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天王洲は、江戸末期に第四台場（未
完）が築かれた地区です。戦後は
工場、倉庫などが立地する地区で
した。1985年に「天王洲総合開発
協議会」が発足し、国際化・情報
化に対応する業務地域の形成をめ
ざして独自のルールを定めて開発
に取り組み、1992年の東京モノ
レール天王洲アイル駅、2001年
のりんかい線天王洲アイル駅の開
設を契機に、業務・商業・文化・
居住の複合するまちに発展してき
ました。

新たに「しながわ百景」に加わった天王洲エリア。運河
を生かした魅力ある景観づくりに取り組んでいます。
スローガンは「アートになる島、ハートのある街」。オ
フィスが中心となる開発においても人間的な温かさを
演出し、まち全体がひとつのアートを造り出していく
独自の風景づくりをめざしています。運河沿いの街並
み、ボードウオーク、様々な広場、天王洲ふれあい橋、
個性的な通りなど、魅力ある景観があります。

天王洲らしい景観形成にむけて、
重点地区としての景観ルールの
検討を進めています

問い合わせ／都市計画課景観担当（☎5742－6534 Fax5742－6889）

2019年秋頃、品川区景観計画の
重点地区の指定を行い、天王洲
独自の景観ルールによる魅力あ
る景観形成を図っていきます。

2018年8月、地域の街づくり団体や
住民と天王洲地区景観まちづくり研究
会を設立。天王洲らしい景観形成のた
めの景観ルールの検討を開始。

2018年2月に行った天王洲
地区でのアンケートで、多く
の方が天王洲独自の景観ルー
ルが必要と回答。

建築家の隈研吾氏が
デザインしたファサード

アート作品の展示スペースになる
天王洲ふれあい橋
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豊かで清潔な未来のために
人が生きている限り暮らしの中で「ごみ」は発生しますが、東京湾のごみの
最終処分場はあと50年で満杯になるといわれています。豊かで清潔な未来
を持続し、次世代につなげるため、「ごみを元から減らす・繰り返し使う・資
源として再び利用する」という3Ｒ活動を徹底し、「もったいない」の心を一
人ひとりが大切にして｢循環型社会｣ を推進しましょう。

●3Ｒ（スリーアール）って何？
3Ｒとは、ごみを減らすための3つの行動の頭文字
をまとめたものです。3Ｒには優先順位があります。
1．R

リ デ ュ ー ス

educe（発生抑制） ごみを出さない
2．R

リ ユ ー ス

euse（再使用） 繰り返し使う
3．R

リ サ イ ク ル

ecycle（再生利用） 資源として利用し、再生する

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

10月は
3R推進月間

●ごみの処理にかかる費用が減り、最終処分場の寿命が延びます　●木や石油や鉱石などの天然資源を新たに使う量が減ります
●CO2の発生が減ります（プラスチックは燃やすときに生ごみの約150倍のCO2などの温室効果ガスが発生）
●分別して出された資源は、新たに生まれ変わります

3Rを実践
すると…

・新聞➡新聞　・段ボール➡段ボール　・紙パック➡ティッシュペーパー、トイレットペーパー
・ペットボトル➡ペットボトル、クリアファイル、布地など
・缶➡缶、自動車部品、建築資材など　・びん➡びん、アスファルト舗装材料など
・プラスチック製容器包装➡運搬用パレット、擬木、漆器、薬品など

再
生
の
例

○食べ残しをしない、外食時も食べられる分だけ
　注文する
○無駄になるものを買わない、買いだめをしない
○非常食も周期を決めて食べて買い足し、賞味期限超えに
　しない（ローリングストック）
○使い捨てになるものは極力買わない
○詰め替え用がある商品を選ぶ
○買い物にはマイバッグを持参する
○マイ箸・マイボトルを携帯する
○生ごみはギュッと水きりする　など

○シャンプーなどは中身を詰め替　
　えて、ボトルは繰り返し使う
○使えるものは交換・修理などを　
　して大切に使う
○ほかの使い道を工夫する
○自分が要らなくなったものは、必要としている人に譲る
○リサイクルショップやフリーマーケット、リサイクル
　情報紙を利用する　など

○資源は種類ごとにきちんと分別して、資源のステーション回収・拠点回収・集団回収に出す
分ければ資源、混ぜたらごみ
混ぜて出したり、燃やすごみにしてしまったら生まれ変われません！
○びん・缶・ペットボトルはサッとすすぎ、ペットボトルのキャップとラベルは外す
○プラスチック製容器包装もサッとすすいで資源回収に出す（ペットボトルのキャップとラベルも
　プラスチック製容器包装として出す）
○古紙は、新聞・雑誌・段ボール・雑がみに分け、種類ごとにしばって出す
○菓子箱、ティッシュ箱、ちらし、カタログなどは「雑がみ」として出す
　※リサイクルできない紙もあります…靴やカバンの詰め物の紙、感熱紙、アイロンプリント紙、
　　カーボン紙・防水加工した紙、汚れや臭いのある紙、圧着はがきなど
○牛乳パックは、すすいで、開いて、乾かして出す
○古着・古布、廃食用油、不用園芸土、小型家電（10×25㎝以内の携帯電話、デジタルカメラ、
　家庭用ゲーム機など）は、月2回の拠点回収に出す

区で行っている活動
Reduce

●家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部を助成します
対象／区内在住で、家庭用電気式生ごみ処理機を購入予定の方か
購入日から3カ月を経過していない方
助成額／本体購入価格（ポイント支払い分を除く）の3分の1（限度額
20,000円）
※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。

Reuse
●修理・修繕を行う「リユース事業協力（賛同）店舗」を紹介してい
ます
●リサイクルショップ「リボン」
　 衣類や日用品は →旗の台店
　　（旗の台5－13－9☎5498－7803 Fax5498－7804）
　 家具やギフトは →大井町店
　　（区役所第三庁舎2階☎5742－6933 Fax5742－6945）
●フリーマーケット
年1回、5月に区の主催で開催。ほかに、地域などで自主的に実施
している団体に対しての支援もしています。出店募集案内は本紙
か区ホームページをご覧ください。
●リサイクル情報紙「くるくる」
毎月1日発行で「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」の情報を掲載
し、地域センター、図書館、文化センターなどの区施設に置いて
います。
掲載申込方法／電話かFAXで清掃事務所へ
※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。

品川区は「都市鉱山からつくる！
みんなのメダルプロジェクト」
に参加し、拠点回収などで集め
た小型家電を東京2020大会のメ
ダル製作に提供しています。

拠点回収31カ所のほか、
区役所（本庁舎2階、オリ
ンピック・パラリンピック
準備課）、総合体育館、戸
越体育館、清掃事務所（品
川庁舎・荏原庁舎）の開庁
日にも回収しています。
※データは消去して、お持
ちください。

スリーアール

牛乳などの紙パックは、500㎖パックなら9枚、
1ℓパックなら6枚でトイレットペーパーが1個
作れます。



2018年10月11日号 3

児童センターには “わっくわく” がいっぱい！
児童センターは、子どもたちや親子が利用できる場で、区内に25館あります。
児童の健全育成のため、遊びの場・居場所の提供、イベント・クラブ活動などの事業を実施しています。
放課後や学校が休みの日に遊びに来ませんか。

問い合わせ  子ども育成課育成支援係（☎ 5742－6596 Fax5742－6351）

児童センター
の利用方法

○受け付けの入館票に氏名・学校名を書いてください。　○帰るときは、入館票の退館欄に「チェック」をしてください。
○予約・事前登録は不要で、利用は無料です。
※クラブ・イベントの参加には、事前申し込み・登録・実費が必要な場合もあります。

●児童センターまつりで楽しもう！
秋はおまつりの季節です。児童センターでもたくさんのイベントを実施します。

日程 時間 内容 会場（雨天決行）・問い合わせ
10/20㈯ 12:00～18:00

はたのだいまつり
旗の台文化センター・児童センター
（旗の台5－19－5 ☎ 3785－1280 Fax3785－1260）10/21㈰ 10:00～15:00

11/10㈯

12:15～15:30 かっぱっこまつり 東品川児童センター（東品川1－34－9 ☎ 3472－5806 Fax3472－5807）
13:45～16:00 秋フェスタ’18 後地児童センター（小山2－9－19 ☎・Fax3785－5033）
11:00～13:30 TPFまつり 冨士見台児童センター（西大井6－1－8 ☎ 3785－7834 Fax3785－7835）

13:00～15:30 ゆたかっこまつり
戸越公園（豊町2－1）
※雨天時はゆたか児童センター（豊町1－18－15）　
問い合わせ／ゆたか児童センター（☎ 3786－0633 Fax3786－1925）

14:30～16:30 南ゆたか☆こどもまつり 南ゆたか児童センター（豊町4－17－21 ☎ ・Fax3781－3577）

11:00～15:00
やしお子どもふれあい
フェスティバル

八潮児童センター（八潮5－10－27 ☎ 3799－3000 Fax3799－3074）

11/11㈰
13:00～15:30
（お店は15:00

まで）
がらくたまつり

鈴ケ森小学校 校庭・体育館（南大井4－16－2）　
問い合わせ／水神児童センター（☎ 3768－2027 Fax3768－2056）

南大井児童センター（☎ ・Fax3761－4148）
11/17㈯ 10:30～12:00 リユース　フェスタ 一本橋児童センター（大井2－25－1 ☎・Fax3775－4352）

12/15㈯ 14:00～16:00
中原ふぁみりー
フェスティバル

中原児童センター（小山1－4－1 ☎・Fax3492－6119）

バンドやダンス、ミュージカル
活動をしよう！

バンドやダンス活動、ミュージカルのワークショップな
ど、小中高生の居場所づくりと活動の支援をしています。

冨士見台児童センター　
「ティーンズミュージカルワークショップ」

表現・創作活動の支援
として、小学6年生か
ら高校生までのミュー
ジカルワークショップ
を実施しています。年
間を通して、ミュージ
カル俳優の指導を受け、作品づくりに取り組み、今年度は31年
1月13日㈰に発表公演を行います。

平塚児童センター
 「D

ダ ダ ダ ダ ン ス

aDaDaDance」
小学生から高校生のダ
ンスやパフォーマン
スの練習の成果を発表
する機会として、年2
回開催しています。中
高生が照明・音響オペ
レーターなどを担当
し、運営しています。

いろいろなクラブがあるよ！

工作、スポーツ、音楽、ダンス、あそび、食育、
体験クラブなど、バラエティに富んだ活動
をしています。クラブの登録については、
直接各館にお問い合わせください。

旗の台児童センター
 「クッキングクラブ」

作って・食べて・楽しいクッキングクラブです。
2クラスに分かれて活動しています。毎年4月に
参加者を募集しています。

思いっきりスポーツしよう！

卓球やバスケットボール、一輪車、トラン
ポリン、スラックライン、ボルダリング、
インラインスケートなど、いろいろなスポー
ツができます。

滝王子児童センター
 「スラックライン」

幅5cmのライン上で技を展開し、難易度や美し
さを競うスポーツです。月2回、講師による指
導が受けられるほか、希望があればほかの日も
体験できます。12月1日㈯には「スラックライン 
ライドオンフェス」を開催し、ワークショップ
や競技会を行います。

詳しくは、「しながわパパママ
応援サイト」で紹介しています。
http://city-shinagawa-kodo
momirai.tokyo/

親子で作ろう！飛ばそう！！
天までとどけ紙ヒコーキ！！！

しながわ水族館 

ハッピーハロウイン2018
館内をハロウインムード一色にし、皆さんのお越しを
お待ちしています。
日時／10月31日㈬まで　午前10時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）　※火曜日休館。
料金／1,350円（800円）、小・中学生600円（400円）、4歳～就学前
300円（200円）、65歳以上1,200円（700円）　※区内在住・在勤・在
学の方は各自、住所など確認できるものの提示で（　）の料金になります。
場所・問い合わせ／しながわ水族館（勝島3－2－1 しながわ区民公園内
☎ 3762－3433 Fax3762－3436 http://www.aquarium.gr.jp/）

活動紹介 活動紹介

活動紹介

活動紹介

こちらからも
アクセスできます

親子で協力しながら、簡単な紙ヒコーキを製作・調整し、よく飛ぶ紙ヒコーキに仕
上げます。
日時／11月3日㈷午前10時～午後3時
会場／こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
対象・定員／区内在住の小学生と家族40組（抽選）
料金／1人500円（保険料込）　※昼食持参。
申込方法・問い合わせ／10月23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
○区ホームページから電子申請もできます。



日＝日時・期間　場＝会場・場所　内＝内容　人＝対象・定員　￥＝費用・料金　参＝参加方法　申＝申込方法　問＝問い合わせ・主催　 ＝E-mail　 ＝ホームページ（http://　https://）
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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）

10月14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14日㈰

 こうの内科クリニック 東大井 5 －11－ 2 ☎6712－8750
 陽光歯科クリニック 西五反田 8 － 4 －15 ☎3490－1390
 やまとや歯科医院 戸　越 6 －20－23 ☎3781－4945
 大井整骨療院 大　井 3 －26－ 8 ☎3772－5847
 工藤総合接骨院 小　山 4 － 7 － 2 ☎3785－7844

  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13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

10月20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

上大崎在宅介護支援センター
電気設備点検のため臨時休業します
日10月20日㈯
問上大崎在宅介護支援センター
（☎3473－1831 Fax3473－1554）

品川図書館エレベーター等改修工事
エレベーターは利用できません。階段を
ご利用ください。
日エレベーター＝11月1日㈭～12月末
4階トイレ＝11月末～12月末
2・3階トイレ＝31年1月上旬～2月末
問品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

「うんどう教室」地域指導員募集
高齢者を対象とした健康遊具を使って行
う介護予防事業「うんどう教室」での指導・
補助をしていただきます。
日12月20日㈭から毎月第3木曜日
午後2時から90分程度　
※11月15日㈭午前10時～正午に八潮地
域センターで説明会あり。
場八潮公園（八潮5－11）
人区内在住で、運動するのに支障がない
20歳以上の方10人程度（抽選）
申問10月31日㈬（消印有効）までに、はが
きかFAXに「うんどう」とし、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

品川区就業センター・サポしながわ
臨時休業・移転します
中小企業センターの空調設備改修工事に
伴い、同じ建物内で場所が変わります。
臨時休業日／10月26日㈮
※10月29日㈪から中小企業センター1階
へ移転します。
所在地／西品川1－28－3
問品川区就業センター
（☎5498－6353 Fax5498－6354）
サポしながわ
（☎5498－6357 Fax5498－6358）

働き方改革支援助成
●働き方改革奨励金
働き方の改善のために区が指定する制度
を整備し利用があった場合、交付します。
奨励額／10万円
●働き方改革コンサルティング経費助成
対象／働き方改革の取り組みに係るコン
サルティング費用
助成額／対象経費の3分の2（上限100万円）
●事業所内育児施設整備費助成
対象／事業所内に育児スペースを設ける
ために必要な工事費・賃料
助成額／対象経費の2分の1（上限100万円）
―――――――――　共通　―――――――――
募集期間／31年2月28日㈭まで
※予算額に到達した時点で受け付け終了。
人区内に1年以上主な事業所を置く中小
事業者
問商業・ものづくり課中小企業支援係　
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

食品ロス削減　消費者センターパネ
ル展示「できることから始めよう」
毎日1人あたり茶碗約1杯分の食べ物が捨
てられている現状について考えませんか。
日10月17日㈬～30日㈫午前8時30分～
午後5時　※土曜日・祝日は除く。
場区役所第二庁舎3階ロビー
問消費者センター
（☎5718－7181 Fax5718－7183）

建築のルールを守って
住みよい安全なまちづくり
違反建築防止週間（10月15日㈪～21日㈰）
に、取り締まりのための一斉公開パトロー
ルを実施します。建築基準法を守り、市街
地の良好な環境づくりにご協力ください。
問建築課監察担当
（☎5742－6771 Fax5742－6898）

シルバー人材センター会員募集
10月から「シルバー派遣」事業を開始し、
事務補助や調理補助、保育補助などの就
業もできるようになりました。
人区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
年会費／2,500円
問シルバー人材センター本部
（☎3450－0711 Fax3471－6187）

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）

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
用や受験費用の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）の総収入か合計
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。
申込期限／31年2月5日㈫
問生活福祉課相談係
（☎5742－6545 Fax5742－6798）

お知らせ！

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
①品川保健
センター 12/16㈰ 9:30～12:30

②荏原保健
センター 12/ 1㈯ 9:30～12:30

13:30～16:30
③大井保健
センター 12/ 8㈯ 10:00～13:00

14:00～17:00
内もく浴実習、講義「赤ちゃんとの生活」、
マタニティリラクセーションほか
人区内在住で、初めての出産を控えた妊
娠22週以降のカップル
①②各24組③各16組（選考）
申11月11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。
問各保健センター

　精神保健講演会「アルコールと健康」

日11月12日㈪午後6時30分～8時
内アルコール依存症について
講師／水澤都加佐（アスク・ヒューマン・
ケア研修相談センター 所長）
人60人（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

　母乳相談

助産師から、母乳の飲ませ方や母乳育児
のポイントを聞いてみませんか。
日11月8日㈭午後3時10分～4時10分
人おおむね1・2カ月児の母親20人（先着）
場申問電話で、品川保健センター☎
3474－2903へ

　2回食からの離乳食レッスン
　（第6クール）　　　　　　　　　 電子

日11月6日㈫・20日㈫・27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10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

　難病の方のための音楽療法

日11月8日㈭午後1時30分～3時30分
内声を出して心身のリフレッシュ
講師／藤井洋平（音楽療法士）
人パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族20人（先着）
場申問電話で、大井保健センター☎
3772－2666へ

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

薬

〠140－0001  北品川3－11－22  
☎3474－2225　Fax3474－2034

品川保健
センター

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

大井保健
センター

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

荏原保健
センター

歯

歯

骨

骨

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。
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自宅のリフォーム、増改築工事の
ための融資あっせんをします
工事前にご相談ください。
対象工事／自宅（工事後に居住する区内に
ある住宅を含む）のリフォーム、建て替え
（50㎡以上80㎡未満。木造住宅密集地域
内の場合は面積問わず）、増改築工事
あっせん条件／金額＝10万～1,000万円
負担利率＝年利1.3％（災害復旧工事、耐
震補強工事、アスベスト除去工事は年利
0.5％。木造住宅密集地域内における耐震
補強工事は年利0.3％）
返済方法／10年以内の元金均等月額償還
（繰り上げ返済は一括返済のみ可）
※申込要件など詳しくはお問い合わせください。
問住宅課（☎5742－6776 Fax5742－6963）

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
○着工前　○区内業者に発注して行う既
存住宅の改修　○ほかの助成制度などを
利用していない　
○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／
○個人
●工事対象住宅に居住しているか改修後
に居住する方
●工事対象住宅の所有者か賃借者の方
※賃借者の場合は所有者から工事の承諾
を得ていること。
●前年合計所得が1,200万円以下の方
○民間賃貸住宅個人オーナー
●区内に賃貸住宅を所有している個人の方
●前年合計所得が1,200万円以下の方
○マンション管理組合
●共用部分の工事である
●対象工事について総会などで区分所有
者の承認を得ている
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。

品川介護福祉専門学校　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、②一般入試＝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／11月4日㈰・17日㈯
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除、②13,000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。
場問同校（西品川1－28－3☎5498－
6364 Fax5498－6367）

講座・講演

父親のための親育ちワークショップ

日時（全5回） 内容
10月20日㈯
午前10時30分

～正午
自己紹介、パパトーク

11月10日㈯
午前10時30分

～午後1時

パパのランチクッキング
〈講師：島田実果（野菜ソ
ムリエ）〉　

11月23日㈷
午前10時30分
～午後0時30分

イクメン講座
〈講師：安藤哲也（ファザー
リングジャパン代表）〉

12月1日㈯
午前10時30分

～正午

カロム大会　
※夫婦で参加、託児あり

12月15日㈯
午後1時～4時

中原児童センター子ども
まつり

人区内在住で、子育て中の父親12人（先着）
※全日程参加できる方優先。　※材料費実費。
場申問電話か直接、中原児童センター（小
山1－4－1☎・ Fax3492－6119）へ

聞こえにくい方とともに学ぶ
コミュニケーション講座
日11月7日～12月26日の水曜日
午後1時30分～3時30分（全8回）
内コミュニケーション方法の紹介、手話・
読話学習、体験談、情報交換
人区内在住で、18歳以上の中途失聴者・
難聴者15人（抽選）
※家族・身近な方も受講できます。
￥1,500円程度（テキスト代）
場申問10月29日㈪（必着）までに、往復は
がきで講座名、住所、氏名、年齢、電話・
FAX番号、聞こえの程度、家族・身近な方
が受講する場合は関係を心身障害者福祉会
館（〠142－0064旗の台5－2－2☎5750
－4996 Fax3782－3830）へ

認知症サポーター養成講座
日11月10日㈯午前10時30分～正午
場区役所353会議室（第三庁舎5階）
人50人（先着）
申問11月5日㈪までに、電話で高齢者福祉
課認知症対策係（☎5742－6802 Fax5742
－6881）へ

地域活動・NPO活動団体基礎講座
～夢をかなえる団体への一歩Ⅱ～
課題解決の力を持つために必要な組織の
あり方や資金調達について学びます。
日時（全2回） テーマ
11/28㈬
13:30～17:00

組織基盤整備
（後半はワークショップ）

12/12㈬
13:30～15:30 資金調達

場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／吉田建治（日本NPOセンター事務局
長）ほか
人地域活動・NPO活動をしている団体
20団体　※1団体2人まで。
￥1人1,000円（教材費込）
運営／協働ネットワークしながわ
申問電話か往復はがき、FAXに「団体基礎
講座」とし、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、所属団体がある方は団体名を地域活
動課（〠140－8715品川区役所☎5742－
6605 Fax5742－6878）へ

健康料理教室（糖尿病予防の食事）
～食べごたえ十分な一汁三菜！～
日11月10日㈯午前11時～午後1時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
内鮭

さ け

のバジルチーズパン粉焼き、にんじん
のきんぴら、アボカドと海

の り

苔の柚
ゆ ず こ し ょ う あ

子胡椒和
え、麦ごはん、きのこ汁
人69歳までの方30人（先着）
￥800円
持ち物／エプロン、三角巾、食器用・台ふ
きん各1枚
運営／品川栄養士会
申問11月6日㈫までに、電話で健康課（☎
5742－6746 Fax5742－6883）へ

環境学習講座
「古布で作るバネ口金つきポーチ」
日11月11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／南朝子（リメイク絆

きずな

副代表）
人中学生以上の方24人（抽選）
持ち物／裁縫道具、筆記用具など
申問10月22日㈪（必着）までに、往復は
がきかFAXで講座名、住所、氏名、年齢、
電話・FAX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。

はじめての簿記
日31年1月10日～31日の火・木・金曜日、
2月7日㈭・8日㈮・12日㈫・14日㈭、2
月15日～3月5日の火・金曜日
午後6時15分～8時15分（全20回）
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内簿記の基礎（簿記3級程度）
人40人（先着）　￥2,000円（テキスト代）
申11月30日㈮までの祝日を除く月～金
曜日午前9時～午後5時に、電話でシル
バー人材センター☎3450－0711へ
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

マンション管理セミナー
日11月17日㈯午後1時～4時
●第1部（午後1時～2時30分）
場区役所261会議室（第二庁舎6階）
内講演：マンション管理の基本「決算書を
読み解く」〈講師：小林勝彦（税理士）〉
人分譲マンションの居住者や管理組合役
員、関心のある方50人（先着）
※区民の方優先。　※第1部のみの参加も可。
●第2部（午後2時45分～4時）
場区役所251会議室（第二庁舎5階）
内グループ討議：各管理組合が抱える諸問
題について
人区内にある分譲マンションの居住者・管
理組合役員の方20人（先着）
―――――――――　共通　―――――――――
申問電話かはがき、FAXに「マンション管理
セミナー」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、マンション名、第2部に参加希望
の方はその旨・管理組合における課題や質問
を、住宅課住宅運営担当（〠140－8715品川
区役所☎5742－6776 Fax5742－6963）へ

犬のしつけ方教室とペット健康相談
日11月24日㈯午後1時30分～4時30分
場荏原保健センター（荏原2－9－6）
内訓練士による犬のしつけ方教室、獣医師
によるペット健康相談
人40人（先着）
主催／東京都獣医師会品川支部
申問電話で、生活衛生課庶務係（☎5742－
9132 Fax5742－9104）へ
※犬は連れてこないでください。

昭和大学主催　健康長寿公開セミナー
「健康長寿のための基礎知識②」
生活習慣病について学びませんか。
日10月27日㈯午後1時30分～4時
講師／弘中祥司（同大学教授）、平野勉（同
大学教授）
人13歳以上の方200人（先着）
場参当日、直接同大学（旗の台1－5－8）へ
問同大学☎3784－8019
文化観光課生涯学習係

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

●芝生の手入れ　ポ
高齢者施設で芝刈りや草むしりを
します。
日月1回から（月～金曜日）
場上大崎特別養護老人ホーム
（上大崎3）
●話し相手
高齢者施設で利用者の話し相手を
します。
日週1回（月～土曜日）
9:00～16:00のうち1時間程度
場サニーデイサービス（西大井5）
●演芸・楽器演奏　ポ
高齢者施設で音楽や一芸などの披
露をします。
日月1回（月・火・水・木・土曜日）
場大崎在宅サービスセンター（大崎2）

●美容ボランティア　ポ
障害者施設で利用者の髪のカット
をします。
※美容経験のある方限定。
日月1回　※日時は応相談。
場かもめ園（八潮5）
●話し相手
高齢者施設で利用者の話し相手を
します。
日週1回　※日にちは応相談。
10:00～12:00
場ぷらりす湯～亀（旗の台4）
●演芸披露
高齢者施設で演芸披露をします。
日不定期（月～金曜日）
15:00～16:00
場つばさデイサービスセンター（小山6）

※　 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
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五反田文化センターふれあい文化祭
日10月20日㈯午前10時～午後5時
21日㈰午前10時～午後3時
内舞台発表、作品展示、模擬店、リサイ
クル本の販売（20日）、バザー（21日）ほか
場問五反田文化センター（西五反田6－5
－1☎3492－2451 Fax3492－7551）

区民のいけばな展 70周年 花とともに
日10月20日㈯午後1時～7時
21日㈰午前10時～午後5時
場きゅりあん（大井町駅前）
問品川区華道茶道文化協会冨澤理事長☎
3799－2764、文化観光課文化振興係

移動図書館「ほんのにわ」特別企画
絵本のよみきかせ
日10月20日㈯午前11時～11時30分
※雨天中止。
場問しながわ中央公園（区役所前☎5740
－5037 Fax5740－5044）

しながわくの魅力発見ツアー
「しながわ たてもの今昔」
各時代の「はたらく建物」と街並みを、講
師の解説を聞きながら見て回ります。
日11月11日㈰午前9時30分～午後0時30
分　※小雨決行。
コース／大井町駅→ゼームス坂の看板建
築群→日本ペイント明治記念館→第一三
共品川研究センター810号館→大崎ガー
デンタワー→NBF大崎ビル（旧ソニーシ
ティ大崎）→ゲートシティ大崎→大崎
ニューシティ→大崎駅　※約4km。
人60人（抽選）
￥50円（保険料）
申問10月25日㈭（消印有効）までに、往
復はがき（1枚5人まで）で参加者全員の住
所・氏名・年齢・電話番号を庶務課文化
財係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6839 Fax5742－6890）へ

交流都市地方物産展
千葉県物産展フェア
特別区全国連携プロジェクトの一環で連
携している千葉県町村会などから出店す
る自治体の観光PRや特産品販売をします。
日10月24日㈬～29日㈪午前10時～午後
8時　※29日は午後7時まで。
場イトーヨーカドー大井町店（大井町駅前）
出店自治体／香取市、千葉市、成田市（26
日まで）、白子町、東金市（26～28日）、
八街市（25日まで）、大多喜町（24日）
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6877）

第6回ふれあい広場
オータムフェスティバル
西大井福祉園、かがやき園、かもめ第二
工房が合同で秋まつりを開催します。
日10月27日㈯午前10時～午後2時30分
場西大井六丁目ふれあい広場（西大井6－3）
内作品販売、模擬店、演奏会など
問かがやき園
（☎3772－8171 Fax3772－8177）

秋季品川区吟剣詩舞道大会
日10月28日㈰
午前10時開演（午前9時30分開場）
内吟詠・剣詩舞の発表
場・観覧方法／当日、直接荏原文化セン
ター（中延1－9－15）へ
問文化観光課文化振興係

第16回品川区長杯麻雀大会
日11月23日㈷午前11時～午後4時30分
※受け付けは午前10時20分～10時45分。
場きゅりあん（大井町駅前）
人20歳以上の方120人（抽選）
￥2,200円（軽食・お茶付き）
申10月31日㈬（必着）までに、往復はがき
で大会名、住所、氏名（ふりがな）、電話
番号、在勤・在学の方は勤務先の名称・
所在地・学校名を麻雀連絡協議会・安田
輝和（〠141－0032大崎4－1－14）へ
問文化観光課文化振興係

ゆうゆうプラザまつり
●大崎ゆうゆうプラザ
日10月29日㈪・30日㈫午前10時～午後4時
内演芸大会、作品展示、チンドン演奏、
マジックショー、ハロウインイベントなど
場問同プラザ（大崎2－7－13☎5719－
5322 Fax3779－2520）
●平塚橋ゆうゆうプラザ
日10月28日㈰午前10時～午後3時
内キッズコーナー、タブレット・ものづ
くり実演会、フリーマーケットなど
場問同プラザ（西中延1－2－8☎5498－
7021 Fax5498－1900）

秋季品川区将棋大会
初心者の方もご参加ください。
日11月11日㈰午前10時から
※受け付けは午前9時30分から。
場中小企業センター（西品川1－28－3）
対戦方法／段・級別リーグ戦
人小学生以上の方
申問10月25日㈭（必着）までに、往復は
がきに「将棋大会」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、年齢、性別、電話番号、棋力（段・
級の自己申告）、在勤・在学の方は勤務先
の所在地・名称、学校名を文化観光課文
化振興係へ

品川＆早川ふるさと交流
●早川エコファーム楽農体験
農作業や収穫物の加工体験をしながら、
早川町の地域づくりを応援しませんか。
日内①11月9日㈮～11日㈰＝農体験と食
祭り参加、②12月7日㈮～9日㈰＝落ち葉
かきと正月飾り作り、③31年1月11日㈮
～13日㈰＝獣害対策とどんど焼き
宿泊／共同無料宿泊所（山梨県早川町）
人区内在住か在勤の方
￥2,500円から、小学生以下1,250円か
ら（維持費・体験会費・バス交通費込）
※自炊などの食事代は実費。
申電話かEメールで、早川エコファーム（☎
0556－48－2817 info@eco-farm.or.
jp）へ

●みそ作り体験と星空観察ツアー
日12月15日㈯～16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）
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（1泊2
食付き宿泊費・プログラム参加費・交通費込）
申10月25日㈭（必着）までに、はがきか
FAXに「みそ作り体験」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 
Fax3359－2570）へ
―――――――――　共通　―――――――――
問地域活動課市町村交流担当
（☎5742－6856 Fax5742－6877）

「第10回原まつり」フリーマーケット
の出店者を募集します
日11月11日㈰午前10時～午後2時30分
募集数／40店（抽選）
￥1区画500円
申10月23日㈫（必着）までに、往復はがき
に「フリマ」とし、住所、氏名、年齢、電
話番号をウェルカムセンター原・交流施
設（〠140－0015西大井2－5－21）へ
問ウェルカムセンター原
（☎5742－4660 Fax5742－4661）
大井第三地域センター
（☎3773－2000 Fax3771－3735）

品川清掃工場　個人見学会
日10月27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10月25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/
kengaku/index.htmlからダウンロード
できます。

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

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

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

東京2020大会に向けてボランティアを募集しています
問い合わせ  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）

大会ボランティア
東京2020組織委員会

都市ボランティア
東京都

区独自ボランティア “しな助
す け

”
品川区

活動場所 競技・練習会場、選手村などの大会関連施
設など

空港、最寄駅～競技会場、都内主要駅、都
内イベント会場など 品川区開催・関連イベント会場など

主な活動内容 観戦客向けサービス、競技・大会運営サポー
ト、選手サポート、メディアサポートなど

交通・観客案内、観光案内、イベント会場
サポートなど イベント会場でのサポートなど

活動期間 大会開催期間中10日以上（連続5日以内） 大会開催期間中5日以上
（連続していなくても可）

2018年10月～2021年3月のうち活動できる
日

活動時間（1日） 8時間程度 5時間程度 3～5時間程度
募集人数 8万人 3万人（区市町村推薦枠＊あり） 500人

応募資格
（全てにあてはまる方）

●2002年4月1日以前に出生　
●日本国籍か日本滞在の在留資格を保有

●2002年4月1日以前に出生　
●日本国籍か日本滞在の在留資格を保有　
●日本語の簡単な会話で意思疎通ができる

●活動日時点で18歳以上　●健康に自信がある
●品川区内を盛り上げたい　
●オリンピック・パラリンピックに興味がある

待遇など ●活動期間中の滞在場所から会場までの交
通費相当額　●飲食　●ボランティア保険

●活動期間中の滞在場所から会場までの交
通費相当額　●飲食　●ボランティア保険

●報酬無し　●飲食（活動時間による）
●ボランティア保険

申し込みは各公式
ホームページから

「東京2020公式ウェブサイト」
→「ボランティア」
https://tokyo2020.org/jp/special/
volunteer/

「東京ボランティアナビ」→「東京2020大会
都市ボランティア募集について」
http://www.city-volunteer.metro.
tokyo.jp/jp/join

「品川区オリンピック・パラリンピック特設サ
イト」→「ボランティア」
https://shinagawa2020.jp/

都市ボランティアで品川区・近隣での活動を希望する方はこちらから
対象・定員／次の全てにあてはまる方 150人（抽選）
○都市ボランティア募集資格に当てはまる　○品川区内在住　○日頃からボランティ
アなどの地域活動に参加している　　○品川区内および近隣での活動を希望する

都市ボランティア
品川区推薦枠＊

申込方法／10月31日㈬（必着）までに、オリンピック・パラ
リンピック準備課で配布する応募用紙を同課へ郵送かFAX
※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。
○区ホームページから電子申請もできます。

※詳しくは、区ホームページ、品
川区オリンピック・パラリンピッ
ク特設サイトをご覧ください。
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　　「しながわ出会いの湯」
みんなで楽しく、心と体の健康づくり
日毎週木曜日　内お楽しみプログラム（健康体操・カラオケ）と入浴
人区内在住で、自分の身の回りのことができる65歳以上の方
※はじめての方は健康保険証などをお持ちください。「出会いの湯カード」を浴
場で発行します。　※2回目からは「出会いの湯カード」をお持ちください。　
※浴場が休業している場合は、他の浴場をご利用ください。
問健康課健康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－6883）

名称 住所 電話番号 始まる時間
①吹上湯 北品川1－25－12 3471－3726 午後2時
②天神湯 北品川2－23－9 3471－3562 午後2時
③宮城湯＊ 西品川2－18－4 3491－4856 午後2時30分
④松の湯 西五反田6－18－3 3491－6667 午後2時30分
⑤高松湯 上大崎3－5－4 3441－8602 午後3時
⑥金春湯 大崎3－18－8 3492－4150 午後2時30分
⑦万福湯 大崎4－2－3 3491－2409 午後2時
⑧水神湯 南大井6－9－10 3761－1425 午後2時
⑨末広湯 大井1－42－4 3777－7084 午後2時
⑩東京浴場 大井2－22－16 3771－4959 午後2時
⑪みどり湯 西大井1－7－26 3774－0744 午後2時
⑫ピ－ス湯 西大井6－15－16 3772－5281 午後2時30分
⑬武蔵小山温泉＊ 小山3－9－1 3781－0575 午前11時
⑭東京浴場 小山6－7－2 3781－1018 午後3時
⑮恵比寿湯 荏原5－11－2 5702－4158 午後2時30分
⑯戸越銀座温泉 戸越2－1－6 3782－7400 午後2時
⑰松の湯＊ 戸越6－23－15 3783－1832 午後2時
⑱星の湯 中延6－1－10 3781－1918 午後2時
⑲富士見湯 東中延1－3－8 3782－6120 午後2時30分
⑳八幡湯 西中延3－15－8 3781－0265 午後2時
㉑錦湯 旗の台1－2－17 3781－8618 午後2時
㉒新生湯 旗の台4－5－18 3781－3476 午後2時30分
㉓中延記念湯 旗の台4－11－2 3781－3095 午後2時
㉔大盛湯 二葉2－4－4 3788－8477 午後2時
＊③⑬⑰は木曜日が祝日の場合に「出会いの湯」が休みになります。 

木曜日は！

しながわ塾 おもてなし in Shinagawa
しながわを知りたい、しながわで活躍したいという方に！
しながわの様々な魅力を学ぶとともに、区内まちあるきなどを通
じてしながわへの理解を深めます。
回 日程（全10回） テーマ
1 12月 2日㈰ オリエンテーション
2 31年 1月 6日㈰ 海から見た江戸時代の品川
3 1月20日㈰ 【区内まちあるき①】品川地区を歩く
4 2月 3日㈰ 品川を描いた落語・芸能
5 3月 3日㈰ 【区内まちあるき②】荏原地区を歩く
6 5月12日㈰ 【区内まちあるき③】五反田地区を歩く
7 6月 2日㈰ スポーツボランティア：スポーツを「支える」楽しみ

8 7月 7日㈰ 「まちづくりって、何？」～品川宿のまちづくりに、何？を探る～
9 8月 4日㈰ アフタ－2020を見据えて　おもてなし最前線
10 9月 1日㈰ 生涯学習で豊かな時間を

時間／午後2時～4時
会場／中小企業センター（西品川1－28－3）ほか
講師／大島英樹（立正大学法学部教授）ほか
対象・定員／16歳以上の方50人（抽選）
料金／3,000円
申込方法・問い合わせ／11月9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

新春きゅりあん寄席
小遊三・たい平　二人会

今年もやってまいりました！
「きゅりあん」からの初笑い。

2019年の新春は、笑点でおなじみの
三遊亭小遊三と林家たい平の二人会をお届けします。

日時／31年1月11日㈮午後6時30分開演（午後6時開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演／三遊亭小遊三、林家たい平　ほか
料金／3,700円（全席指定）
発売開始／10月19日㈮　※発売初日は1人4枚まで。
　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。　※未就学児入場不可。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

品川区長賞レースにご招待
大井競馬場で開催する「スマイルシティ・しながわデー」
で、L

エ ル ウ ィ ン グ

-WING 5階特別席に招待します。
日時／12月7日㈮午後2時10分開場
対象・定員／20歳以上の区民の方15組30人（抽選）
申込方法・問い合わせ／10月31日㈬（消印有効）まで
に、はがきかFAXに「スマイルシティ・しながわデー特
別席」とし、代表者の住所・氏名・年齢・電話番号・応募資格（区内在住・在
勤・在学の別）を総務課（〠140－8715品川区役所☎5742－6625 Fax3774
－6356）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

●大井競馬「東京メトロポリタンウィーク」
　～東京23区の魅力を発信～
23区にちなんだレースや名産品販売を行います。品川区にちなんだ“品川
かえで賞”は、10月30日㈫に実施します。
日時／10月29日㈪～11月2日㈮午後2時10分開門
会場／大井競馬場（勝島2－1－2）
料金／15歳以上の方100円（入場料）　※20歳未満は保護者同伴。
問い合わせ／特別区競馬組合競馬事務局☎3763－2151
総務課総務係（☎5742－6625 Fax3774－6356）

 事業者・起業者向け相談案内 ※祝日を除きます
＊1・5月を除きます

相談内容 曜日 時間 場所・予約先
企 業 法 務 相 談 第2・4㈭ 10:00～12:00

商業・ものづくり課
（中小企業センター2階）
☎5498－6340へ予約

特 許 相 談 第2・4㈮ 10:00～12:00

海 外 ビ ジ ネ ス 相 談 第1～4㈬ 9:00～17:00

経 営 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00 商業・ものづくり課
☎5498－6334へ予約創 業 相 談 ㈪～㈮ 9:00～17:00

社会保険労務士相談 第3㈬ 18:00～21:00 武蔵小山創業支援センター
（小山3－27－5）
☎5749－4540へ予約行政書士による法務相談 最終㈭＊ 14:00～17:00

申込日 配達日
※3月は10日締め切り・月末までに配達。
※配送日は事前に区指定業者から連絡あり。

1日～25日 翌月中旬
26日～月末 翌々月中旬
申込方法・問い合わせ／電話かはがき、FAXに「消火器購入」か「消火器詰め替え」とし、
住所、氏名、電話番号（昼間連絡のとれる）、希望本数、古い消火器の処分希望の有無
と本数を防災課（〠140－8715品川区役所☎5742－6696 Fax3777－1181）へ

※耐用年数（おおむね10年）・標準使用期限を経過したものは詰め
替えできません。　※詰め替え目安は製造からおおよそ5年です。

種類 薬剤重量 あっせん価格

購入 粉末消火器5型
（国家検定品） 1.5㎏ 4,600円

詰め
替え

粉末薬剤 1～3.5㎏ 3,300～6,200円
強化液薬剤 3～4ℓ 5,400～6,200円
中性強化液薬剤 2ℓ 6,200円

火災は小さいうちの消火が肝心です。いざという時の
ために十分な消火能力を持つ消火器を備えましょう。家庭用消火器の購入・薬剤詰め替えあっせん

＊あっせん対象の消火器を店頭で直接購入できます。あっせん価格
（4,600円）で購入するには、印鑑（スタンプ印不可）が必要です。

区指定業者 所在地 電話番号
神谷商会＊ 西品川 1 －28－25 3783－4882
後藤商会＊ 南大井 4 －18－18 3762－0376
前出工機＊ 東五反田 3 －17－ 5 3449－1581
和田商会＊ 二　葉 2 － 8 －13 3782－1885
東日工業 西五反田 2 －24－ 9 3494－8936

悪質業者に注意！

配達時には、区指定業者が購入者本
人の申込はがき・FAX・電話申込受
付票に防災課の収受印を押印したも
のを必ず持参します。区・消防署で
は訪問販売や電話での勧誘は一切し
ていません。あっせんに便乗した悪
質な業者には十分ご注意ください。
不審な訪問や電話がありましたら、
防災課までご連絡ください。

指定業者が
ご自宅へ

お届けします！

●申し込み・配達
○区ホームページから電子申請もでき
ます。
※購入・詰め替えの申し込みと同時
の場合に限り、古い消火器を1本1,100
円（消火器リサイクルシール貼付の
ものは600円）で引き取ります。



支え愛・ほっとステーション

8月1日㈬、大井第二支え愛・ほっとス
テーション地域交流会を開催。スター
バックスコーヒー エトモ大井町店（大
井1）のバリスタが「おいしいコーヒー
のいれ方講座」を行いました。

● 特集：幕末 しながわでは
● 自転車対策・品川区シェアサイクル
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8月26日㈰、しながわ中央公園をアート空間に模様替
えする「GOOD PARK！2018～アート、音楽、遊び、
発明～」を開催。噴水や水路などにそれぞれ水遊び
の空間が出現し、多くの来場者でにぎわいました。

G
グ ッ ド

OOD P
パ ー ク

ARK！2018
～アート、音楽、遊び、発明～

8月25日㈯、総合体育館で「児童センターふれあい卓
球大会」を開催。シドニーオリンピック元日本代表
の小西杏選手と、吉田海偉選手も参加し、子どもた
ちは圧倒されながらも全力で挑んでいました。

児童センター
ふれあい卓球大会

8月4日㈯、総合体育館でハンドボールイベントを開
催。同体育館は、東京2020大会でハンドボールの公
式練習会場としての使用が決定しており、この日は大
崎電気工業のチーム「O

オ オ サ キ

SAKI O
オ ー ソ ル

SOL」が登場しました。

品川区×ハンドボール
スペシャルイベント

8月25日㈯、荏原文化センターで中学生向け国際人育
成ワークショップ「Bushido2018」発表会を開催。最
終日となったこの日、参加した25人の中学生は、英
語でのプレゼンテーションを披露しました。

国際人育成ワークショップ
「B

ブ シ ド ー

ushido2018」

9月4日㈫、大崎ブライトコアホールで都心のものづく
り企業を対象とした「ものづくり商談会～企業間マッ
チング会」を開催。目黒・板橋・北区などからも参加
があり、過去最大規模となる115社が参加しました。

ものづくり商談会

9月2日㈰、きゅりあんで組曲「しながわ物語」演奏
会を開催。品川区民管弦楽団の演奏で、「しながわ物
語区民合唱団」が美しい歌声を披露。合唱グループ“伊
藤キッズコーア”の子どもたちも共演しました。

～歌いつごう未来へ～
組曲「しながわ物語」演奏会

9月5日㈬、滝王子保育園で“しながわ体操”の出前教
室を実施。5歳児18人が参加し、「難しい」「分からな
い」などと言いながらも、すぐに動きを覚え、音楽
に合わせ楽しそうに体を動かしていました。

“しながわ体操”
出前教室

9月6日㈭、区長と社会福祉協議会池田彰孝会長が、
100歳を迎えた片桐ひささん宅と品川総合福祉セン
ターかえで荘を訪問し、長寿のお祝いの品を届けま
した。

長寿のお祝い
百歳訪問

とごしぎんざまつり

8月25日㈯・26日㈰、戸越銀座商店街
でとごしぎんざまつりが開催。品川区
と交流のある福井県坂井市の「帯のま
ち流し」が披露され、大勢の観客の目
を楽しませていました。

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。

古紙配合率80％再生紙を使用しています

五反田夏祭り2018

8月5日㈰、五反田駅東口のロータリー
特設会場で「五反田夏祭り2018」が
開催。バンド演奏や世界各地のダンス、
お笑いライブなど、活気と熱気にあふ
れる一日となりました。

大井どんたく夏まつり

8月25日㈯・26日㈰、大井町駅前中央
通りで「大井どんたく夏まつり」が開催。
岩本公水さんの歌う「品川音頭2017」
に合わせ “手拍子ロボット” が初登場。
多くの来場者でにぎわいました。

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▶


