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川の様々な表情を提供し、映画やドラマ、CMなどの

撮影を支援するウェブサイト「しなロケ」をオープン

しました。

旧東海道の街並み、写真映えするウォーターフロント、下

町人情が残る商店街。おしゃれなスポットや近代的なビル

の間に息づく情緒ある街並みこそ、品川の魅力。

「品川で撮っていただく、品川を撮っていただく」を合

い言葉に魅力をPRし、品川区のフィルムコミッショ

ンを推進していきます。

皆さんも、いつもと違う角度から品川をのぞい

てみませんか。

品

ロケ地紹介

はじめました

問い合わせ／文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

コラムも随時更新中！
区内のロケ地を紹介するコラムもあります。ロケ地
巡りの参考にしてみてください。

読んでも
楽しい！

大崎駅周辺

大森駅周辺の並木道

大森貝塚遺跡庭園の縄文の広場

戸越公園の竹林

西大井広場公園の階段の小道

東品川海上公園

天王洲ふれあい橋

武蔵小山商店街パルム

北品川商店街

旗の台東口通り商店街

大井競馬場前駅周辺

ビル

公園

夜景

商店街

ウェブサイトはこちらから

https://shinagawalocation.jp/
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No.6しながわにある“国”を知ろう！

しながわ

ブエナ
ス

タルデス

ペルー共和国

悠久の歴史と

伝統が息づく

区内には16カ所の大使館・領事館

があり、シリーズで紹介しています。

今回紹介するのは、ペルー共和国

総領事館。古代から中世にかけて

様々な文明が開化したペルー。悠

久の歴史を物語る遺構がロマンを

誘う国のさらなる魅力を、ホルヘ・

ハジョ総領事に伺いました。

リマ首都

ペルー共和国名称

スペイン語
（他にケチュア語、アイマラ語）

言語

ソル通貨

ぺ ル ー の

学基 礎 知 識 を ぼ う ！

128万5,126㎢ （日本の約3.4倍）面積

約3,182万人
（2017年10月推定値、ペルー統計情報庁）

人口

ホルヘ・ハジョ総領事
在東京ペルー共和国総領事館

（東五反田1－13－12）

アマゾン川
海岸・砂漠地帯
（コスタ）

ジャングル地帯
（セルバ）

アンデス山岳地帯
（シエラ）

ペルー
リマ

ブラジル

ボリビア

コロンビア

エクアドル

●ワスカラン国立公園

●チャビン遺跡

●マヌー国立公園

●マチュ・ピチュ

●クスコ市街ナスカとパルパの
　　　　　地上絵●

●ワスカラン国立公園

●チャビン遺跡

●マヌー国立公園

●マチュ・ピチュ

●クスコ市街

アレキーパ市歴史地区●

ナスカとパルパの
　　　　　地上絵●

●聖地カラル-スーペ●聖地カラル-スーペ

アレキーパ市歴史地区●

参考資料：ペルー政府観光庁、外務省ホームページ、在ペルー日本国大使館ホームページ

ペルーの魅力を発信できる

区のイベントに感謝します

　品川区に駐在して今年で４年目になります。これまでスポー

ツイベントデーや「大井どんたく夏まつり」などに参加させて

いただきました。区のイベントを通じて、ペルーの文化を区民

の方に知ってもらえる機会をいただけることに感謝しています。

また、総領事館周辺には、ペルー料理店や、南米の食材を扱う

スーパーがあり、在住ペルー人と区民の方の交流の場になって

いるのも、嬉しいことです。

　ペルーは、大きく３つの地域に分かれ、それぞれに気候や文

化が異なります。首都リマがあり、スペイン入植時代の建造物

などの歴史遺産が集中する、海

岸・砂漠地帯のコスタ。マチュ・

ピチュなど多数のインカ帝国の

遺跡が残るアンデス山岳地帯の

シエラ。アマゾン川周辺にジャ

ングルが広がるセルバと、それ

ぞれ独自に発展した文化や食は

ペルーの誇りです。

　他にも、国民伝統舞踊のマリ

ネラなど、すばらしい観光資源

がたくさんあります。今後もペ

ルーの魅力を伝え、交流を深め

ていきたいと思っています。

文 化 に つ い て 知 うろ ！

ペルーに最初の人類が到達したのは約２万年前、ペルーにお

ける最初の文明は5,000年前のアメリカ大陸最古の街とされ

るカラルといわれています。インカ帝国の遺跡マチュ・ピチュ、

スペイン領時代の街並みなど、ペルーの数々の世界遺産から

南米文化のルーツを知ることができます。

多彩な世界遺産から
南米文化のルーツをたどる

標高2,280mの山の頂上にある、15世紀頃に建造されたといわれる謎多き空中都市。神殿、段々

畑、水路に囲まれ、建物は結合物を使用せずに大きな石塊を合わせて作られています。インカ

帝国の秘密都市という説も。1911年に遺跡が発見されました。

インカ帝国の首都でしたが、スペインに征服され建物は破

壊されました。土台となったインカ時代の精巧で強固な石

組みと、その上に建てられたスペインの建造物が融合した

独特な景観が楽しめます。

標高6,768m、ペルー最高峰ワスカランを含む国立公園。

約600の氷河と約300の氷河湖があり、多種多様な動植物

の宝庫です。

旧市街に16～17

世紀のスペイン

の歴史的建造物

が立ち並ぶ、首

都リマ。寺院や

修道院など、見

どころがたくさん

あります。

ペルー南部の乾燥地帯に約800年続いたナスカ文化時代の巨大

な地上絵。幾何学模様や動物、鳥、虫などが、なぜ、どのよう

にして描かれたかは未だ議論されています。

マチュ・ピチュの歴史保護区

クスコ市街 ナスカとパルパの地上絵

リマ歴史地区

ワスカラン国立公園

他にも、紀元前1000年頃に繁栄し

たチャビン（古代遺跡）やアマゾン

川の源流にあるマヌー国立公園など、

様 な々世界遺産が点在しています。

アレキーパ市歴史地区（左上）、カパック・ニャ
ン  アンデスの道（右上）、チャビン（古代遺跡）

（中段）、マヌー国立公園（左下）、聖地カラルー
スーペ（右下）

ペルーは、世界が認める
“美食の国” 

沿岸部では魚介類、山岳地帯ではイモや肉、ジャングル地帯では果物類と、

異なる地形によって食材も豊富なペルー。ヨーロッパや日本、中国などから

の移民がもたらした多様な食文化を融合させ独自に発展させてきました。そ

んなペルー料理は、世界から絶賛されるほど名高い“美食”の料理なのです。

アヒ・デ・ガジナ

アヒ（唐辛子）とガジ

ナ（雌鶏）を使ったペ

ルー版のカレーライス

セビーチェ

魚介類にレモン汁、野菜、香辛料

を混ぜた、海岸地帯の名物

ロモ・サルタード

牛肉と野菜をいためたペルーの

伝統料理。味付けはアジア風

アンティクーチョ

ペルー人のソウルフー

ド。牛の心臓の串焼き

パパ・ア・ラ・ウアンカイナ

アンデス山岳地帯の料理でゆでた

ジャガイモに唐辛子入りのチーズ

のソースをかけた料理

2019年は

日ペルー
交流年

がペルーに到着し、日本人が移住を始め

たのが明治32年（1899年）。ペルーは南米で最初

に日本人移住を受け入れた国です。現在の日系人口

数は約10万人と推定されており、世界で３番目に

多い国となります。考古学・人類学を中心とした研

究が活発で、若い世代にはアニメや漫画文化が広

まっており、日本との文化交流も盛んに行われてい

ます。

　日本人のペルー移住120周年を迎える2019年

「日ペルー交流年」は、日本とペルーの関係におい

てとても重要な年です。ナスカの地上絵には、日本

の援助で展望台がオープン予定です。日本では、今

年埼玉県行田市の田んぼアートでナスカの地上絵

が登場。さらに、古代アンデス文明展が日本各地で

開催されるなど、両国の交流が広がっています。

地域活動課国際担当（☎5742－6691 Fax5742－6878）問い合わせ

マリネラ

ペルーを代表する伝統舞踊。アルゼンチン

のタンゴ、ブラジルのサンバに並ぶ南米3

大ダンスの１つ。男女の恋の駆け引きを、

白いハンカチを持った男女が踊りで表現し

ます。

ハチドリ

マチュ・ピチュのふもとにある「マ

チュ・ピチュ村」の初代村長（1948

～1950年）は日本人の野内与吉

さんなんですよ。今は、彼のお孫

さんが日本マチュピチュ協会を

設立し、ペルーの魅力を日本で

伝えています。

マチュ・ピチュとリャマ

佐倉丸
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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）

12月16日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355

　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383

　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

12月16日㈰

 ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417

 スフィアタワー・デンタルクリニック 東品川 2 － 2 － 8 ☎5462－0418

 伊藤歯科医院 豊　町 3 －12－17 ☎3781－5834

 山根接骨院 西品川 1 －23－15 ☎3779－9137

 誠道館清水接骨院 小　山 2 － 6 －10 ☎3783－0685

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

12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

　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1月10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

　二人で子育て（両親学級）

会場 日時

①品川保健
センター 2/17㈰

9:30 ～12:30

13:30 ～16:30

②大井保健
センター 2/9㈯

10:00 ～13:00

14:00 ～17:00

③荏原保健
センター 2/2㈯

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

①③各24組、②各16組（選考）

申1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

　1月31日㈭まで！国保基本健診【無料】

寒い冬は運動不足や過食にな

りがちです。生活習慣病の早期

発見を目的とした国保基本健

診は、あなたの健康を守るだけ

でなく、年々増加している生活

習慣病の医療費を抑えることにもつなが

ります。受診券、問診票、保険証を持って、

区内契約医療機関で受診してください。

問国保医療年金課保健指導係

（☎5742－6902 Fax5742－6876）

小内 ＝内科 ＝小児科 歯 ＝歯科 骨 ＝接骨 薬 ＝薬局

小

内 小

内 小

内 小

内 小

薬

薬

薬

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

歯

歯

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。

①成田緑夢トークショー（午後1時30分～3時）　※握手会も実施。

②大前光市ダンス＆トーク（午後6時～7時30分）

対象・定員／小学4年生以上の方 各350人（抽選）

※申し込みは10人まで。　

※両方申し込むこともできます。

③あすチャレ！運動会（午前11時～午後3時）　※時間変更の場合あり。

区内団体が集い、車いすリレーやボッチャなどパラスポーツ競技による運

動会を行います。一般公募枠の申し込みを受け付けています。

対象・定員／区内で活動している団体2チーム（抽選）　※1チーム10人。

――――――――――――――― 共 通 ―――――――――――――――

申込方法・問い合わせ／1月8日㈫（必着）までに、電話かはがき、FAXに「パ

ラリンピックスペシャルデー」とし、申込内容（番号）、代表者の住所・電

話番号・区分（区内在住・在学・在勤）、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・

性別、①②は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。

SHINAGAWA2020

パラリンピック スペシャルデー

日時  2月2日㈯午前11時～午後7時30分
会場  スクエア荏原（荏原4－5－28）

申込
受付中

シナモロールの
マンホールカード！

配布
開始

しながわ観光大使「シナモロー
ル」をデザインしたマンホール
カードの配布を開始します。

マンホールカードとは、多くの
方に下水道事業に興味をもって
いただくことを目的に、下水道
のPR団体「下水道広報プラット
ホーム（GKP）」が各自治体と一
緒に発行しているコレクション
カードです。

配布開始日／12月14日㈮
配布場所／しながわ観光協会

（大井1－14－1 ☎5743－7644）
午前9時30分～午後5時
※年末年始・祝日等（12月23日㈷・24
日㉁）は休み。
※詳しくはGKPホームページ www.
gk-p.jp/をご覧いただくか、道路課へ
お問い合わせください。
問い合わせ／道路課道路維持担当

（☎5742－6790 Fax5742－6886）

©2001, 2018 SANRIO CO., LTD.　APPROVAL NO. G593078

「しながわ2020スポーツ大使」

の大前光市さん、平昌2018冬

季パラリンピック金メダリスト

の成田緑夢さんが登場！「あす

チャレ！運動会」も同時開催！

しながわ観光大使

大井町線

大
井
町
駅

京
浜
東
北
線
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マンホール

設置場所

マンホールカード
配布場所

★
し
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が
わ
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光
協
会

★
し
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わ
観
光
協
会

左／成
な り た ぐ り む

田緑夢さん

右／大
おおまえこういち

前光市さん
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12月29日㈯・30日㈰

図書館年末開館を中止します

年末開館は、図書館システムの入れ替え作
業のため中止します。12月29日㈯から1月
10日㈭まで、区立図書館10館・大崎駅西
口図書取次施設は休館します。行政サービ
スコーナー（大井町・武蔵小山・品川区目黒）
の図書取り次ぎ業務も休止します。
問品川図書館

（☎3471－4667 Fax3740－4014）

障害者福祉手当を支給します

12月20日㈭頃受給者の口座に振り込みま
す。振込通知は年1回4月期に送付済みで
す。対象となり申請していない方はお問
い合わせください。なお、申請時に65歳
以上の方は原則対象になりません。
人次のいずれかにあてはまる方
○身体障害者手帳1～3級
○愛の手帳1～4度
○脳性まひ・進行性筋萎縮症
○戦傷病者手帳特別～第4項症
○規則に定める特殊疾病にり患している
○精神の障害により1級の障害基礎年金
などを受給している
※児童育成手当（障害手当）を受給してい
る方、障害者支援施設や特別養護老人
ホームなどの施設に入所している方は手
当の支給対象になりません。
※所得制限額（扶養のない方で3,604,000
円）を超えている方は対象になりません。
※所得超過により対象でなくなった方も、
翌年度以降の所得が制限基準内になれば
再び申請できる場合があります。
問障害者福祉課障害者福祉係

（☎5742－6707 Fax3775－2000）

太陽光発電システムを設置する

費用の一部を助成します

要件など詳しくはお問い合わせください。
●区民の方への助成

助成額／3万円/kW（上限9万円）
助成予定件数／30件（先着）
●中小企業者・社団法人・社会福祉法人

などへの助成

助成額／3万円/kW（上限15万円）
助成予定件数／5件（先着）
─────────共通─────────
申 問3月20日㈬（必着）までに、環境課で
配布する申請書を同課環境管理係（〠140
－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－
6949 Fax5742－6853）へ郵送か持参
※予算額に到達した時点で受け付け終了。
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

ひとり親家庭等医療証の現況届

（更新）の手続きはお済みですか？

　現在医療証をお持ちの方の有効期限は
12月31日㈪です。1月以降も引き続き医
療費助成を受けるには、現況届による更
新の手続きが必要です。資格をお持ちの
方には、既に現況届用紙を送付しました。
まだ提出していない方は至急提出してく
ださい。
　現在、医療費助成を受けていない「ひと
り親家庭等」の方で該当する方は、新た
に申請することで、申請日からひとり親
家庭等医療費助成が受けられます。
問子ども家庭支援課医療助成係（本庁舎7
階☎5742－9174 Fax5742－6387）

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。
申込期限／2月5日㈫
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 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。
問生活福祉課相談係

（☎5742－6545 Fax5742－6798）

住宅相談会を開催します

区内施工業者と建築士が、住宅のリフォー
ムや建て替え、耐震改修などに関する相
談を受けます。予約は必要ありません。
日毎月第3水曜日午前10時～午後3時
場区役所本庁舎3階ロビー
主催／品川区住宅耐震化促進協議会
問住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

第165回品川区都市計画審議会

日12月27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／

○東京都市計画地区計画の決定（戸越六丁
目東地区）【品川区決定】
○東京都市計画用途地域の変更（補助29号
線沿道（戸越公園区間南側））【東京都決定】
○東京都市計画高度地区の変更（補助29号
線沿道（戸越公園区間南側））【品川区決定】
○東京都市計画防火地域及び準防火地域
の変更（補助29号線沿道（戸越公園区間南
側））【品川区決定】
○東京都市計画公園の変更（第5・5・25
号目黒公園）【東京都決定】
○東京都市計画公園の変更（第3・2・19
号小山台公園）【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）

医療従事者の皆さんへ

医師法などの規定に基づき、12月31日現在
の勤務などについて届け出をしてください。
届け出先・用紙／医師・歯科医師・薬剤

師（全ての方）＝住所地を管轄する保健所
に届け出票を提出
保健師・助産師・看護師・准看護師・歯

科衛生士・歯科技工士（業務に従事してい

る方）＝就業地を管轄する保健所に業務従
事者届を提出
提出期限／1月15日㈫
届け出用紙配布場所・問生活衛生課医薬
環境衛生担当（本庁舎7階☎5742－9137 
Fax5742－9104）

第4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12月26日㈬午後3時から
人30人（先着）
場・傍聴方法／当日、午後2時から東京
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）

消費電力や電気代、CO2排出量がチェッ

クできるエコワットの無料貸し出し

自宅の電化製品の消費電力などを測定し、
節電に役立ててみませんか。測定記録は
区に提出していただきます。優れた取り
組みは、区ホームページで紹介する場合
があります。
貸し出し期間／最長2カ月
問環境課環境推進係

（☎5742－6755 Fax5742－6853）

飲料用自動販売機設置業者を

募集します

所在地／品川区役所議会棟6階廊下ほか
6カ所（広町2丁目1番36号ほか）
選定方法／一般競争入札
申 問1月25日㈮までに、経理課で配布す
る参加要領を確認のうえ、入札参加申込
書を同課管財係（本庁舎6階☎5742－
6640 Fax5742－6873）へ持参
※参加要領は区ホームページからダウン
ロードもできます。

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）

品川介護福祉専門学校　1月の入試

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＝高校卒業か高校卒業と同等
の学力があると認められる方
選考日程／1月20日㈰
出願期間／1月15日㈫まで
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
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）

品川＆早川ふるさと交流「早川町民

スポーツ広場」利用申し込み

山梨県早川町で夏の合宿をしませんか。
日7月19日㈮～8月31日㈯
人区内のスポーツ団体
￥1時間600円
申 問1月11日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「スポーツ広場」とし、団体名、種
目、利用人数、代表者の住所・氏名（ふり
がな）・電話番号、利用希望日、宿泊先を
地域活動課（〠140－8715品川区役所☎
5742－6856 Fax5742－6877）へ
※利用希望日が重複した場合は抽選。

お知らせ！

ボランティア募集

品川区地域貢献ポイント事業
●食器洗い　ポ

高齢者施設で食器洗いをします。
日週1回（月～土曜日）　

※時間は応相談。
場杜松ホーム（豊町4）

●フラワーアレンジメント　ポ

障害者施設でフラワーアレンジメ

ントの指導をします。
日月1回（土曜日）10:00～11:00
場かもめ園（八潮5）

●話し相手　ポ

高齢者施設で話し相手やお茶出し

などをします。
日週1回（月～土曜日）

10:00～13:00

※短時間でも可。
場デイサービスセンタードゥライ

フ品川（南品川5）

●食堂などの清掃　ポ

高齢者施設の食堂などの清掃をし

ます。
日応相談
場晴楓ホーム（東品川3）

●体操指導

高齢者施設で利用者と一緒に体操

をします。
日週1回13:00～16:00
場グループホームc

カ ル ナ

arna五反田

（西五反田3）

●食事作り

障害者施設で食事作りや準備など

をします。
日週1回（土曜日）15:00～19:00
場精神障害者生活支援ネットワー

クE
エ ヴ ァ

VAHの家（戸越5）

※　 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 
Fax5718－0015  shinashakyo.jp/volunteer/）

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定す

るボランティア活動1回につき、1ポイントを差し上

げています（年間50ポイントが上限）。ためたポイ

ントは区内共通商品券との交換か、福祉施設などに

寄付ができます。事前にボランティアセンターや対

象施設などで申し込みが必要です。登録者には「は

つらつカード｣ を発行します。
人区内在住で、おおむね60歳以上の方

対象施設／区が指定する高齢者施設、障害者施設な

ど（さわやかサービス、ほっと・サロン、支え愛・ほっ

とステーションでの活動も含まれます）

※詳しくはお問い合わせください。

○30年（黄色）のはつらつカードをお持ちの

方はポイントを交換してください。

12月末までの活動でためたポイントを交換して

ください。

50ポイント未満の方の交換方法／1月9日㈬～2

月28日㈭午前9時～午後5時に「はつらつカード

（黄色）」と印鑑を持って、品川ボランティアセ

ンター（大井1－14－1）へ　※50ポイントたまっ

ている方の交換は随時受け付けています。

○新しいカードを送ります。

現在はつらつカードをお持ちの方には、1月

から使用できる「はつらつカード（水色）」を

12月中に送付します。

■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

品 川 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー （☎5718－7172 Fax5718－0015）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）
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アスベストの分析調査・除去工事

費用を助成します！

対象／区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など
対象調査・工事／①アスベスト含有分析
調査費（吹き付けアスベスト）、②アスベス
ト除去工事費（アスベスト含有吹き付け材）
助成額・件数／①調査費用の10分の10

（上限1棟7万円）・5件、②除去工事費用
の3分の2（上限1棟200万円）・3件（先着）
申請期限／①3月26日㈫ ②1月11日㈮
※事前にご相談ください。
問環境課指導調査係

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

講座・講演

講演会「食べても良いカビ？悪いカ

ビ？～食品における最新カビ事情～」

日1月23日㈬午後2時～4時
場区役所講堂（第三庁舎6階）
講師／高鳥浩介（カビ相談センター理事長）
人100人（先着）
託児／区内在住の1・2歳のお子さん10人

（先着）　※3歳以上のお子さんは同伴可。
申 問1月22日㈫までに、電話で生活衛生
課食品衛生担当（☎5742－9139 Fax5742
－9104）へ

男女共同参画推進講座

「アンガーマネジメント講座」

仕事のストレス、夫婦・家族間のコミュ
ニケーション不足など、「かっ」となって
しまったときにできること、怒りのコント
ロール方法について学びます。

日1月22日㈫午前10時～正午
講師／江野本由香（日本アンガーマネジメ
ント協会公認ファシリテーター）
人25人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん10人（先着）
場 申 問電話かFAX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（東大井5－18－1きゅりあん3階☎
5479－4104 Fax5479－4111）へ

子育て支援講座「低学年の親の困っ

た」の解決を探るワークショップ

同じ年代の子どもの保護者同士で悩んだ
り戸惑ったりしていることを話し合いなが
ら、自分らしい子育てを見つけませんか。
日1月17日～2月14日の木曜日
午前9時30分～11時45分（全5回）
場子ども若者応援フリースペース

（中延2－2－12 3階）
人区内在住で、小学校低学年のお子さん
の保護者15人（抽選）
￥500円（教材費、お茶代）
申 1月7日㈪（必着）までに、はがきか
FAX、Eメールで講座名、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、お子さんの年齢・きょ
うだい関係、参加動機をふれあいの家－
おばちゃんち（〠140－0001北品川2－
28－19☎・ Fax3471－8610 fureai@
obachanchi.org）へ
問子ども育成課庶務係

（☎5742－6720 Fax5742－6351）

環境学習講座「おいしいお茶の入

れ方を学びましょう」

講座の中で、企業の環境に配慮した取り
組みも紹介します。
日1月26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／千田康之（伊藤園東京港南支店長）

人20人（抽選）
持ち物／エコバッグ
申 問12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・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。

品川シルバー大学・生涯現役実現講座

日1月22日～2月12日の火曜日
午後2時～4時（全4回）
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内「地域デビュー！～品川区で充実したセ
カンドライフを～」
人区内在住で、60歳以上の方30人（抽選）
￥1,000円
申 問1月4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

メイプルカルチャー講座

現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
①ロボットプログラミング

日1月23日～3月20日の水曜日
午後4時30分～6時（全6回）
人小学4～6年生8人（先着）
￥33,121円（教材費込、パソコンレンタル代別）
②こどもボイストレーニング

日1月10日～3月28日の木曜日
午後5時～6時（全6回）
人小学生10人（先着）　￥9,800円（教材費込）
③ママと一緒にフラワーアレンジメント

日1月26日㈯、2月23日㈯、3月23日㈯
午前11時～正午（全3回）
人2・3歳のお子さんと保護者8人（先着）
￥12,350円（教材費込）
─────────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

　
催　し

品川＆早川ふるさと交流

お正月飾りプラン

しめ縄飾りと鏡餅を作ってみませんか。
日12月27日㈭～28日㈮
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方
￥大人7,250円、小学生6,120円

（1泊3食付き宿泊費・プログラム参加費・
消費税込）
申12月21日㈮までに、電話かEメールで
ヘルシー美里（☎0556－48－2621
info@hayakawa-eco.com）へ
問地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

第267回日曜コンサート

日12月16日㈰午後1時30分～3時
出演／品川クラシック音楽協会
曲目／グノー作曲：歌劇『ファウスト』よ
り「宝石の歌」
場・観覧方法・問当日、直接中小企業セ
ンター3階レクホール（西品川1－28－3☎
3787－3041 Fax3787－7961）へ

品川清掃工場　個人見学会

日12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12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/
kengaku/index.htmlからダウンロード
できます。

2018年12月11日号

ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893

　●文化振興係　☎5742－6836　

　●生涯学習係　☎5742－6837

●スポーツ推進課  Fax5742－6585

　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館

〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401

受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館

〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　

Fax3781－6699

こんなときには 届け出に必要なもの

は
い
る
と
き

品川区に転入したとき （転出証明書）

職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書

子どもが生まれたとき 親の国民健康保険証

生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書

や
め
る
と
き

品川区を転出するとき 保険証

職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険証

亡くなったとき
（葬祭費の申請は、国保医療年金課の
みで受け付けします）

保険証、喪主の金融機関の預金通帳、
印鑑、喪主の氏名を確認できるもの
（会葬御礼のはがきか葬儀社の領収証）

生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書

そ
の
他

区内で転居、氏名が変わったとき 世帯全員の保険証

（差し替え交付）世帯主が変更、世帯が合併・分離したとき

保険証をなくしたとき・保険証が破れ
たとき

本人確認できるもの

こんなときには国民健康保険の

届け出をお忘れなく
国保に加入するときや、やめるときは14日以内に届け出が必要です。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・八潮の各地域センター

で手続きをしてください。保険料は資格取得日からかかります。加入の届け出が遅れると、

遡って保険料が請求されます。ただし、届け出前の医療費は全額自己負担となります。

●すべての手続きに通知カードかマイナンバーカード（個人番号カード）が必要となります

◉保険証の交付をお急ぎの方は、「本人確認ができるもの」をお持ちください。〔①運転免許証・

パスポート・写真付き住民基本台帳カード・マイナンバーカードのうち１点、または②郵便

物・診察券・預金通帳（キャッシュカード）･年金手帳･公共料金の領収証のうち３点〕。　

◉外国人の方が加入する場合には、在留資格･在留期間に一定の要件があります。詳しくは

お問い合わせください。　◉職場の健康保険に加入したときは、必ず脱退の届け出をしてく

ださい。　◉退職を予定している方は、健康保険任意継続の制度もあります。詳しくは勤務

先の担当者におたずねください。　◉70～74歳の方は高齢受給者証も持参してください。

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

　●お知らせ

一流の指揮とオーケストラ、次代を担う若手ピアニストの共演でお届けします。

出演／海老原光（指揮）、尾崎未空（ピアノ）、日本フィルハーモニー交響楽団（管弦楽）

曲目／チャイコフスキー／ピアノ協奏曲第1番変ロ短調、組曲「白鳥の湖」「眠れる森の美女」「くるみ割り人形」より抜粋

料金／ S席3,000円、A席2,000円（全席指定）

　 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

　 電話予約  午前9時から＝チケットセンターキュリア

　 インターネット予約  www.shinagawa-culture.or.jp/
※電話予約では座席の選択はできません。　※就学前のお子さんは入場できません。

※託児あり（10人先着、1人1,000円）。詳しくはホームページをご覧ください。

問い合わせ／チケットセンター C
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

フレッシュ名曲コンサート  チャイコフスキー三大バレエ音楽

好評
発売中日時 会場2月2日㈯午後3時開演（午後2時30分開場）　 きゅりあん大ホール（大井町駅前）



電子＝区ホームページから電子申請可　●費用の記載のないものは無料　●対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

2018年12月11日号 7

しながわ水族館

赤ちゃんイルカの
愛称を発表します！
多くの方からご応募いただいた赤ちゃん

イルカの愛称がついに決まりました。

12月24日㉁午後1時30分からのイルカショー

終了後に発表します。

12月24日㉁～30日㈰に来館した方へ、愛称決定記念として
ポストカードをプレゼントします。（各日先着500人）

入館料／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、住所など確認のできるものの提示で（　）

の料金になります（まもるっちの提示可）。

休館日／火曜日（12月25日㈫は営業）、1月1日㈷

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 www.aquarium.gr.jp/）

 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支援係
（西品川1－28－3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

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

マイナンバー（個人番号）カードを

利用して、 住民票の写しなどの証明

書が全国のコンビニエンスストア

（マルチコピー機設置店舗）で取得

できます。マイナンバーカードの交

付を受けた翌日から利用できます。

手数料／200円（区の窓口よりも100円お得）

利用時間／午前6時30分～午後11時

※年末年始（12月29日～1月3日）・システム

保守点検日は除く。

取得可能な証明書／住民票の写し、印鑑登

録証明書、特別区民税・都民税課税（非課税）・

納税証明書

必要な物／利用者証明用電子証明書を登録

したマイナンバーカード（利用時に4ケタの

暗証番号の入力が必要です）

問い合わせ／戸籍住民課住民異動係

（☎5742－6660 Fax5709－7625)

コンビニ交付

便利でお得

ひとり親家庭を対象に、相談・資金の貸し付けや手当などの支援を行っています。どうぞご利用ください。

主な事業 曜日など 内容

「ひとり親家庭のしおり」を

ご活用ください

しおりでは、左表

のほかにも、ひと

り親家庭を対象

とした支援につ

いて案内してい

ます。子ども家

庭支援課の窓口

で配布していま

す。

ひとり親家庭の相談 月～金曜日（要予約）
生活上の問題について、母子・父子自立支援員が相談を受け
ています。

家庭相談 火・木・金曜日（要予約）
離婚にあたっての様々な手続きや生活上の相談に相談員が応
じます。

就業相談 火・水・金曜日（要予約）
専門の相談員が、ひとり親の方の就職に向けて個々の状況に
応じたきめ細かい支援を行います。

東京都母子・
父子福祉資金

月～金曜日（要予約）
経済的自立を支援するため、面談と審査の上、必要な資金を
貸し付けます。貸し付けまでに日数がかかりますので、早め
にご相談ください。

児童育成手当・
児童扶養手当

月～金曜日
所得制限などがあります。詳しくはお問い合わせください。
問子ども家庭支援課医療助成係

（☎5742－9174 Fax5742－6387）

ひ り 家 支援と 親 庭への について

お知らせします

相談予約・問い合わせ／子ども家庭支援課ひとり親相談担当（本庁舎7階☎5742－6589 Fax5742－6387）

年末のごみ・資源収集のお知らせ
12月31日㈪～1月3日㈭は、全てのごみ・資源の収集はお休みです。

次の区域の12月31日㈪収集分の「燃やすごみ」「資源」は、12月30日㈰に振

り替えて収集します。必ず午前8時（早朝収集地域は午前7時30分）までに、

決められた場所に出してください。

12月30日㈰　燃やすごみ収集対象地区
大崎1～5丁目 荏原1～7丁目 上大崎1～4丁目 小山1～7丁目

北品川4～6丁目 小山台1・2丁目 西五反田1～8丁目 旗の台1・6丁目

東五反田1～5丁目 平塚2－4－4（ボナール戸越）

南大井6－18（大森駅前住宅） 八潮5丁目（1～39号棟）

12月30日㈰　資源回収対象地区
北品川1～3丁目 中延1・2丁目 西品川1－1～24・27 西中延1・2丁目

東品川1～5丁目 東中延1丁目 広町1・2丁目 平塚1～3丁目

南品川1・2丁目 八潮1～5丁目

問い合わせ／品川区清掃事務所 品川庁舎（☎3490－7051 Fax3490－7041）

荏原庁舎（☎3786－6552 Fax3783－5780）

品川区施設予約システムが
リニューアルします

リニューアルにあたり、次の点にご注意ください。

●12月29日㈯～1月4日㈮午前7時はシステムを利用することができません。

年末年始にかかる予約・キャンセル・抽選申し込みなどについては、各施設

にお問い合わせください。

●システムログイン時に入力する利用者番号が変更となります。詳しくは、

新旧施設予約システムお知らせ欄や各施設でご案内します。

●1月4日㈮午前7時から新しいURLとなります。区ホームページ内の「施設予

約システム」からアクセスしてください。

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）

1月4日㈮

成人式記念式典にご参加ください
新成人が実行委員として記念式典の司会やイベントの運営を

行います。皆さんの参加をお待ちしています。

日時／1月14日㈷午前11時から（午前10時30分から受け付け）

会場／きゅりあん（大井町駅前）

対象／区内在住で、平成10年4月2日～11年4月1日生まれの方

※対象の方には12月中に案内状を送付します。

問い合わせ／総務課総務係（☎5742－6625 Fax3774－6356）

おもちゃの病院にサンタがやってくる
工作コーナーやおりがみコーナーなど楽しい催しが盛りだく

さん。来場者にはクリスマスプレゼントを差し上げます。

通常通りおもちゃの修理も受け付けます。

※場合によっては入院や修理できない場合もあります。

日時／12月15日㈯午後1時～3時　

場所・問い合わせ／消費者センター

（大井1－14－1☎5718－7181 Fax5718－7183）

品川区民活動情報サイト しながわすまいるネットに登録しませんか

shinagawa-smile.net/
※区ホームページからもご覧いただけます。

問地域活動課協働推進係

（☎5742－6693 Fax5742－6878）

しながわ



くすりと健康フェア2018

10月21日㈰、イトーヨーカードー大

井町店で「くすりと健康フェア2018」

を開催。買い物客などに声をかけ、

薬の正しい服用・保管に関する留意

点の説明や、健康相談に応じました。

オープンイノベーションマッチング｠

10月11日㈭、区内情報通信業の支援を

目的としたイベント「SHINAGAWAオープ

ンイノベーションマッチング in 五反田バ

レー」を開催。地域のベンチャー企業・

中小企業10社がプレゼン発表しました。

● 品川区この1年

● 区財政状況の公表

● 年末年始の区の窓口・施設案内

次号予告　12月21日号

　

平成30年（2018）

12/11
2105号

、

10月15日㈪、区役所でがん啓発イベントを開催。講

演会では、昭和大学病院腫瘍内科の平澤優弥先生が、

がんができるメカニズムや、がん検診の大切さにつ

いて説明し、参加者は熱心に耳を傾けていました。

がん啓発イベント

10月1日㈪～31日㈬、渋谷駅西口スクランブル交差

点の大型スクリーン「Q
キ ュ ー ズ

’S E
ア イ

YE」で区のPR動画を放

映。6種のPR動画が30分に1回のペースで大型スク

リーンに放映されました。

渋谷駅前で
品川区をPR

10月12日㈮～11月7日㈬、O美術館企画展を開催。林

アメリーさんはフランス出身で1963年に初来日。

1970年から品川区のアトリエで和布のアッサンブラー

ジュ（立体的なコラージュ）作家として活躍しています。

「林アメリー2018・アッサ
ンブラージュ秋色」開催

10月18日㈭、大崎第一地域センターで「英語少し通

じますプロジェクト」の英語講習会「おもてなし崎一

防災協」を開催。講師との英語でのやりとりを通し

て、外国人との交流のコツを学びました。

英語少し通じます

プロジェクト

10月26日㈮、三木小学校で1・2年生を対象にアクティ

ブ・チャイルド・プログラムの授業を実施。児童は

新聞紙や縄を使った遊びを通して、「跳ぶ」「走る」な

どの基本的な体の動きを楽しく学んでいました。

アクティブ・チャイルド・
プログラム

10月20日㈯、戸越体育館でユニバーサルスポーツ

フェスタを開催。大勢の子どもたちが参加し、パラ

リンピック公式種目にもなっている車いすバスケット

ボールやボッチャなどを体験しました。

ユニバーサルスポーツ
フェスタ

10月27日㈯、しながわ中央公園で「みんなであそ

ぼっ !! スポーツフェスタOZ」を開催。スペシャル

ゲストのラモス瑠偉さんや伊藤華英さんなど、アス

リート5人によるトークショーも行いました。

スポーツフェスタO
オ ズ

Z

10月30日㈫、文庫の森特設舞台で品川能楽鑑賞会

「品川薪能」を開催。12年ぶりに屋外での開催となり、

訪れた観客らは虫の声や風の音を感じながら、かが

り火の中で演じられる幻想的な能楽を楽しみました。

野外で品川薪能を開催

大井町イルミネーション

10月27日㈯、阪急大井町ガーデン

前で大井町駅西口イルミネーション

の点灯イベントを開催。約19万球の

LED電球が使用され、大井町駅周辺

を幻想的な光で包みこみました。

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

えばら観光フェア 西小山物語

10月20日㈯、西小山駅前で観光イベ

ントを開催。明治150年を記念した幕

末PR寸劇や、区と連携協定を締結し

た高知県のPRブースなど、会場は大

いににぎわいました。

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▶


