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　年齢や障害の有無、国籍、文化の違いなどを超えて

誰もが楽しめるイベント「UNITE HEART FESTIVAL」

を、スクエア荏原全館で開催します。

　ギネス世界記録®に挑戦する「巨大手形アート」、オ

リンピックの名曲コンサートと選手などによるトーク

セッション の「S
シ ナ ガ ワ

HINAGAWA2020 C
コ ン サ ー ト

ONCERT×

T
ト ー ク

ALK」、ユニバーサルスポーツ体験会など楽しい催し

が盛りだくさん。ご家族で、お友だちと、秋の一日を

スクエア荏原で過ごしませんか。

11月10日㈯ 午前11時～午後7時

スクエア荏原
（荏原4－5－28）

荏原警察署
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※駐車場は利用できません。

※ 駐輪スペースに限りがあ

りますので、お越しの際

は公共交通機関をご利用

ください。

イベントごとに開催時間が異なります

「8時間で押された最多手形ペイント」に挑戦！

「巨大手形アート」

ギネス世界記録®町おこしニッポン

11/10はスクエア荏原へ！

　子どもから大人まで、誰もが参加できる手形アート。

たくさんの手形で一つの巨大なアート作品を作ります。

　参加は自由。多くの方に参加していただき、参加者の数で

記録更新をめざします。

あなたの手形がギネス世界記録の一翼を担う！

時間　午前11時～午後7時

会場　正面広場　　  　　

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

スクエア荏原

しながわ観光大使シナモロールや、
品川区3競技応援キャラクターも

遊びに来るよ！

●そのほかの催しについては、2ページで詳しく紹介しています。

©2001, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL No.G 591805
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独自の発想と手法で生み出された、魅力
的な作品の数々を展示します。
時間／午前10時～午後7時
問い合わせ／障害者福祉課福祉改革担当

（☎5742－6762 Fax3775－2000）

2018年10月1日号2

●フェイスペイント（隈
取り体験）やしながわ
体操、大道芸なども！

●全館をまわると1枚の絵が完成
する「重ね捺

お

しスタンプラリー」
を実施します。スタンプラリーを
完成させると、瓦割り体験がで
きます（瓦がなくなり次第終了）。

アート、カルチャー、スポーツイベントアート、カルチャー、スポーツイベントがが一堂に集結一堂に集結

U N I T E  

H E A R T  

FESTIVAL

ユ  ナ  イ  ト

ハ  ー  ト

フ  ェ  ス  テ  ィ  バ  ル

絵を描く制作過程をご覧いた
だけます。
出演／古小路浩典、梅宮俊明、
トモ・タカイ（予定）
時間／午前11時～午後6時

ズンバやボッチャ、ホッケーなど、子ど
もから高齢者まで誰もが楽しめるスポー
ツを体験できます。
時間／午後3時～5時30分
問い合わせ／スポーツ推進課地域スポー
ツ推進係

（☎5742－6838 Fax5742－6585）

全く新しい一人乗りモビリティ「U
ユ ニ カ ブ

NI-CUBβ
　ベータ

」に
試乗し、未来の乗り心地を体験できます。
時間／午前11時10分～午後1時30分 1回12
分・全12回（午前11時から受け付け〈先着〉）
対象／身長145cm以上・体重100kg以下の方

時間／午後1時30分開演
※チケットの購入方法など詳しくはお問い合わ
せください。
問い合わせ／

品川文化振興事業団
（☎5479－4140  

Fax5479－4160）

オリンピック・パラリンピックに関連した楽曲のコンサー
トと、オリンピアン・パラリンピアンなどによるトークセッ
ションです。
時間／午後7時開演
※申込方法など詳しくはお問い合わせください。
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）

年齢・性別・国籍を問わず誰でも楽しめる、多世代
交流アクティビティです。当たっても痛くないスポ
ンジの刀で、体についているボールを落とします。
時間／①午前11時30分から②午後0時45分から

（午前11時から受け付け〈先着各60人〉）

残席わずか！

申し込み受付中！

　問い合わせ　文化観光課（☎5742－6836 Fax5742－6893）

4階
展示室

2階
アリーナ

2階
アリーナ

2階
アリーナ

● 正面広場
● イベント

ホール

1階
第1スタジオ

4階
和室

3階
大・中会議室

1階
ひらつか
ホール

1階
ひらつか
ホール

3階
通路

1階
イベント
ホール

品川にゆかりのあるアーティストが、イ
ラストや写真、キャンドルなどの作品を
展示します。アーティストと身近に触れ
合える機会です。
時間／午前10時～午後6時
問い合わせ／品川文化振興事業団

（☎5479－4112 Fax5479－4160）

品川アーティスト7人展区民の皆さんの文化芸術活動
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。
時間／午前10時～午後7時
　　　午後2時から表彰式

品川区民作品展

Ⓒヨシカワゴエモン

11月10日㈯は

スクエア荏原へ！

スポンジを使ったオブジェに
よる不思議な空間をお楽しみ
ください。
時間／午前11時～午後7時

スポンジアート

花文字、アロマテラピーな
ど、様々な手作り体験が
楽しめます。
時間／午後5時まで

手作り体験
ユニカブ体験会

琴の音色とお茶席を楽しめます。
琴を弾く体験もできます。
時間／午前11時30分～午後5時30分

和文化体験

野田あすかピアノ・リサイタル

～こころのおと～

S
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男女共同参画推進フォーラム2018
思い込んでいませんか？～視野を広げた先に見えるもの～

人権尊重都市品川宣言25周年記念

世界の男女たちは今 ～もっと輝く、明日からの生き方～

　日時　11月10日㈯ 午後1時30分開演（午後1時開場）

　会場　きゅりあん小ホール（大井町駅前）

　今までの経験やイメージ、外見などから、自分が気付かないうちに思い込んでしまって行
動していることが、意外とあるのではないでしょうか。それは、巡ってきたチャンスを逃し
ていることになるのかもしれません。
　毎日の暮らしは可能性に満ちています。視野を広げ、多様性を認め合い、より柔軟な思考
で自分らしく生きる秘けつを探りませんか。

講師／大崎麻子（関西学院大学総合政策学部客員教授）
対象・定員／小学生以上の方150人（抽選）  ※手話通訳あり。
託児／1歳～就学前のお子さん（抽選） 　
申込方法／10月15日㈪（必着）までに、往復はがき（1枚2人まで）に「フォーラム参加希望」とし、
参加者全員の住所・氏名・電話番号、託児希望の方はお子さんの氏名・月年齢を、手話通訳希望の方・
車いすで来場の方はその旨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）へ
※結果は10月下旬に通知します。

みどりと花のフェスティバル

●大崎麻子

上智大学卒。米国コロンビア大学国際公

共政策大学院にて国際関係修士号（国際

人権・人道問題専攻）取得後、国連開発

計画（UNDP）ニューヨーク本部に入局。

途上国のジェンダー平等と女性のエンパ

ワーメントの推進を担当し、世界各地で

女性のための教育、雇用・起業支援、政

治参加の促進、紛争・災害後の復興支援

のプロジェクトを手がける。現在は、フ

リーの専門家として、国内外で活動中。

著　　書： 『女の子の幸福論－もっと輝

く、明日からの生き方』（講

談社）、『エンパワーメント　

働くミレニアル女子が身につ

けたい力』（経済界）

出演番組： 「サンデーモーニング」（TBS）、

「真相報道バンキシャ！」（日

本テレビ）など

区では、区民一人ひとりが互いに人権を尊重しつつ責任を分かちあい、能力と個性を発揮できる男女共同参画

社会の実現に向けて取り組んでいます。この取り組みの一環として、今年も、公募の区民の方を中心に企画し

た「男女共同参画推進フォーラム2018」を開催します。

　問い合わせ　男女共同参画センター（☎5479－4104 Fax5479－4111）

  各会場で、〈拠点回収〉で回収し再生処理した園芸土を無料で
  配布します

※東品川海上公園としながわ区民公園は土曜日のみ配布します。

※配布予定数がなくなり次第終了となります。詳しくはお問い合わせ

ください。

問い合わせ／品川区清掃事務所（☎3490－7098 Fax3490－7041）

  みどりと花のフェスティバルで使用する電力量のうち500kWhは、
  バイオマス発電でまかなわれます

問い合わせ／環境課（☎5742－6949 Fax5742－6853）

日時／10月27日㈯・28日㈰

午前10時30分～11時30分

午後1時30分～2時30分

講師／山口昌哉（プランツモジュール社長）

対象・定員／小学生以上の方各回13組26人

※小学生と保護者を優先し抽選。　　　　　　　　　　　

会場・申込方法・問い合わせ／10月15日㈪（必着）までに、往復はが

き（1枚2人まで）で教室名、希望日時、参加者全員の住所・氏名・電

話番号をしながわ区民公園管理事務所（〠140－0012勝島3－2－2☎

3762－0655 Fax3767－8258）へ

　　東品川海上公園
　　（東品川3－9）

日時／10月13日㈯・14日㈰

午前10時～午後4時

内容／押し花、ステンシル、苗販売、

みどりの相談所、写真展示　ほか

問い合わせ／同園

（☎・Fax3471－3696）

　　しながわ区民公園
　　（勝島3－2）

日時／10月27日㈯ ・28日㈰　

午前10時～午後4時

内容／植木販売、昔遊び工作  ほか

問い合わせ／同園

（☎3762－0655 Fax3767－8258）

　　戸越公園
　　（豊町2－1）

日時／10月20日㈯ ・21日㈰　

午前10時～午後4時

内容／みどりの相談所、盆栽展示、

苗木販売、花苗無料配布　ほか

問い合わせ／同園

（☎3782－8819 Fax3782－8849）

　　西大井広場公園
　　（西大井駅前）

日時／11月10日㈯・11日㈰　

午前10時～午後4時

内容／植木販売、盆栽展示、

昔遊び工作　ほか

問い合わせ／

しながわ区民公園

（☎3762－0655 Fax3767－8258）

フラワー

アレンジメント

教室
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対象／15歳以上の方（抽選）　※No.11～17・121～188は除く。

会場・申込方法・問い合わせ／10月14日㈰午後5時（必着）までに、往復はがき（1コース1枚）

でコース、No.、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、区内在勤か在学の方は会社名・学校

名と所在地・電話番号、No.11～17・121～188はお子さんの氏名（ふりがな）・生年月日を、No.1

～39は荏原健康センター、No.51～359は品川健康センターへ

荏原健康センター（〠142－0063荏原2－9－6☎3788－7017 Fax3788－7052）（全13 ～17回）

12月～31年3月の募集健康センターコース型プログラム

コース No. 曜日 開始時間 定員

かんたんエアロ60 1
月

  9:15 35人

ストレス解消！のびのび体操 2 12:30 30人

中高年の健康運動　★
3 水 14:25

各
35人

4 木 16:00

朝の健康体操 5

金

  9:15

肩こり・腰痛解消体操 6 11:35

脂肪燃焼エアロ60
　　 　（初中級）

　　　　　　　　　　     （初級）

7 15:30

8
月

19:45

ステップシェイプ＆ストレッチ 9 11:20 各
30人ステップ＆スーパー引き締め 10 水 10:10

キッズダンス～ポップ＆キュート
（５～8歳）

11 月 16:45

各
20人

キッズダンス（５～8歳） 12 水 17:00

ジュニアダンス（8～12歳）　★
13 月 17:55

14 木 17:15

 （1歳） 15 金 12:55
各

20組
親子で頑張ろう （2歳） 16

土
12:10

 （3～5歳11カ月） 17 13:20

グループパワー（バーベル筋トレ） 18 水 19:50 26人

グループセンタジー（ヨガ＆ピラティス）19 月 13:40 30人

ボクシングフィットネス入門 20 火 19:45 35人

コース No. 曜日 開始時間 定員

ボクシングフィットネス 21 木 19:45

各
35人

はじめてHIPHOP 22 日 10:30

はじめてフラダンス

23 火 13:55

24 木 12:30

25 金 17:05

ステップアップフラダンス 26

火

12:45

はじめて太極拳 27 15:05

ステップアップ太極拳 28 16:15

かんたんピラティス 29 水 15:40

ピラティス
30 木 18:30

31 土 15:40

骨盤調整エクササイズ 32

木

14:45

リフレッシュヨーガ　★

33 9:15

34 11:20

35

金

10:25

36 14:15

37 18:30

38 日 12:45

アロマヨーガ 39 土 19:45

［品川健康センター］

各コース1時間　※No.96～99は1時間15分。

※No.15～17・121～152は親1人子ども1人で1組。  
※No.11～17・121～188の月齢・年齢は11月30日現
在。
※区内在住・在勤・在学の方を優先し抽選。  ※申
請者以外は入室不可（託児なし）。 ※入金後のコー
スの変更・譲渡・振り替え・返金は不可。  ※定員
に満たないコースは、11月11日㈰午前9時から受け付
け（先着。初日は電話受付のみ）。  ※申込人数が少
ないコースは閉講する場合があります。

［荏原健康センター］

No. 費用

1、2、8、9、11、13 各6,500円

4、14 各7,500円

3、10、12 各8,000円

5～7、15～17 各8,500円

19 7,800円

21、24、30、32～34 各9,000円

18、20、23、26～29 各9,600円

22、25、31、35～39 各10,200円

★は同一種目内で1人1通。

コース No. 曜日 開始時間 定員

体
操
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

かんたんエアロ 51
水

13:15 40人
シェイプ＆ストレッチ 52 20:00 35人
モーニングストレッチ 53

火
9:30 25人

健康リズム体操 54 13:15 35人
はじめて健康体操 55 木 15:45

各

25人

転ばぬ先の健康体操　★
56 水 10:45
57 金 9:45

肩こり・腰痛解消教室　★
58 月

10:45
59 木

筋肉トレーニング（初級）　★
60

日
9:15

61 10:25
身体メンテナンス 63

木
18:45

インナービューティー骨盤ケア 64 10:45
ボクシングフィットネス 65 土 19:30 45人
グループパワー 66 日 13:20 35人

リ
フ
レ
ッ
シ
ュ

美姿勢ストレッチ 71 火 19:00 20人
やさしい一楽庵太極拳 72 水 9:45 40人
はじめて太極拳 73 火 10:45 35人

やさしい気功
74 月 9:30 40人
75

火
13:15 25人

リフレッシュヨーガ　★

76 11:15
各

27人

77
水

9:15
78 19:50
79 木 20:15
80

金
9:50 50人

81 20:00
各

27人
82

土
14:15

83 18:30
アロマヨーガ 84 木 20:00
骨盤調整＆バレエストレッチ 85 水 14:30

各

25人
ピラティス

86 月 11:15
87

水
12:00

88 18:45
89 木 12:00

骨盤調整ピラティス 90 月 20:00

バ
レ
エ

はじめてクラシックバレエ 96 火 18:50
各

40人
 

（初級）
クラシックバレエ

 （初中級）

97 金 11:10
98

土
12:30

99 17:00 各

20人

ダ
ン
ス

はじめてフラダンス
100 月 15:45
101 火 19:50 22人
102 金

14:30

各

20人

ステップアップフラダンス
103 月
104 火 18:40

フィットネスフラダンス 105 土 16:00
はじめてタップダンス 106 水 18:40
フラメンコ入門 107 月 19:30
フラメンコ初級 108 木 19:00

ベリーダンス
109 金 20:15 各

21人110 土 14:00
はじめてジャズダンス 111 月 20:45

各

20人
はじめてHOUSE 112 火

20:15
ボリウッドダンス 113 水
ZUNBA 114 木 19:00 50人

コース No. 曜日 開始時間 定員

親
子
（
親
１
人
・
子
１
人
で
１
組
）

親子ヨーガ

（2カ月～1歳５カ月）　★

121 月 13:45

各
21組

122 火 10:00
123 木 9:30

すくすく親子のベビーマッサージ

（1カ月半～12カ月）
124 金 11:50

ベビーマッサージ＆ママケアストレッチ
（1カ月半～12カ月）　★

125 木 15:40

126 金 13:00

赤ちゃん親子・ママビューティー　★
 （1カ月半～11カ月）

127 月 12:00
各

20組
128 火

13:10
129 水
130 木 14:30

赤ちゃん親子・産後ビューティー（1カ月半～7カ月） 131 水
12:00

各
30組

ママとベビーのフィットリトミック ★
（8カ月～１歳６カ月）　　　　　 

132 火
133 水 14:20 各

20組134 木 13:15

よちよち親子・ママビューティー　★
（1～２歳６カ月）

135 水
12:00

各
21組

136 木
137 金 9:30

わんぱく親子・ママビューティー　★
（2～5歳11カ月）

138 火 11:45
139 水 10:30

わんぱく親子・体操名人（2～5歳11カ月）140 木 12:00 30組
わんぱく親子・元気家族

（2～5歳11カ月）
★

141 日 9:45 各
20組142

土

11:20

よちよち親子・元気パパ（1～3歳11カ月）
★

143 10:00

各
21組

144 11:45

わんぱく親子・元気パパ（3～7歳11カ月）
145 9:15
146 13:00

親子体操・ママ美ボディ　★
（8カ月～1歳11カ月）

147 月 13:15
148 金 10:40

親子・ （1～3歳11カ月）
元気ファミリー　　 （4～6歳11カ月）

149
日

11:00
150 12:10

ママダンス with ベビー （1～3歳11カ月） 151 月 10:00
親子で楽しく！フラダンス （3～12歳11カ月）152 土 12:35 23組

子
ど
も
体
操

ヒヨコ（3～4歳11カ月）

★

156 月

14:30

22人
157 火

各
16人

158 木
159 金

ウサギ（5～6歳11カ月）
160 月

15:45
25人

161 火 18人
162 金 15:50 各

25人
タイガー（小1～3）

163 月

17:00
164 木 各

16人
パンダ（小1～6）

165 火
166 金 25人

キッズビート体操（3歳5カ月～6歳11カ月）167 水 15:40 45人

キッズ空手（新極真会）（4歳～小6）★
168

木
16:00 各

28人169 17:15

子
ど
も
ダ
ン
ス

キッズダンス～ポップ＆キュート～（4～8歳11カ月） 170 17:00

各
20人

　　　　　　　　　 （4～8歳11カ月）

キッズダンス　　　  （小2～中3）

171
月

16:55
172 18:10

  　　　　　　　　  （小1～6） 173 金 17:45
ジュニアビート運動塾（小1～6） 174 水 16:55
　　　　　　　　　 （3歳6カ月～5歳11カ月）175

月
15:55

　　　　　　       　（5歳～小2） 176 17:10
キッズチア

　
★

　  　（4～6歳11カ月）177
水

15:30
 　　　　　　　　　（小1～4） 178 16:45
キッズアイドルダンス（4～6歳11カ月）179 火 16:30

品川健康センター（〠140－0001北品川3－11－22☎5782－8507 Fax5782－8506）（全15回、月曜日は全13回）

コース No. 曜日 開始時間 定員

子
ど
も
バ
レ
エ　

★

チューリップ（3歳6カ月～6歳11カ月）
180

金

12:35 20人
181 14:40 25人

 （5歳6カ月～小1） 182 15:50 各
20人

スイートピー
 （小2～中3） 183 17:00

プチローズ（3歳6カ月～6歳11カ月） 184
火

15:45 各

25人ローズ（小3～中3） 185 17:00
プチローズ（5歳～小1） 186

水
15:45 20人

ローズ（小1～3） 187 16:55 25人
プチローズ（5歳6カ月～小1） 188 土 15:30 20人

初　級 201

月

10:00
初中級 202 11:00
初　級 203 19:00
初心者 204 20:00
初　級 205 21:00

初心者 206

火

10:00
初　級 207 11:00
初中級 208 12:00
初　級 209 13:00
初中級 210 14:00
中　級 211 15:00
初中級 212 18:00
中　級 213 19:00
初中級 214 20:00
中　級 215 21:00

初　級 216

水

18:00
初心者 217 19:00
初中級 218 20:00
初　級 219 21:00

初　級 220
木

11:00
初中級 221 12:00
初　級 222 14:00

ス
カ
ッ
シ
ュ　

★　

（
定
員
は
各
６
人
）

コース No. 曜日 開始時間 コース No. 曜日 開始時間

初中級
223

木

15:00
224 18:00

初　級 225 19:00
上　級 226 20:00
初中級 227 21:00

初　級
228

金

18:00
229 19:00
230 20:00

初心者 231 21:00

初　級 232

土

10:00
初心者 233 11:00
中　級 234 12:00
初中級 235 13:00
初　級 236 15:00
初心者 237 16:00
初中級 238 17:00

初　級 239

日

10:00
初中級 240 11:00
初心者 241 12:00
初中級 242 13:00
初　級 243 15:00
初中級 244 16:00
初　級 245 17:00

301

月

14:00
302◆ 16:00
303 18:00
304 19:00
305 20:00
306 21:00

307

火

  9:30
308 10:30
309 11:30
310 13:00
311 14:00
312 16:00
313 18:00
314 19:00
315 20:00
316 21:00

317

水

  9:30
318 10:30
319 13:00
320 14:00

ゴ
ル
フ　

★　

（
定
員
は
各
10
人
）

コース No. 曜日 開始時間
321

水

16:00
322 18:00
323 19:00
324 20:00
325 21:00

326◆

木

  9:30
327 10:30
328 11:30
329 14:00
330 16:00
331 18:00
332 19:00
333 20:00
334 21:00

335

金

  9:30
336 10:30
337◆ 11:30
338 14:00
339 15:00
340 16:00

341

金

18:00
342 19:00
343 20:00
344 21:00

345

土

  9:30
346 10:30
347 11:30
348 12:30
349 14:30
350 15:30
351 16:30
352 18:00
353 19:00
354 20:00

355

日

  9:10
356 10:10
357 11:10
358 12:40
359 13:40

No. 曜日 開始時間 No. 曜日 開始時間

 ◆は中上級者向けの実践クラス

※ shinagawa.esforta.jp/からも申し込めます（1次募集のみ）。

No. 費用

156、160、163、171、172、175、
176 各6,500円

157～159、161、162、164～170、
173、174、177～188 各7,500円

58、121、127、147、151 各7,800円

51～57、59～61、63、64、
122～126、128～146、
148～150、152

各9,000円

74 9,100円

86、90 各10,400円

65、71～73、75～83 各10,500円

66、84、85、87～89 各12,000円

100、103、107、111、
301～306 各13,000円

96～99、101、102、104～106、
108～110、112～114、307～359 各15,000円

201～205 各15,600円

206～245 各18,000円

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.6

東京2020オリンピックまで662662日、パラリンピックまで694694日です
10月1日

現在

　10月27日㈯にしながわ中央公園で、ブラインドサッ
カー東日本リーグと、スポーツフェスタ「O

オ ズ

Z」が同
時開催。「ブラインドサッカー」って？というみなさ
まのために、今回のコラムで紹介します。
　ブラインドサッカーはパラリンピック正式競技で、
ゴールキーパー以外の視覚障害のあるフィールドプ

レーヤーがアイマスクを着用し、ゴール
を狙う競技です。「シャカシャカ」と音が
出る特殊なボールを使用し、ゴール裏に
いるガイドの指示やボールの音を聞き分
けてプレイします。選手同士の激しいぶ
つかり合いやサイドフェンスを利用した
パスワーク、まるで全て見えているかの
ような自由自在なボールコントロールは、
驚きと魅力が満載です！
　目の前で展開される迫力あるプレイを
ぜひ見に来てくださいね！　

10月27日㈯ブラインドサッカー公式戦
迫力あるプレーを間近で！！

品川区応援3競技　ホッケー、ビーチバレーボール、ブラインドサッカー

藤尾香織

×
2020

品川区東京2020大会
コミュニケーター

元ホッケー日本代表

藤尾香織

しながわ2020

スポーツ大使の川村選手も

試合に出るよ！

    いざ、出
しゅつ

陣
じん

じゃ～！

がんばれ！！
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　12月～31年3月の募集総合体育館コース型プログラム

対象／16歳以上の方（抽選）

※No.1～4・10・11・20・21・24・

25・28～30・37～39・45・48・

49・53・54・60は除く。

会場・申込方法／10月11日㈭（必

着）までに、往復はがき（1コー

ス1枚）でコース、No.、住所、氏

名（ふりがな）、年齢（11月30日

現在）、電話番号、性別、区内在

勤か在学の方は会社名・学校名と

所在地・電話番号、No.1～4・10・

11・16・20・21・24・25・28

～30・37 ～39・45・48・49・

53・54はお子さんの氏名（ふりが

な）・生年月日（月年齢）を総合体

育館（〠141－0022東五反田2－

11－2）へ

問い合わせ／同館（☎3449－

4400 Fax3449－4401）

※No.1～4・16・24・25・45は大人1
人・子ども１人で1組。
※区内在住・在勤・在学の方を優先
し抽選。　
※申請者以外は入室不可（託児なし）。
※コース変更・振り替え・返金は不可。
※定員に満たないクラスや、満員の
クラスでキャンセルが出た場合は、
10月20日㈯午前10時から受け付け

（先着。初日は電話受付のみ）。

各コース1時間　※No.56は1時間30分。

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

親子
体操

「さくら」（2歳6カ月～3歳） 1

月

9:45

各6,000円

各
10回

各
30組

「なでしこ」（1歳4カ月～2歳） 2 11:00
「たんぽぽ」（8カ月～1歳4カ月） 3 12:15
「すみれ」（0歳） 4 13:30

やさしいヨーガ 5 9:30 7,000円 各
20人脂肪燃焼ステップ&筋トレ 6 10:45

各6,000円
ボディバランス（姿勢調整） 7 12:00 15人
はじめてのヨーガ 8 13:15 7,000円

各
20人

大人バレエ（入門～初級） 9 14:30
各6,000円こども

バレエ
「キューピット1組」（4～6歳） 10 16:00
「フェアリー」（小学生） 11 17:10

ヨーガ入門 12 19:00
各7,000円

骨盤調整ヨーガ 13 20:10 15人
ピラティスストレッチ 14

火

9:30

各8,400円

各
14回

各
25人ピラティス入門 15 10:45

ママのピラティス（0歳） 16 12:05 20組
やさしい太極拳 17 13:30 30人
代謝を上げて脂肪を落とす教室 18 11:00 7,000円 各

20人やさしい筋トレとストレッチ 19 13:30 8,400円
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 20 15:35

各7,000円 各
15人

こども運動教室「ペガサス」（5・6歳＊） 21 16:45
フラメンコ入門 22 19:00

各8,400円
ボディパンプ（バーベルで筋トレ） 23 20:15 20人

親子
体操

「ひまわり」（2・3歳） 24

水

10:00 各
15組「ちゅーりっぷ」（1歳） 25 11:20

ピラティス入門 26 12:50

各
20人

ヨーガ入門 27 14:00 9,800円

こども
バレエ

「キューピット2組」（4~6歳） 28 15:15
各8,400円「キューピット3組」（4~6歳） 29 16:30

「エンジェル」（小1～4） 30 17:40

コース No. 曜日 開始時間 費用 回数 定員

ボディバランス（姿勢調整） 31
水

19:00

各8,400円

各
14回

各
20人ジャズダンス入門 32 20:15

少し慣れたピラティス 33

木

9:30 各
30人ピラティス入門 34 10:45

ヨーガ入門 35 11:00 9,800円 各
20人腰痛肩こり改善体操 36 12:15

各7,000円
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 37 15:30

各
15人

ダンス☆キッズ☆ダンス（小1～4） 38 16:40
ダンス☆ジュニア☆ダンス（小3 ～中学生） 39 17:45
やさしいピラティス 40 19:00

各8,400円

各
20人少し慣れたピラティス 41 20:15

金曜朝の太極拳 42

金

9:30 25人
ピラティス入門 43 10:45 30人
金曜朝のやさしいヨーガ 44 9:30 9,800円 20人
親子体操「もも」（2・3歳） 45 10:45

各8,400円
15組

初級フラダンス 46 12:00 25人
中級フラダンス 47 13:05 20人
こども運動教室「オリオン」（4・5歳） 48 15:35

各7,000円 各
15人

こども運動教室「ペガサス」（5・6歳＊） 49 16:45
タヒチアンダンス 50 20:15 9,800円
バレエストレッチ&エクササイズ 51

土

9:25

各8,400円

各
25人朝の少し慣れたバレエ 52 10:30

モダンバレエ・キッズ（5歳～小2） 53 15:20 20人
モダンバレエ・ジュニア（小・中学生） 54 16:30 15人
夜の少し慣れたバレエ 55 17:45

各
20人

バレエ（ポアントに挑戦）（バレエ経験者） 56 19:00 9,000円 10回
メタボ対策！運動不足解消教室 57

日

9:30 7,000円

各
14回

ボディパンプ（朝の筋トレ） 58 10:45 8,400円
日曜午後の運動不足解消教室 59 15:45 7,000円 各

15人ヒップホップ入門（中学生以上） 60 17:00 8,400円

＊は就学前のお子さんが対象のコース

来場者には、品川区3競技応援キャラクターの

オリジナル缶バッジか、腕にくっつくバルーン

をプレゼント♪（数に限りがあります）

～ Olympic  Zeal（オリンピックへの熱意）～
オリンピック ジール

　東京2020オリンピック・パラリンピックの2年前

を記念し、スポーツイベント「OZ」を開催します。

「OZ」は、「Olympic Zeal（オリンピックへの熱

意）」の頭文字からとった名前で、色々なオリンピック・

パラリンピック競技を体験できるイベントです。当日

はブラインドサッカーの公式戦を同時開催し、迫力あ

るプレーを生で見ることができます。

　ほかにも、スタンプラリー、キッチンカーやハン

ドメイド品が充実のフリーマーケットなど盛りだく

さん！家族みんなで1日中お楽しみいただけます。

※ブラインドサッカー東日本リーグは午前11時～午後5時。
※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

10月27日㈯ 午前10時～午後3時

しながわ中央公園（区役所前）

品川区応援3競技のホッ

ケー、ビーチバレーボー

ル、ブラインドサッカーを

はじめとして、ボルダリン

グやボッチャなど色々な

スポーツを体験できます。

特設ステージでは、スゴ技けん

玉集団「d
ダ マ ッ シ ー

amassy」による技の

披露や、品川区のご当地ヒーロー 

「クレイヴァルス」のパフォーマ

ンスショーが行われます。品川

区3競技応援キャラクターも登場

します！

午前11時～午後5時は、視覚に

障害のある選手がアイマスクを

してプレーするブラインドサッ

カーの公式戦「東日本リーグ」

を生で観戦できます！ 

※4ページのコラムでも紹介し

ています。

来場者プレゼント

スポーツフェスタOZ！スポーツフェスタOZ！みんなで

あそぼっ！

オ ズ

シナカモン、ビーチュウ、やたたまと楽しもう！

　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）

しながわ2020
区独自ボランティア

「しな助
すけ

」に登録しませんか？

　東京2020オリンピック・パラリン

ピックに向けて、区主催スポーツイベ

ントなどに協力していただける方を募

集します。

　ボランティアとして活動したい方、

応援したい気持ちのある方、イベント

情報を受け取りたい方は、ぜひご登録

ください。

　詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ／セレスポしな助事務局

（☎6903－6460 Fax5394－7654）

休憩
コーナー

中小企業
センター

区役所

至下神明駅

至
大
崎
駅

グラウンド

スポーツ体験コーナー

スペシャルゲスト

ステージ

スポーツ体験をして

スタンプを集めましょ

う！スタジアムクッショ

ンかカラーボールを

プレゼントします（数

に限りがあります）。

スタンプラリー

ⒸJBFA

子どもから大人まで、誰でも参加できる

かけっこの記録会を行います。

定員／222人（先着）　※参加者には記録証を進呈します。

東京20m20cmかけっこ・トライ

ブラインドサッカー

東日本リーグ

元サッカー日本代表の

ラモス瑠偉さんも

遊びに来ます！
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　第2回ユニバーサルスポーツフェスタ

子どもも大人も、障害のある方もない方も楽しめるス
ポーツフェスタです。
日10月20日㈯ 午後1時30分～4時30分
内車いすバスケットボール、トランポリン、カローリ
ング、ボッチャなど
￥1人100円
運営／品川区スポーツ推進委員会
場 申当日、運動のできる服装で、上履き・タオル・飲
み物を持って、直接戸越体育館へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

　温泉ハイキング「弘法山＆鶴巻温泉」

尾根道を歩いた後、温泉を楽しみませんか。
日11月3日㈷ 午前8時30分～午後3時　
※新宿駅南口集合・現地解散。
場秦野弘法山（温泉は「弘法の里湯」）
人10km程度歩ける健康な方30人（抽選）
￥2,000円、小・中学生1,000円（復路交通費別）
主催／品川区キャンプ協会
申 問10月19日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「温
泉ハイキング」とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号・Eメールアドレスをスポーツ協会へ

　なぎなた初心者教室（全4回）

日11月1日～22日の木曜日 午前10時～11時30分
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住か在勤の方15人（抽選）　※男性も可。
￥3,000円　※なぎなたは無料で貸し出し。
主催／品川区なぎなた連盟
申 問10月12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、性別、電
話番号をスポーツ協会へ

　第59回連盟杯争奪ダブルス卓球大会

日11月4日㈰ 午前9時30分から　場総合体育館
種目／混合種目：一般混合、セミシニア混合、初級混
合（女子ダブルス可）
男女別種目：一般男子・女子、セミシニア男子・女子、
シニア男子・女子、ベテラン男子・女子。　※セミシ
ニアは合計110歳以上。シニアは合計120歳以上。ベ
テランは合計130歳以上。　※混合と男女別の重複の
み1人2種目出場可。　※年齢は31年4月1日現在。
￥1組2,000円、連盟登録者1,600円
主催／品川区卓球連盟
申 問10月16日㈫までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　男子シードチャレンジ大会（硬式テニス）

日11月11日㈰ 午前9時から　※準決勝・決勝は11月
25日㈰・八潮北公園（八潮1－3）。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
試合方法／ダブルストーナメント戦
人区民大会・選手権大会で過去3年8位以内に入って
いない方48組（先着）
￥1組3,000円、連盟登録者2,500円
主催／品川区テニス連盟
申 問10月22日㈪までに、費用を持ってスポーツ協会へ

　水泳教室

●豊葉の杜女性（ＨＫコース）（全19回）

日11月～31年3月の水曜日 午前9時30分～11時
場豊葉の杜学園温水プール（二葉1－3－40）
人16～65歳の女性の方10人（抽選）
￥14,250円（保険料・登録費2,000円別）
●短期八潮健康水泳（全10回）

日11月～31年1月の金曜日 午前11時30分～午後1時
場八潮学園温水プール（八潮5－11－2）
人40歳以上の方30人（抽選）
￥10,000円（登録費・保険料込）
────────────共通────────────
主催／品川区水泳連盟
申 問10月10日㈬ （必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名、年齢、性別、電話番号、泳力（クロール
で何m）をスポーツ協会へ

　スポーツ推進委員会杯スポーツ大会

①パパ・ママバレーボール大会（9人制）

日11月11日㈰ 午前9時から
場総合体育館、日野学園アリーナ（東五反田2－11－1）
人区内在住か在勤で、40歳以上の方

（既婚者、未婚者問いません）
※1チーム9 ～15人。 ※男性の常時出場は2～3人。
②ソフトバレーボール大会（4人制）

日11月18日㈰ 午前9時から　場総合体育館
人区内在住か在勤の方
⑴中学生以上男女混合の部 ⑵40歳以上男女混合の部
※1チーム4～6人。  ※女性の常時出場は2人以上。女
性だけのチームでも参加可。  ※⑴⑵の重複参加不可。
────────────共通────────────
￥1チーム①4,000円 ②2,000円
申 問10月31日㈬ までに、スポーツ推進課・体育館・
地域センターで配布する申込書をスポーツ推進課地域
スポーツ推進係へ持参  ※①②の重複参加可。 ※キャ
プテン会議は11月7日㈬ 午後7時から、総合体育館。

　初心者対象スケートボード教室

日10月27日㈯ 午前10時～正午　※雨天中止。
場八潮北公園スケートボード場（八潮1－3－1）　
人20人（先着） 　※小学生以下は保護者同伴。
持ち物／ヘルメット、スケートボード、住所・氏名・
生年月日が確認できるもの（健康保険証、学生証など）
￥200円、小学生以下100円
申 問月～金曜日の午前9時～午後5時に、電話で八潮
北公園管理事務所☎・Fax3790－2550へ

　第68回品川区民スポーツ大会（秋季）
　ゴルフ大会

日11月13日㈫ 午前8時集合
場鶴舞ＣＣ東コース（千葉県市原市）
人64人（先着）
￥4,000円＋プレー費15,700円（カート・キャディ
付き、昼食込）
申 問10月20日㈯ （必着）までに、はがきに「区民ゴ
ルフ大会」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号、参考ハンディキャップをスポーツ協会へ

　第15回品川区武術太極拳連盟交流演武大会

日12月2日㈰ 午後1時開始　場総合体育館
種目／個人の部＝24式太極拳、24式太極拳シルバー
部門（65歳以上）、その他の太極拳（各式自選・規定）、
太極器械（剣・刀・扇など）、長拳その他
団体の部＝太極拳（5人以上で徒手、または器械の集
団演武）
￥個人の部＝1,500円、高校生以下1,000円
団体の部＝1人1,000円、高校生以下500円
主催／品川区武術太極拳連盟
申10月24日㈬までに、電話かFAX、Eメールで品川
区武術太極拳連盟（☎070－1278－0023 Fax050－
3730－0805 info@shinagawa-taiji.com）へ
問スポーツ協会

　「障がいのある方と共に」
　皆で楽しくグラウンド・ゴルフ

日11月3日㈷ 午前9時～午後2時
場旗台小学校（旗の台4－7－11）
人会場まで来ることができる障害のある方と介助の
方、関心のある方
￥100円（保険料込）
運営／荏原Ｂ地域スポーツクラブ
申 問10月26日㈮までに、電話かFAXに「グラウンド・
ゴルフ」とし、住所、氏名、電話番号をスポーツ推進
課へ

●スポーツ推進課  

地域スポーツ推進係（第二庁舎6階）

〠140－8715　広町2－1－36

☎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10月15日㈪はお休みです

レッツ スポーツ

　第68回品川区民スポーツ大会（秋季）

競技名 日程 会場 申込締切日 費用 内容

①ライフル射撃 10/28㈰
伊勢原射撃場
(神奈川県)

当日会場へ
エアーライフル 

スモールボアライフル 
1,500円
2,500円

○立射の部　○伏射の部（各60発）
※弾は各自持参、銃砲等所持許可証を携帯のこと

②グラウンド・ゴルフ

11/4㈰

しながわ中央公園
（区役所前）

10/18㈭ 500円
○一般の部（16歳以上）
※個人対抗4ラウンド32ホールで男女優勝あり　※予備日11/18㈰

③ダンススポーツ
品川健康センター

（北品川3－11－22）
10/17㈬ 1ペア  800円

○スポーツダンス　○ベーシック　○ニュースター　○シニアスターⅠ（ペア合計120歳
以上）・Ⅱ（ペア合計135歳以上）※スタンダード（ワルツ・タンゴ複合）、ラテン（チャチャ
チャ・ルンバ複合）　※Ａリーグ登録者は除く

④ソフトテニス 11/25㈰
しながわ区民公園

（勝島3－2）
11/8㈭ 1ペア  500円 ○中学男子・女子

⑤太極拳　　　 12/2㈰ 総合体育館 10/24㈬

個人の部
高校生以下

500円
300円 ○個人の部＝24式太極拳、24式太極拳シルバー部門（65歳以上）、その他の太極拳（各

式自選・規定）、太極器械（剣・刀・扇など）、長拳その他
○団体の部＝太極拳（5人以上で徒手、または器械の集団演武）団体の部

高校生以下
3,000円
1,500円

申問①は当日直接会場へ、②～⑤は申込締切日までに、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

●バドミントン（フリー利用＆教室）

日10月9日㈫・23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。
●キンボール教室

日10月2日～30日の火曜日 午後7時～9時  ※23日を除く。
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
　

●体操教室

日10月2日㈫・16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　
●ノルディックウオーキング＊
日10月4日～25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。

●文化教室＊
日 内①10月1日㈪＝折り紙教室
②22日㈪＝マジック教室 午後7時～8時30分
場①戸越体育館、②荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
￥1回100円　

　スポクラ・しながわ

●太極拳教室

日10月5日㈮・26日㈮ 午後7時～9時
場第一日野小学校（西五反田6－5－32）
￥1回200円

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。

問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

＊は上履き不要。
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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

　難病リハビリ教室と交流会

日10月22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・脊髄小脳変性症など
の神経難病患者と家族30人（先着）
場 申 問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　1歳からのとりわけ食

　デモンストレ－ション講座　　  電子

日10月27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歳児と保護者
25組（抽選）　
※保護者1人での参加も可。
※託児はありません。
運営／品川栄養士会
申 問10月17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－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

　ぜん息患者のみなさまへ～東京都大気

　汚染医療費助成制度のお知らせ～

人次の全てにあてはまる方
①18歳未満②気管支ぜん息、慢性気管支
炎、ぜん息性気管支炎、肺気しゅにり患
③都内に引き続き1年（3歳未満は6カ月）
以上住民登録がある④健康保険などに加
入している⑤申請日以降喫煙しない
助成内容／認定された疾病の治療に要し
た医療費のうち、保険適用後の自己負担
額を助成　
※生年月日が平成9年4月1日以前の方で
有効期間内の医療券をお持ちの方は更新
のみ可能です。更新に必要な書類は有効
期間満了の約2カ月前に送付します。
問健康課公害補償係

（☎5742－6747 Fax5742－6883）

　思春期家族教室

不登校・ひきこもりなどのお子さんの悩
みを持つ家族同士で話し合う教室です。
日10月12日㈮ 午後2時～4時
講師／新倉佳久子（臨床心理士）
場 申 問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

　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

10/15㈪
12:00～15:00

区役所啓発展示室
（第二庁舎3階）

10/17㈬
13:00～16:00

武蔵小山商店街パルム会館
（小山3－23－5）

※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）

　40代からの健康塾

コース 曜日 時間 定員（抽選） 会場
Ａ 金 13:15

各25人
品川健康
センターＢ 土 10:30

Ｃ 火 19:45 20人 荏原健康
センターＤ 水 11:20 30人

※時間は各1時間。 ※Ｄは運動量の多いコース。

日12月～31年3月（全14回） 
人生活習慣病の改善に取り組む40歳以上
の方    
￥各3,200円    
申 問10月14日㈰（必着）までに、往復はが

き（1コース1枚）で講座名、コース、住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号をＡ・Ｂ
は品川健康センター（〠140－0001北品川3
－11－22☎5782－8507 Fax5782－8506）、
Ｃ・Ｄは荏原健康センター（〠142－0063荏
原2－9－6☎3788－7017 Fax3788－7052）
へ　※入金後のコースの変更・振り替え・
返金・譲渡は不可。

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

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）

10月7日㈰

8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）

10月7日㈰

 たつのこどもクリニック 大　井 2 － 2 －11 ☎3775－8600

 すぎやま歯科 西五反田 8 － 1 － 2 ☎3492－8110

 栗原医院 荏　原 2 －10－13 ☎3782－0530

 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

10月8日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 －19－11 ☎5762－2789

 龍歯科医院 西五反田 8 － 2 － 2 ☎3491－9489

 歯科依田医院 戸　越 6 － 7 －26 ☎3782－0382

 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

  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）

10月6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

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

※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

薬

薬

薬

歯

歯

歯

歯

骨

骨

骨

骨
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　はつらつ健康チェック

いつまでもいきいきと元気に生活するための、心身の状態を確認する
チェック票を9月28日に郵送しました。
内「はつらつ健康チェック」に回答し返送していただいた方に、結果アド
バイス票を送付
人9月3日現在、区内在住で75歳以上の要介護・要支援認定を受けていな
い方および総合事業対象者でない方
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

シニアクラブ

　ママのリフレッシュタイム　（第3クール）                                               電子

植物療法やヨガロマ、食育勉強会などを通じ、子育て中のママにリラックス・リフレッ
シュしてもらう講座です。
日10月26日㈮、11月2日㈮・9日㈮・15
日㈭ 午前10時～11時30分（全4回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
講師／栗原冬子（ライフスタイルデザイ
ナー）ほか
人区内在住か在勤で、小学生以下のお子
さんがいる母親30人（抽選）

￥2,500円（材料費・食材費など）
申 問10月17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、電話番号、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
※託児はありません。お子さんの同伴不可。

キッズクラブ
　日本スポーツ界トップレベル競技観戦ツアー
　第6弾  アメリカンフットボール観戦ツアー

　パパズプログラム「わくわくブーブと遊ぼう！
　～パパ　バルーンアートに挑戦～」 　　　  電子

大道芸をみて、笑って、体験して親子で楽しみましょ
う。
日11月11日㈰ 午前10時30分～正午
場旗の台文化センター（旗の台5－19－5）
人幼児・小学生と父親を含む家族30組（抽選）
持ち物／飲み物、動きやすい服、上履き　ほか
申 問10月26日㈮（必着）までに、往復はがきかFAX

に「パパズプログラム」とし、住所、電話番号、参加
者全員の氏名（ふりがな）・性別、お子さんの年齢を子
ども育成課育成支援係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6596 Fax5742－6351）へ

日11月25日㈰ （総合体育館午前11時集合・午後4時頃
解散、往復バス）　※雨天実施、かっぱ持参。
場富士通スタジアム川崎（川崎市川崎区）
内Ⅹリーグプレーオフトーナメントセミファイナル観戦
と簡単な競技解説
人小・中学生40人（抽選）　※小学生は保護者同伴。
※昼食は各自用意。※席は自由席。
申 問11月7日㈬（必着）までに、往復はがきに「アメ
リカンフットボール観戦」とし、住所、氏名（ふりがな）、
学校名、学年、電話番号、保護者の氏名をスポーツ協
会へ

　親子で謎解きウオークラリー＆縁日 　　   電子

日11月4日㈰午前9時30分～午後2時　
※現地集合・解散。
場しながわ区民公園（勝島3－2）
南大井文化センター（南大井1－12－6）
人区内在住の小学生のお子さんと保護者15組（抽選）
運営／青少年ボランティアグループ「しながわ役立ち隊」
申 問10月15日㈪ （必着）までに、往復はがきに「親子
で謎解きウオークラリー＆縁日」とし、住所、電話番号、
参加者全員の氏名（ふりがな）、お子さんの学年を子ど
も育成課庶務係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6692 Fax5742－6351）へ

東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、長年
にわたりスポーツのすばらしさを伝えてきた講師がお話
しします。
日時／11月20日㈫ 午後6時30分～8時
会場／きゅりあん（大井町駅前）
講師／刈屋富士雄（NHK解説委員）
定員／180人（抽選）
申込方法・問い合わせ／10月31日㈬ （必着）までに、
往復はがきかFAXに「スポーツ講演会」とし、住所、氏
名（ふりがな）、性別、電話番号をスポーツ協会へ

キリトリ線

スポーツ
講演会 「スポーツ界の今、そして2020へ」「スポーツ界の今、そして2020へ」
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ボランティアの医師が無料で修理してい
ます。ただおもちゃをなおすことだけが
目的ではありません。お子さんの目の前
で分解してこわれた原因を説明すること
によって、おもちゃを大切に使わなけれ
ばとの意識をもってもらうとともに、長く
使ってもらうための上手な遊び方をお話
しすることも目的です。ぜひ、お子さん
と一緒に来てなおしているところを見て
ください。
※場合によっては入院や修理ができない
場合もあります。

診察日／土曜日　※月1回程度休診あり。
時間／午後1時～3時（予約不要）
会場・問い合わせ／消費者センター

（大井1－14－1☎5718－7181 Fax5718
－7183）

日本移植支援協会＝絵本

ことばインターナショナル＝語学本

サミット＝赤ちゃん木育おもちゃセット

細谷恵介くん基金＝文化スポーツ振興

指定寄附金10,000,000円

加藤夏子＝ホワイトボード　ほか

〔地域振興基金〕1,080,879円

（7・8月分）

中尾誠利＝10,000円

藤永美欧＝15,879円

三和テッキ＝1,000,000円  ほか

〔ふるさと納税〕260,300円

（7・8月分）

中尾誠利＝30,000円

烏丸貴志＝30,000円

西尾尚＝300円  ほか

ご寄付をありがとう
ございました
（敬称略・順不同）

こわれたおもちゃは
すぐ捨てないで

おもちゃの病院で
診察してもらおう！

おもちゃの病院

10月の区議会

議会運営委員会／15日㈪ 午後1時
24日㈬ 午前10時30分
本会議／25日㈭ 午後1時
26日㈮ 午前10時
総務・区民・厚生・建設・文教委員会／

29日㈪・30日㈫ 午前10時
行財政改革特別委員会／31日㈬ 午前10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）

ご存じですか？ 10月15日㈪ ～

21日㈰ は行政相談週間です

国の仕事などについて、「説明に納得でき
ない」「処理が間違っている」などの苦情
や要望を受け付けます。
●特設相談所

当日、会場へお越しください。
日時 会場

10/7㈰
10:00～16:00

しながわ夢さん橋2018会場内
（大崎駅周辺）

10/18㈭
13:00～16:00

イトーヨ－カドー大井町店
（大井町駅前）

●区の行政相談委員

倉持俊治 　　☎3781－0828
野口清彦 　　☎3764－6967
飯野隆子　　☎3492－7436
砂川久子　　☎3785－2426
杉田朝子　　☎3450－1906
千代田義法　☎3474－4466
●総務省「行政苦情110番」

☎0570－090110 Fax5331－1761
●区の定例相談

第1・3木曜日午後1時～4時
問区民相談室

（☎3777－2000 Fax5742－6599）

83（ハチサン）運動にご協力を

83運動とは、「子どもを見守ることを生活
の一部にしよう」という活動です。登下
校時刻の午前8時と午後3時に限らず、買
い物や散歩など普段の生活の中で、子ど
もたちの存在を意識し見守ってください。
引き続きご理解とご協力をお願いします。
問庶務課庶務係

（☎5742－6824 Fax5742－6890）

女性相談員による面接相談（性別不問）

●法律相談（離婚、相続などの法律問題）

日11月7日㈬・13日㈫ 午後1時～3時30
分、26日㈪ 午後5時30分～8時
●カウンセリング相談（生き方、人間関係、

セクシャリティなどの悩みごと）

日11月22日㈭ 午後1時～4時
●ＤＶ相談（配偶者・恋人などからの暴力）

日11月2日㈮・16日㈮・30日㈮ 
午後1時～4時
9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（予約不要）

日11月1日㈭・8日㈭・15日㈭
午前10時～正午、午後1時～3時30分
相談電話／5479－4105

中小事業者向け助成のお知らせ

●国内・海外展示会出展経費の一部助成

対象展示会／4月1日から31年3月31日ま
でに開催される展示会
助成額／対象経費の3分の2

（国内＝上限20万円、海外＝上限50万円）
●国内の知的財産権取得に要する費用の

一部助成

対象経費／①弁理士費用（源泉徴収所得
税は除く）②特許庁費用（出願料、審査
請求料、審判請求料、特許料、登録料）
助成額／対象経費の3分の2（上限20万円）
─────────共通─────────
人区内で1年以上継続して事業を営む中小
事業者
申請締切／10月31日㈬
※詳しくは、ものづくり支援サイト
www.mics.city.shinagawa.tokyo.jpを
ご覧いただくかお問い合わせください。
問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

区民斎場なぎさ会館休館のお知らせ

バリアフリー化対策工事などのため休館
します。
日10月15日㈪～12月15日㈯
問なぎさ会館（☎5471－2700 Fax5471
－3050）、戸籍住民課戸籍届出係（☎
5742－6657 Fax5709－7625）

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

区と立正大学が共催し、「しながわを知る」をコンセプトに、品川区の取り
組みや魅力について学ぶ“しながわ学”を開催します。

日程（全4回） テーマ・講師

11/7㈬
東京2020大会―文化プログラムから地域の活力創出を

吉本光宏（ニッセイ基礎研究所研究理事）

11/14㈬
品川区内開催競技ホッケーについて

藤尾香織（品川区東京2020大会コミュニケーター）

11/21㈬
パラアスリートとしての歩みと今後の挑戦

平井美喜（車いすバスケットボール30年度2020東京パラ
リンピック強化指定選手）

11/28㈬
「国際化」の見られ方―オリンピックのもう一歩先へ

早川誠（立正大学法学部教授）

※時間は午後6時30分～8時。

会場／立正大学（大崎4－2－16）
対象・定員／16歳以上の方100人（抽選）
申込方法・問い合わせ／10月16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
○区ホームページから電子申請もできます。

10月は「骨髄バンク推進月間」

白血病などの血液難病に有効な治療法と
して、骨髄移植および末梢血幹細胞移植
の機会を待つ患者さんを救うために、ぜ
ひ、骨髄バンクへの登録をお願いします。
問骨髄移植推進財団 0120－445－445
保健予防課（☎5742－9152 Fax5742－
9158）

弁護士会の都内23区一斉無料法律

相談会（事前予約制）

日10月13日㈯ 午前10時～午後1時
申10月12日㈮ 午前10時～午後4時に予約

電話3593－3411へ
※予約についての問い合わせは東京弁護
士会法律相談課☎3581－2206へ。
場 問区民相談室（第三庁舎3階☎3777－
2000 Fax5742－6599）

赤い羽根共同募金運動にご協力を！

集めた募金は、地域の社会福祉活動を支
援するために活用されています。「たすけ
あい精神」に支えられる共同募金運動に
ご協力をお願いします。
日10月31日㈬まで
問福祉計画課

（☎5742－6914 Fax5742－6797）

メイン州立サザンメイン大学留学生募集

区の姉妹都市であるアメリカ合衆国ポー
トランド市のメイン州立サザンメイン大
学（4年制留学）への留学生（31年9月入
学）を募集します。
人区内在住で、TOEFL iBT80以上取得の
高校を卒業した方（31年3月に卒業見込
みも可）3人（選考）
願書の受付期間／11月9日㈮まで　
※選考日時・費用など、詳しくはお問い
合わせください。
問国際友好協会

（☎5742－6517 Fax5742－6518）

高年齢者向け「出張新規登録会」開催

日10月11日㈭ 午前9時～正午
場南大井文化センター（南大井1－12－6）
人おおむね55歳以上の就職希望者
※求職中の方で登録を希望の方は、写真
を貼った履歴書をお持ちください。
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉

（☎5498－6357 Fax5498－6358）

図書館　秋の読書フェア

日10月31日㈬まで
図書館 テーマ
品　川 読む　秋

二　葉
リバイバル
～もう一度読みたくなる本～

荏　原 読んだら旅に出よう！
南大井 ゆったり過ごそう
源氏前 図書館へ行こう
ゆたか ベストセラーをもう一度
大　井 図書館で秋を満喫しよう！
五反田 秋を感じて、この一冊！
大　崎 おいしい本
八　潮 図書館で楽しむ○○の秋

問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

介護者教室　

●認知症は誰もが関わる身近な病気～地

域の支えとつながりの輪～

日10月20日㈯ 午後2時～3時30分
人20人程度（先着）
場 申 問10月19日㈮までに、電話で月見
橋在宅サービスセンター（南大井3－7－
10☎5767－0626 Fax5767－0628）へ
●「リハビリしよう！健康づくり！」につ

いて

日10月27日㈯ 午後1時～3時
講師／中野晃太郎（五反田リハビリテー
ション病院作業療法士）
人20人程度（先着）
場 申 問10月26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

第164回品川区都市計画審議会

日10月17日㈬ 午後2時から
場区役所災害対策本部室（第二庁舎4階）
審議案件／● 東京都市計画都市高速鉄道
の変更（京浜急行電鉄湘南線および第1号
線分岐線）【東京都決定】
● 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】
● 東京都市計画公園の変更（天王洲公園）

【品川区決定】
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法／当日、午前8時30分～午後1時
30分に都市計画課（本庁舎6階）へ
問都市計画課

（☎5742－6760 Fax5742－6889）

てい

院で
う！

こ

お

し が 学な わ

行政相談窓口
キャラクター

キクーン

東京2020オリンピック・
パラリンピックに向けて
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大崎・平塚橋ゆうゆうプラザは

館内設備点検のため臨時休館します

日11月4日㈰
問大崎ゆうゆうプラザ

（☎5719－5322 Fax3779－2520）
平塚橋ゆうゆうプラザ

（☎5498－7021 Fax5498－1900）

荏原健康センター休館日のお知らせ

日10月7日㈰
問同センター

（☎3788－7017 Fax3788－7052）

「環境保全活動顕彰」募集
　　
地域での清掃や緑化活動・自然環境の保
護活動など、環境に配慮した活動や取り
組みを顕彰します。
人区内で環境保全に関する活動をしてい
る企業・団体・個人（自薦・他薦を問い
ません）
申 問11月16日㈮（必着）までに、環境課

（本庁舎6階）で配布する応募用紙を同課
環境推進係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6755 Fax5742－6853）へ郵送

か持参　
※応募用紙は区ホームページからダウン
ロードもできます。
※優れた活動は31年2月23日㈯にスクエ
ア荏原で行われる式典で顕彰します。

東京医療保健大学

パートナーシップ講座　          電子

日11月17日㈯ 午前10時～正午
場同大学（東五反田4－1－17）
内「トイレのことばかり気になる生活から
一歩前へ（快便編）」
講師／阿部桃子（同大学教授）
人16歳以上の方50人（抽選）
申 問10月22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

環境経営セミナー

日11月9日㈮ 午後6時～7時30分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内「三方良しの環境戦略と身になる対策
～品川発CSV経営展開に向けて～」
人中小規模事業者100人（抽選）
申 問10月31日㈬（必着）までに、環境
課（本庁舎6階）で配布する申込書を同
課環境推進係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6755 Fax5742－6853）へ
郵送かFAX、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。

昭和大学公開講座　　　　　　電子

「暮らしと健康」（第58回） 

毎日を気持ちよく暮らす

日程（全2回） テーマ・講師

11/10㈯

アルツハイマー病とは？

小野賢二郎（同大学教授）

認知症を持った人の理解
～家族や地域で支えるために～

佐藤啓（横浜市北部病院認知症
看護認定看護師）

11/24㈯
　

ストレスからくるうつ病
～症状・診断・治療について～

戸田重誠（同大学准教授）

そうだ、歯医者に行こう！
～健康づくりは口福から～

弘中祥司（同大学教授）

※時間は午後1時～4時。

場同大学（旗の台1－5－8）
人16歳以上の方200人（先着）
申 問10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

星薬科大学公開講座

「秋の薬草見学会」

日10月20日㈯　※小雨決行。
時間 内容（講師）

①
10:00～12:00

「薬草と健康食品」

竹谷孝一
（東京薬科大学名誉教授）

「暮らしの中での漢方活用法」

針ヶ谷哲也
（金匱会診療所薬局長）

②
13:00～15:00

「薬用植物園見学の手引き」
薬用植物園自由見学

須藤浩（同大学准教授）

人①16歳以上の方150人（先着）
※②はどなたでも参加できます。
場 参当日、①②とも10分前までに、直接

同大学（荏原2－4－41）へ
問文化観光課生涯学習係
同大学☎3786－1011（当日のみ）

介護予防講演会

いくつになっても元気でいられるために
簡単なことから始めませんか。

日程 会場

11/10㈯ 区役所講堂（第三庁舎6階）

11/17㈯ 荏原文化センター（中延1－9－15）

内「いくつになっても元気な生活を送るた
めのヒント～『健康寿命』への取り組み～」
講師／伊藤滋唯（ケアセンター南大井理
学療法士）
人各100人（先着）
申10月12日㈮までに、電話でさくら会☎
5753－3900へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係

（☎5742－6733 Fax5742－6882）

品川区発達障害・思春期サポート

事業　第3回啓発講演会

日11月17日㈯ 午後3時～5時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内「ICTを活用した発達障害のある子への
学習と生活支援」
講師／近藤武夫（東京大学先端科学技術
研究センター准教授）
人90人（先着）
￥500円（資料代）
申11月14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ぷらーす2階 moushikomi@
gol.com）へ
問障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

子育て中の就職活動応援セミナー

この秋、就職に向けて、はじめの一歩を
一緒に踏み出しませんか。
日11月6日㈫ 午前10時～午後0時15分
場男女共同参画センター

（東大井5－18－1きゅりあん3階）
内仕事と子育て・介護などの両立、自分に
合った働き方、再就職準備の進め方など
講師／郡谷明美（ハローワーク品川マザー
ズコーナー就職支援ナビゲーター）
人20歳未満のお子さんがいる方20人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人程度

（先着、10月23日締切）
申電話で、ハローワーク品川マザーズコー
ナー☎5419－8609（46＃）へ
問商業・ものづくり課就業担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

環境学習講座

お天気のふしぎと雪の結晶作り

雲ができて雨が降る仕組みの話や楽しい
気象実験をします。
日10月28日㈰ 午後2時～4時　
場こみゅにてぃぷらざ八潮

（八潮5－9－11）
講師／島田賀子（日本気象予報士会サニー
エンジェルス気象予報士）
人小学3年生以上の方20人（抽選）
※小学3年生は保護者同伴。
申 問10月10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。

事業承継セミナー

●11月8日㈭ 午後3時～5時

場芝信用金庫不動前支店
（西五反田4－4－9）
内「後継者が“真の経営者”に成長するポ
イントとは？」
●11月14日㈬ 午後3時～5時

場さわやか信用金庫目黒支店
（目黒区下目黒1－1－11）
内いちばんやさしい事業承継【他人編】
親族外の後継者が「“真の経営者”に成長
するポイントとは？」　
─────────共通─────────
人区内中小企業の経営者各30人（先着）
※申込方法など詳しくは、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。
問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

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

耐 震 相 談 第1㈬ 10:00～16:00
建築課
☎5742－6634

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

講座・講演

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

①11月の火曜日
②12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
入りカード作成など

③11月の火曜日
④12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

⑤11月の水曜日
⑥12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

基本操作、インターネット・写真
撮影・メール体験など

⑦11月の木曜日
⑧12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）体験

⑨11月の木曜日
⑩12月の木曜日
13:30 ～15:30

対象・定員／55歳以上の方各12人（抽選）   料金／各2,000円（教材費込）

申込方法・問い合わせ／10月15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・タブレットそれぞれ1通のみ申し込み可。

　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）

シニアのためのＩＣＴ教室

パソコン＆タブレットを楽しむ

※時間は午後2時～3時30分。
※内容は両日同じ。
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健康大学しながわ2018公開講座

「がんを学ぶ」第2回

日11月15日㈭ 午後2時～3時30分
場区役所講堂（第三庁舎6階）
内「治療と仕事の両立支援～頼る勇気と頼
られる準備～」
講師／桜井なおみ（キャンサー・ソリュー
ションズ代表取締役社長）
人区内在住か在勤の方150人（先着）
申 問11月12日㈪までに、電話で荏原保健
センター（☎3788－7013 Fax3788－7900）へ
○本講座はしながわ健康ポイント対象事
業です。参加者にはポイントが加算され
ます。

メイプルカルチャー講座　
　　　　
現在募集中。定員になり次第締め切ります。
①見つけよう！マイカラーとマイスタイル

日10月16日㈫、11月20日㈫、12月18日㈫
午後1時～3時（全3回）
人10人（先着）  ￥6,648円（教材費込）
②フェルトで作る手芸B

ボ ッ ク ス

OX

日10月18日㈭、11月15日㈭、12月20日㈭
午後1時～4時（全3回）
人8人（先着）　￥6,000円（教材費別）
③シンプルに話す英会話トラベル＆ショー

トステイ編〈初中級〉

日10月22日～12月17日の月曜日
午後7時～8時30分（全9回）
※全10回のうち、2回目からの途中入会。
10月15日㈪の体験受講（500円）が必要。
人10人（先着）　￥21,960円（教材費込）
④はじめての複音ハーモニカ

日10月9日～12月25日の火曜日
午後3時30分～5時30分（全6回）
人10人（先着）　￥10,800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

　

中延高齢者複合施設くつろぎ祭り

日10月13日㈯ 午前11時～午後2時30分
内アトラクション、模擬店、盆踊り、ゲー
ムコーナー
場問同施設（中延6－8－8☎3787－2951 
Fax3787－2236）

くすりと健康フェア2018

医薬品の適正な使用や健康食品などにつ
いての相談会や健康に関するパネル展示、
パンフレット配布を行います。

日時 会場

10/21㈰
10:00 ～16:00

イトーヨーカドー大井町店
2階入り口（大井町駅前）

10/27㈯・28㈰
10:00 ～16:00

星薬科大学キャンパス
（荏原2－4－41）

※相談希望の方は、お薬手帳をお持ちく
ださい。品川・荏原薬剤師会の薬剤師が
相談に応じます。
問生活衛生課医薬環境衛生担当

（☎5742－9137 Fax5742－9104）

シルバーダンス・パーティー

楽しく踊り、すてきな一日を過ごしましょう。
日11月18日㈰ 午前10時30分～午後4時
内初心者講習、交流ダンスタイム、デモ
ンストレーション　ほか
人区内在住か在勤で、60歳以上の方
300人（先着）
場 参当日、直接きゅりあん（大井町駅前）へ
●ダンスメイトと運営スタッフ募集

当日ボランティアでお手伝いできる方を
募集します。
申 問10月12日㈮（必着）までに、はがき

かFAXに「ダンスメイト」か「運営スタッ
フ」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
性別、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

図書館認知症カフェが始まります

認知症カフェは、認知症の方や家族（介
護者）、認知症について関心のある方など、
どなたでも気軽に集うことができる場で
す。
●八潮としょかんC

カ フ ェ

afe

日10月22日㈪ 午後1時～3時
場 問八潮図書館（八潮5－10－27☎3799
－1414 Fax3790－3442）
●えばらなごみカフェ

日10月25日㈭ 午後2時～4時
場 問荏原図書館（中延1－9－15☎3784
－2557 Fax3784－8951）
●モクヨン五反田カフェ

日10月25日㈭ 午後2時～4時
場 問五反田図書館（西五反田6－5－1☎
3492－2131 Fax3492－4995）

品川＆早川ふるさと交流「マウントし

ながわ里山再生活動」新規参加者募集

日12月1日㈯～2日㈰
（区役所午前7時30分集合・午後5時30分
頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヴィラ雨畑（山梨県・温泉）
人森林作業、里山に興味のある区内在住
か在勤の18歳以上で、山作業が可能な健
脚の方5人（抽選）
￥7,000円（交通費・宿泊費込）
申 問10月26日㈮（必着）までに、はがき

かFAXに「マウント」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 
Fax5742－6878）へ

明治維新150周年記念

●明治維新 in 品川宿シンポジウム開催

幕末・明治に活躍した偉人や出来事と旧
東海道品川宿の関わりといったテーマの
基調講演、歴史研究家らによるパネルディ
スカッションを行います。シンポジウム後
には、テーマにゆかりのある会場周辺を
散策するまち歩きも実施します。
日10月27日㈯ 午後1時～3時30分
※午後4時からまち歩き。
場六行会ホール（北品川2－32－3）　
人16歳以上の方70人（抽選）
申10月10日㈬（必着）までに、往復はが

きかEメールで参加者全員の住所・氏名・
年齢・電話番号を品川宿交流館（〠140
－0001北品川2－28－19 machikyo@
west.cts.ne.jp）へ
●品川宿交流館特別展示

世直し、御一新の嵐が吹き荒れた明治維

新「品川宿七大騒動」

英国公使館焼き討ち、日本初といわれる
ビール醸造など、品川宿を揺るがした維
新の騒動記をパネル展示で紹介していま
す。
日11月9日㈮まで 
午前10時～午後4時30分 
※月曜日、10月9日㈫休館。
場品川宿交流館（北品川2－28－19）
─────────共通─────────
問文化観光課観光推進係

（☎5742－6913 Fax5742－6893）
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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

　●講座・講演 催　し

対象／区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝2014年4月2日～2015年4月1日生まれ
②1年保育＝2013年4月2日～2014年4月1日生まれ＊1
＊1　1年保育は城南・伊藤・第一日野・台場・八潮わかば幼稚園のみ募集、他
の幼稚園は補欠登録のみ11月13日㈫から受け付けます。
申込書など配布場所／10月15日㈪から、各区立幼稚園、保育課（第二庁舎7階）
申込方法／11月1日㈭・2日㈮ 午後1時30分～3時に、申込書とお子さんの住民
票の写しを持って、入園を希望する幼稚園へ
○入園説明会は10月17日㈬ 午前10時～11時30分に区役所講堂（第三庁舎6階）
で行います（申込不要）。
問い合わせ／保育課入園相談係（☎5742－6725 Fax5742－6350）

幼稚園名 所在地 電話番号

城南幼稚園 南品川2－8－21 3471－7584

平塚幼稚園 荏原4－5－22 3781－8913

浜川幼稚園 南大井4－3－14 3761－6395

御殿山幼稚園 北品川5－3－1 5795－1523

伊藤幼稚園 西大井5－22－8 3775－8028

第一日野幼稚園 西五反田6－5－6 3493－7264

台場幼稚園 東品川1－8－30 3472－8378

二葉幼稚園 二葉1－3－40 3785－9560

八潮わかば幼稚園 八潮5－6－32 3799－1542

※ 募集人員など、詳しくは募集案
内をご覧ください。

※ 2年保育については、受付締切
日に応募人数が10人未満の場合
は、学級編制を行いません。そ
の場合は、「クラス編成されない
場合の希望幼稚園」に編入する
ことになり、電話で連絡します。

区立幼稚園

2019年度園児募集

区立認定こども園
就学前のお子さんの保育と教育を行う公設民営の就学前乳幼児教育施設で
す。保育園部門（0～2歳児）と幼児教育部門（3～5歳児）があります。
対象／保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん若干名（選考）
新3歳児＝2015年4月2日～2016年4月1日生まれ
新4歳児＝2014年4月2日～2015年4月1日生まれ
新5歳児＝2013年4月2日～2014年4月1日生まれ
※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。
願書・募集案内配布／10月22日㈪～11月2日㈮
入園説明会／12月4日㈫ 午後1時～2時、5日㈬ 午後5時～6時（要予約）
会場・申込方法／11月7日㈬・8日㈭に、願書を持って
ぷりすくーる西五反田（西五反田3－9－9☎5759－8081）へ
問い合わせ／保育課施設・運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

ぷりすくーる西五反田（幼児教育部門）
対象／区内在住で、保護者が送り迎えできる、次の期間に生まれたお子さん（抽選）
①2年保育＝2014年4月2日～2015年4月1日生まれ
②1年保育＝2013年4月2日～2014年4月1日生まれ＊2
＊2　1年保育は募集を行わず、補欠登録のみ11月19日㈪から受け付けます。
申込書など配布場所／10月15日㈪から、各区立認定こども園、保育課（第二庁舎7階）
申込方法／11月12日㈪・13日㈫
午後1時30分～3時に、申込書と
お子さんの住民票の写しを持って、
入園を希望する認定こども園へ
問い合わせ／保育課入園相談係

（☎5742－6725 Fax5742－6350）

認定こども園名 所在地 電話番号

一本橋保育園 大井2－25－1 3775－4351

北品川第二保育園 北品川3－7－43 5781－3881

五反田保育園 東五反田2－15－6 3445－4534

旗の台保育園 旗の台5－19－5 3784－1903

※募集人員など、詳しくは募集案内をご覧ください。

第3期分

（12～3月）募集

区広報紙に広告を掲載しませんか

「広報しながわ」の毎月21日号に掲載す

る広告を募集します。

広告掲載号／12月～31年3月の21日号

発行部数／13万4千部

申込方法・問い合わせ／10月25日㈭（必

着）までに、広報広聴課で配布する申込

書と原稿の見本を同課（〠140－8715

品川区役所本庁舎5階☎5742－6644 

Fax5742－6870）へ郵送かFAX、持参
※版下は広告主作成。入稿はデータでお願い
します。

広告の大きさ・掲載料（1回）

1号 縦 4.4cm 横 23.4cm 14万円

2号 縦 4.4cm 横 15.5cm 9万円

3号 縦 4.4cm 横 11.6cm 7万円

4号 縦 4.4cm 横 7.7cm 4万5千円

5号 縦 9.0cm 横 11.6cm 14万円

本紙9月11日号7面掲載の「品川＆早川ふるさと交流 秋の昇仙峡 赤沢宿ハイキング」

の料金に誤りがありました。正しくは、12,000円、小学生以下8,000円です。お詫

びして訂正します。
問地域活動課市町村交流担当（☎5742－6856 Fax5742－6878）
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第36回品川区住宅まつり

日10月28日㈰ 午前10時～午後3時
※小雨決行。
場西大井広場公園（西大井駅前）
内無料住宅相談（設計、施工、融資、耐
震相談）、耐震建物の展示、無料包丁とぎ

（午後2時30分まで。1人2本まで）、工作
広場、ミニSL、抽選会、模擬店ほか
問品川区住環境改善協議会（☎3786－
2233 Fax3785－4756）、住宅課住宅運営
担当（☎5742－6776 Fax5742－6963）

第35回はたのだいまつり

ふれあいコミュニティはたのだい

文化センター利用者協議会・児童セン
ター・保育園の合同でまつりを開催しま
す。
日10月20日㈯ 正午～午後6時
21日㈰ 午前10時～午後3時
場旗の台文化センター・旗の台児童セン
ター（旗の台5－19－5）
内作品展示、活動発表、模擬店、卓球、ドッ
チボールなど
問旗の台文化センター

（☎3786－5191 Fax5702－2846）

でかけ隊2018秋

買い物体験＆ミニお話し会

失語症の方と一緒に買い物体験をしなが
ら、参加するみなさんがよりよいコミュ
ニケーションに気づく、きっかけづくり
の場です。
日10月27日㈯ 午後1時～4時15分
場きゅりあん（大井町駅前）
内イベント通貨を使った買い物体験、ミ
ニお話し会
○買い物体験希望の失語症の方は、品川
失語症友の会まで要予約。　
※買い物体験は資料代（500～1,000円）
が必要。
問品川失語症友の会

（上原 shinagawa＠shitsugo.net）
障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

イベント

●第8回大井三ツ又ミュージック

フェスタ　10月7日㈰午前11時～

午後4時30分。当日、三ツ又時計

塔前ポケットパーク（大井1）へ。

☎3440－0638大井三ツ又商店街

振興組合・柿沢（スラップショット）

●講演会「これからの精神科医療

を考える、家族・当事者・精神科

医の三つの立場を持つ私が思うこ

と」　10月8日㈷午後1時30分～4

時10分。区役所講堂。160人先着。

10月6日㈯までに、電話でかもめ会・

庄田☎3458－6908へ

●建築・法の日無料相談　10月11

日㈭午後2時～4時30分。当日、本

庁舎3階ロビーへ。○新築・増築・

耐震・設計・工事・構造などの建

物の相談☎3781－8480東京都建

築士事務所協会品川支部・渡辺

○土地建物の調査・測量、境界問題・

土地分筆、不動産表示登記の相談

☎6426－6089東京土地家屋調査

士会品川支部・畔田

●林試の森フェスタ　コンサート、

バザーほか。10月14日㈰午前10時

30分～午後4時。小雨決行。当日

林試の森公園へ。☎090－8018－

6020同実行委員会

●第22回共生共走5時間リレー

マラソン　車いす体験、ステージ、

模擬店など。10月28日㈰午前10

時30分～午後3時30分（午前9時

から受付）八潮公園多目的広場。

参加費2,000円、高校生以下無料。

☎090－2433－0102同実行委員

会・加藤

●家庭教育講座「子どもの自己肯

定感を育てよう」　11月6日㈫午前

10時～11時30分。30人、託児5人

（先着）。スクエア荏原。500円、保

育200円。電話でスコーレ家庭教

育振興協会・脇田☎080－6548－

8790へ

●ボーイスカウト品川6団バザー

模擬店、ゲームコーナーほか。10

月28日㈰午前11時～午後2時。雨

天中止。当日、みなみ児童遊園（南

大井1）へ。☎3773－8889新井

●【連携】立正大学文化祭「橘
きっ

花
か

祭
さい

」

11月3日㈷午前10時～午後6時・4

日㈰午前10時～午後4時。☎070－

1579－4216同実行委員会（平日・

土曜日午後1時～4時）

サークルなど

●山中トリムクラブ　㈫午後7時。

山中小。3カ月2,500円。（入）500円。

☎3787－2701小林

●芳水トリム　㈫午後7時。芳水小。

月1,000円。（入）500円。☎3492－

2373大野

●レッツゴ～クラブ（囲碁）　㈬午

後5時30分。大井第三 。月100円。

☎3777－4285河路

●ピリアロハ（フラダンス）　㈭

午前10時30分。旗の台文化 。

月4,500円。（入）1,000円。☎3458

－4884橋本

●女子フットサル交流会　月1回

㈬か㈭午前9時。しながわ中央公園

ほか。団体1回500～3,000円、個

人1回100～600円。☎090－2547

－6310福田

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 【連携】＝しながわ大学連携

文化・イベント情報文化・イベント情報

　

●6日㈯～8日㈷／しながわ夢さん橋特

別展（パネル展示、ジオラマなど）

●12日㈮～11月7日㈬／品川区民芸術祭

2018 O美術館企画展 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－（布工芸）

場 問同美術館（大崎駅前大崎ニューシ

ティ2号館2階☎3495－4040午前10時

～午後6時30分）　

※開催時間は要問い合わせ。

　

日10月27日㈯・28日㈰ 

午前11時～午後4時

内旬な食材が大集合する地方物産展ほか

場 問武蔵小山一番通り商栄会・中村☎

3788－2141

武蔵小山名物第8回ムサコ
マルシェ「一番祭」

　

日11月10日㈯ 午後12時50分～2時20分

内「暮らし向きを良くする税」

講師／浦野広明（税理士）

人18歳以上の方100人（先着）

場 参 問当日、直接同大学（大崎4－2－16

☎3492－3183）へ

立正大学大学院法学研究科
公開講義

　

日10月30日㈫ 午前11時～正午

内「腫瘍内科について～化学療法を使っ

てがんとうまく付き合う～」

人100人（先着）

場 申 問当日、直接同病院カンファレンス

ルーム（東五反田5－9－22☎3448－

6437）へ

NTT東日本関東病院
もしもし医学セミナー

Ｏ美術館 10月の催し
　

日 内10月13日㈯ ①午後2時15分 「神と

仏の明治維新」　②午後3時 「幕末～明

治の講談エンターテイメント―明治白浪

女天一坊・爆烈お玉」

講師／①安中尚史（同大学仏教学部教

授） ②神田京子（講談師）

人 500人（先着）

場 参 問当日、直接同大学（大崎4－2－16

☎3492－8528）へ

立正大学仏教学部公開講座

　

国の重要無形民俗文化財「相馬野馬追」、

福島物産展などをお楽しみください。

日10月8日㈷ 午後4時45分から

※20歳未満のみでの入場不可。

場 問大井競馬場（勝島2－1－2☎3763

－2151）

甲
かっ

冑
ちゅう

競馬「相
そう

馬
ま

野
の

馬
ま

追
おい

」披露

　

日11月20日㈫ 午後1時30分～3時

内「がんで亡くならない時代に～がん免

疫療法によるがん治療の最前線」

講師／角田卓也（昭和大学医学部腫瘍内

科教授）

人100人（先着）

場 申 問電話で、荏原医師会（中延2－6

－5☎3783－5166）へ

荏原医師会主催区民公開講座
　

日10月6日㈯ 午前10時～11時30分　

内「体の老化と細胞の老化」

講師／里史明（同大学講師）

場 参 問当日、直接同大学（荏原2－4－

41☎3786－1011）へ

星薬科大学市民向け講座

　

日10月21日㈰ 午前9時30分～午後1時

内青果・水産・花きの販売、ふくしまPR

コーナー、くまモンショー　ほか

場 問同市場

（大田区東海3－2－1☎3790－8301）

大田市場まつり

　

●3日㈬～8日㈷／第9回田中勝重水彩

画教室展 ●11日㈭～15日㈪／第19回書

法会玉真展（書道） ●17日㈬～22日㈪／

第12回アトリエ・しらかば絵画展（油彩）

●25日㈭～28日㈰／新日本婦人の会品

川支部手づくり作品展2018（ちぎり絵、

絵てがみ、パッチワーク） ●31日㈬～11

月5日㈪／第47回千墨書道展

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 10月の催し

第9回ビジネス創造コンテスト

応募期限／11月30日㈮　
※詳しくはhttp://www.shinagawa-businessclub.jp/をご覧ください。
問い合わせ／品川ビジネスクラブ☎5449－6557
商業・ものづくり課創業支援担当

（☎5498－6333 Fax5498－6338）

応募枠 対象 内容・特典

一般枠
区内外問わず
どなたでも

幅広い視点から様々な社会課題を解決す
るためのビジネスアイデア

最優秀賞30万円
シリコンバレー賞、ソーシャルビジネス
社会実装賞  ほか

区民枠

①小学生
以下の部
②中学生・
高校生の部

区内在住か
在学の方

私たちの暮らしに役立つ「日常の困った」
を解決する発明

①図書カード1万円  ほか
②図書カード2万円  ほか

問い合わせ／福祉計画課地域包括ケア推進係
（☎5742－6914 Fax5742－6797）

10月はおたがいさま運動
推進月間です

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

　区では、全ての人にやさしいまちづくりをめざして「おたがいさま運動」
を推進しています。この運動は「困っている人がいたら助ける。困ったと
きは『助けて』と言える。そんなことがあたりまえにできる『支え合いの
まちづくり』」をみんなで進めていくための運動です。
　街中で点字ブロックの上に自転車や荷物を置かないなど、ちょっとした
心がけでできる「おたがいさま運動」を実践してみましょう。

区内企業と連携し、がん啓発イベントを行います。

内容／＜啓発コーナー＞がんの解説、がんクイズなど

＜展示コーナー＞乳がん触診模型、大腸模型など

＜体験コーナー＞肺年齢測定、内視鏡体験など

＜講演会＞がんに関するミニ講演会

　　　　　①11:00から②14:00から

問い合わせ／健康課健康づくり係

（☎5742－6746 Fax5742－6883）

がん啓発

イベント
区役所

第二庁舎

3階ロビー

10月15日㈪ 

午前10時

～午後4時

当日直接
お越しください。



  外国人人口…………12,855
　　男………………… 6,342
　　女 ………………… 6,513

総人口…………… 392,921世帯………………… 219,788

・日本人人口………… 380,066
　　男………………… 186,437
　　女 ………………… 193,629

  人口と世帯（平成30年9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）

10/1
2097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10月

日本の布地が持つ存在
感を独自の感性でアレン
ジする“旗の台に暮らす
魔法使い”林アメリーさん
の世界を紹介します。

しながわのチ・カ・ラ

布のアッサンブラージュ

作家 林アメリー

　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）

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）

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
 　働く想いをマッチング！

「サポしながわ」

区
か
ら
の
お
知
ら
せ
＊

日 語り継ぐ　品川現代史
未来へ向けて　品川の教育

月
しながわのチ・カ・ラ
 　布のアッサンブラージュ
作家 林アメリー

火 トビーが行く！
トビ入り！しながわ役立ち隊

水 復活！しながわ探検隊
しながわのチ・カ・ラ
しながわ百景今昔物語

木
しながわのチ・カ・ラ
品川ゆかりの
アーティスト

三之助の笑顔いっぱい
本場も認めた！スコッ
トランドに架ける夢  

芳水の花

金
三之助の笑顔いっぱい
いつも心に備えを
品川の防災

品川歴史探訪
大井の大仏（おお
ぼとけ）

サヘル・ローズの天晴！品川
大漁だぁ！目黒のさんま×坂
井の特産品

新

新

● 天王洲魅力ある景観

● 10月は3R月間

● 児童センターの紹介

次号予告　10月11日号

骨
こっとう

董修理

日10月12日㈮・13日㈯ 
　午前10時～午後4時
場中小企業センター
　1階ロビー
　（西品川1－28－3）
問商業・ものづくり課
　（☎5498－6335 Fax3787－7961）

伝 統 工 芸 の 実 演

鎌田 民夫

 　まち歩き「打ちこわしの現場を歩く」

慶応2（1866）年に東海道品川宿で発生した打ちこわし

の足取りをたどります。

日時／10月28日㈰ 午後1時～4時30分

※荒天の場合、中止となることがあります。

対象・定員／16歳以上の方30人（抽選）

コース／青物横丁駅集合～諏訪神社～常行寺～三岳神

社～本覚寺～荏原神社～聖蹟公園～御殿山公使館跡

～土蔵相模跡～北品川駅解散

申込方法／10月12日㈮（必着）までに、往復はがき（1

人1枚）に「まち歩き」とし、住所、氏名、年齢、電

話番号を同館へ

特別展記念イベント

 　お茶を楽しむ会

日時／11月3日㈷ ①午前10時～正午 ②午後1時～3時

定員／各100人（先着）

料金／各50円（観覧料別）

会場・参加方法／当日、直接同館書院へ

 　茶室「松
しょう

滴
てき

庵
あん

」公開

日時／11月3日㈷ 午前10時～午後3時　※雨天中止。

 　講談会「講談で楽しむ明治維新」

日時／11月11日㈰ 午後2時30分～3時30分

会場／同館書院

演目／「坂本龍馬」「新選組」

講師／神田山緑（講談師真打）

対象・定員／中学生以上の方50人（抽選）

申込方法／10月19日㈮（必着）までに、往復はがき（1人1枚）

に「講談会」とし、住所、氏名、年齢、電話番号を同館へ

 　ワークショップ
　 「ペーパークラフトで公使館をつくろう」

御殿山にあったイギリス公使館を再現します。

日時／11月25日㈰ 午前の部＝午前10時～正午

午後の部＝午後2時～4時

会場／同館講堂

対象・定員／小学生以上の方各35人（抽選）

※小学生は保護者と一緒に応募してください。

申込方法／10月19日㈮（必着）までに、往復はがき（1

人1枚）に「ペーパークラフト」とし、希望の時間帯（①

午前の部②午後の部③どちらでも可のいずれか）、住

所、氏名、年齢、電話番号を同館へ

 　学芸員による展示解説

日 時／10月7日 ㈰・21日 ㈰、11月3日 ㈷・17日 ㈯、

12月2日㈰ 午後2時30分～3時30分

会場・参加方法／当日、直接同館講堂へ

※特別展の観覧料が必要です。

御殿山公使館焼き討ちや打ちこわし、鉄道開通などから、明治維新期の品川地域の様相を紹介します。

五箇条御誓文（高知県立高知城歴史博物館所蔵）

大森貝塚
遺跡庭園

郵便局

鹿島神社前

鹿島神社

大井第一
小学校

至
大
井
町
駅

大森駅

滝王子通り

交番

京
浜
東
北
線

池
上
通
り

大
井
水
神
公
園

休館日／月曜日（10月8日は開館）、10月9日㈫
特別展観覧料／300円、小・中学生100円  

※20人以上の団体は2割引。70歳以上の方、障害のある方、区内

在住の小・中学生は無料。

10月7日㈰～12月2日㈰

 品川歴史館
〠140－0014 大井6－11－1
☎3777－4060 Fax3778－2615

○史料保護のため、途中展示替えがあります。

○10月2日㈫～6日㈯、12月4日㈫～7日㈮は臨時休館します。

御
み

楯
たて

組
ぐみ

血盟書（静岡市埋蔵文化財センター所蔵）　 幕末江戸市中騒動図（東京国立博物館所蔵） 
Image:TNM Image Archives

大政奉還建白書写（高知県立高知城歴史博物館所蔵）

午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

高輪東禅寺英国公使館旅館へ浪士乱入之図

（東京国立博物館所蔵）
Image:TNM Image Archives

近世史略　薩州屋敷焼撃之図

（明治大学博物館所蔵）
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福栄会・かもめ工房特製

抹茶マドレーヌ・ブラウニー販売
特別展記念

　品川歴史館特別展

「明治維新－そのとき品川は－」


