の方各
20人（先着）
￥1種目400円
場参問当日、運動で
きる服・タオル・飲
み物を持って、直接

総合体育館へ

9月17日
㈷

9:30～10:30 やさしいヨーガ
10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
12:00～13:00 ボディバランス（姿勢調整）
14:30～15:30 はじめてのバレエ

9月23日
㈷

13:30～14:15 かんたんエアロ＆腹筋＊
14:30～15:15 ヨーガストレッチ
18:30～19:15 ボディパンプ（夜の筋トレ）＊
19:30～20:15 ボディコンバット＊

9月24日
㉁

9:30～10:30 やさしいヨーガ
10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
12:00～13:00 ボディバランス（姿勢調整）
14:30～15:30 はじめてのバレエ

　国民健康保険に加入するときや、

やめるときは14日以内に本人による届

け出が必要です。また、保険証に記

載されている内容に変更があった場

合（住所・世帯主変更など）も手続

きが必要です。国保医療年金課（本

庁舎4階）、品川第一・大崎第一・大

井第一・荏原第一・荏原第四・八潮

地域センターで手続きしてください。

　加入手続きが遅れた場合でも、遡っ

て保険料が請求されます。脱退の手

続きが遅れた場合は、国民健康保険

で負担した医療費を後日お返しいた

だく場合があります。届け出には確認

書類が必要となります。事前にお問い

合わせください。

国民健康保険の届け出をお忘れなく

問国保医療年金課資格係（☎5742－6676 Fax5742－6876）

サンタはなぜクリスマスイブ

にやってくるの？なぜ赤い

服を着ているの？その少年時代が悲し

くも心温まる誕生秘話を解き明かす。北極圏ラップ

ランドで撮影された、厳しくも美しい白銀の映像と

ともにお楽しみください。

日時／12月22日㈯
〈1回目〉吹替版＝午後2時30分開演　〈2回目〉字幕版＝午後5時開演　
※開場は各回開演の30分前。
会場／きゅりあん小ホール（大井町駅前）　料金／500円（全席指定）
発売開始／9月21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。
※4歳以上のお子さん入場可。　※発売初日は1人6枚まで。

問い合わせ／チケットセンター C
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

ワンコイン

名画座 国内劇場未公開作品！
フィンランド・アカデミー賞他多数受賞

©SNAPPER FILMS OY

サンタクロースになった少年



森林セラピー体験ツアー

6月24日㈰、ふるさと交流30周年を迎

えた神奈川県山北町で5 ～76歳の区民

21人が森林セラピーを体験。参加者か

らは「リフレッシュできました」など

の感想が寄せられました。

五反田バレーと協定締結

7月25日㈬、区は（一社）五反田バレーと

連携協定を締結。同社は五反田を本拠地

とするベンチャー企業6社で設立。五反田

地域の創業支援、企業の成長支援、ネッ

トワークづくりなどを行っていきます。

● しながわ観光フェア2018

● 31年度の学校選択

● 体育の日のイベント　● 子ども読書の日

次号予告　9月21日号

　

平成30年（2018）

9/11
2093号

、

7月11日㈬、十四世喜多六平太記念能楽堂（上大崎4）

で品川シルバー大学「ふれあいアカデミー」いきい

きコースの「能楽の世界」受講者50人による謡の発

表会を開催。家族などの前で堂々と謡いあげました。

品川シルバー大学
「能楽の世界」連吟発表会

6月29日㈮、旗台小学校で「おたがいさま運動」の学

習会を実施。4年生の計72人が参加し、体験を通して、

恥ずかしがらず声をかけてお手伝いをすることが「人

と人との支え合い」につながることを学びました。

「おたがいさま運動」
の学習会

6月22日㈮、中延小学校で4年生を対象に中が透けて

見えるごみ収集車“スケルトン車”などを使った環境

学習を実施。子どもたちは収集車の中の動きに興味

津々の様子でした。

スケルトン車での
環境学習

7月6日㈮、武蔵小山など区内7駅と八潮パークタウン

で品川区社会を明るくする運動の街頭広報活動を実

施。推進委員会のメンバー等が啓発用ティッシュペー

パーを道行く人々に配布しました。

社会を明るくする運動 
街頭広報活動

7月24日㈫、荏原町公園前のシャイニングロードで

「ジャンボのり巻きづくり」が開催。地元の幼稚園児

など60人が参加し、焼き海
の り

苔に具材をのせて一気に

巻き上げ、ジャンボのり巻きを完成させました。

25メートルのジャンボ
のり巻きづくり

7月13日㈮、大原小学校でパラリンピック競技「ウィ

ルチェアーラグビー」の体験教室を開催。全児童276

人が参加し、羽賀理之選手と峰島靖選手による講義を

受け、競技用車いすでタックルの実技体験をしました。

ウィルチェアーラグビー
体験教室

7月25日㈬、天王洲シーフォートスクエアで「打ち水

大作戦」を開催。開始前に40℃あった地面付近の温

度が、打ち水後に36.5℃まで下がると、参加者たち

から拍手がわき起こりました。

打ち水大作戦2018

7月30日㈪、大崎ゆうゆうプラザで子育て交流サロン

「大崎にこにこるーむ」による「夏休みスペシャル企

画　しゃぼん玉とんだ！」が開催。参加した子ども

たちはしゃぼん玉や打ち水体験を楽しみました。

大崎にこにこるーむ
「しゃぼん玉とんだ！」

友好都市協定締結25周年

7月31日㈫、区役所で品川区・オークラ

ンド市 友好都市協定締結25周年記念式

典を実施。ニュージーランドオークラン

ド市からは、フィル・ゴフ市長、スティー

ブン・ペイトン駐日大使が出席しました。

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。

ポートランド市とのスポーツ交流

7月25日㈬～31日㈫、総合体育館で「第

7回 品川区・ポートランド市（アメリ

カ合衆国）青少年スポーツ交流」を開

催。今年は「女子中学生バスケットボー

ル」の種目で熱戦が繰り広げられました。

古紙配合率80％再生紙を使用しています

スマホで読める！ 
広報しながわ
デジタルブック配信中！

「カタログポケット」このアイコンが目印▶


