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未来の礎となる、新たな長期基本計画を策定
その先駆けとなる、一歩前へ踏み出す施策を
31年の第1回区議会定例会は2月20日に開会し、31年度一般会計予算案や各種議案を審議しています。
開会にあたり濱野区長は、区政運営の基本方針と施策について所信を表明しました。　

31年度は改元も予定され、新たな時代の幕開けの年です。東京2020オリンピック・パラリン
ピックの開催を1年後に控え、区を取り巻く社会経済環境が新時代に向け大きく変動する年とな
ります。区はこれまで様々な変化の中で、長期基本計画の着実な実現と、その時々の課題に
対応した施策を実行して成果をあげてきました。しかし、これまでの計画では想定しえない課題
も見出すことになりました。働き方改革や幼児教育の無償化、消費税の税率改定、気候変動
による自然災害への対応など、区政に関わる施策への対応が急がれます。こうした変化を捉え、
31年度は新たな長期基本計画を策定し、この激動の中における品川区の発展に向けた、未来
への礎とします。そして、新年度予算はその先駆けとして、「にぎわい」「防災」「福祉・健康」「子
育て・教育」の4分野を重点施策と位置付け強化し、区がさらに一歩前に踏み出す予算とします。

○施政方針の全文は、区ホームページでご覧いただけます。

31年度予算案として編成した主な項目については、2・3ページで紹介しています。

「子育てするなら品川区」などの評価をい
ただいていますが、経済的な事情による子育
ての困難性や痛ましい虐待などの課題にも対応
し、安心して生み育てられるまちとしての確立
をめざします。

東京2020オリンピック・パラリンピック開催
まであと500日余り。いよいよ大会を実感でき
る時期となってきます。この好機を生かしチャ
レンジし続けることで、品川区の発展と後世
へのレガシーにつなげていきます。

子育て
支援と

教育の推進

安心の子育て・
教育環境大阪や北海道での地震をはじめ、豪雨や台

風など各地で自然災害が猛威を振るいました。
これまでの災害を教訓に大規模停電やコンク
リートブロック塀の倒壊など、緊急対応しなけ
ればならない課題の解決に取り組んでいきます。防災対策

新たな課題
への対応

にぎわいの
拡充

東京2020
大会とその

レガシーに向けて

区の最新の推計では、20年後には高齢化率
24.4%と、約4人に1人が高齢者になると予想さ
れます。将来の状況を見据え、誰もが健康でい
きがいを持って住み続けられるまちをめざし、
取り組んでいきます。4つの

重点施策

31年度予算案として編成した主な項目については、2・3ページで紹介しています。

安らぎと
いきがいの
あるまち

福祉と
健康の
充実
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　東京2020大会の機運醸成のため、1年前テストイ
ベントの参加をはじめ、区や地域でのイベントも関
連付け、機運を高めていきます。また、区の魅力を
世界にアピールし、様々な国の方と交流できるホス
ピタリティハウスについても整備を進めていきます。
　観光面での魅力向上として、目黒川や京浜運河で
の橋

きょうりょう

梁や周辺のライトアップをはじめ、天王洲エリ
ア等の桟橋のリニューアルなどを進めます。地域や

区民活動への支援では、地域で新たに生まれた事業が継続して実施されるよう、
活動定着化事業補助を新設します。
　区を代表する業種の一つになりつつある情報通信業に対する支援強化として、
五反田バレーの企業連携支援などを新たに行っていきます。
　消費税の税率改定が実施された場合は、区内中小企業や商店街ヘは直接的な影
響が予見され、区としてもその対策が求められます。これまで実施してきている
プレミアム付区内共通商品券の発行は、秋の分3億円を5億円に増額し、消費喚起
につなげていきます。中小企業事業者には、経営に変化が現れた場合の対策資金
融資を新設し、事業運営を支援していきます。

　ブラックアウトといわれる大規模停電への対応と
して、庁舎や地域センターなどの区施設や避難所な
どに、非常用電源の確保と携帯電話の充電器などを
配備し、災害時の初動体勢の強化と情報入手手段の
確保に努めます。また、コンクリートブロック塀の
倒壊への対応として、区は施設の緊急点検を行った
ほか、民間が所有する道路沿いの塀の調査や、安全
化支援について、昨年補正予算を提案しました。31

年度も引き続き塀の除却、軽量フェンスなどの新設助成を行い、安全確保に努め
ます。
　豪雨や台風による被害の対策として、立会川の老朽化した護岸パネルの改修と
あふれ出る水を防ぐ防水板を下流部に新設し、浸水に備えます。
　地震の揺れを感知し自動でブレーカーを落とし復電時の通電火災を防止する感震ブ
レーカーについて、高齢者や障害者の世帯に対しその補助率を上げるとともに、アー
ス付きコンセントに差し込む簡易タイプも新たな補助対象とし、普及に努めます。
　災害時避難所となる学校体育館について、全校を対象にエアコンの設置を計画
的に実施し、暑さ対策を進めていきます。屋外での対応としては、オリンピック
のホッケー会場付近をはじめ、区庁舎、しながわ中央公園や大崎駅西口バスター
ミナルなどにミスト発生装置を設置し、涼しさを提供していきます。また、民間
などでミスト発生装置を設置する場合に補助を行います。

31年度主な項目（案）

໐東京2020大会に向けた機運醸成など ………………114,487千円
໐おもてなしトイレの整備～東京2020大会に向けて～ …545,270千円
໐訪日外国人向け観光情報発信の強化………………… 18,785千円
໐五反田　水辺が結ぶプロジェクト
　～五反田リバーステーションの開設～………………415,913千円
໐町会・自治会への支援の拡充………………………… 14,290千円
໐“五反田バレー”の取り組み推進
　～情報通信業への支援強化～………………………… 76,100千円
໐プレミアム付商品券の発行を拡大……………………117,007千円

31年度主な項目（案）

໐大規模停電への備えを強化
　～災害時の非常用電源の確保～…………………… 24,161千円
໐道路沿いのコンクリートブロック塀等除却促進 … 30,240千円
໐緑化の助成制度の拡充……………………………… 5,000千円
໐感震ブレーカーのさらなる普及促進……………… 13,807千円
໐防災訓練の手引き作成……………………………… 5,500千円
໐暑さ対策“C

ク ～ ル

OOOOL S
シ ナ ガ ワ

HINAGAWA”区有施設への
　エアコン整備・ミストファン設置等 ……………1,034,900千円

4つの重点施策
にぎわいの
拡充

東京2020
大会とその

レガシーに向けて

防災対策

新たな課題
への対応

スポーツフェスタO
オ ズ

Z
（昨年の様子）

施工前 施工後

ブロック塀の除却とフェンス生け垣助成（30年度施工例）

　31年度は、「非核平和都市品川宣言」制定35周年にあたります。
記念事業を行い、非核平和のさらなる普及、啓発を行っていきます。
　人権については、「部落差別解消推進法」「ヘイトスピーチ解消法」
「障害者差別解消法」の施行を受け、31年度は「人権に関する意識調
査」を行い、新たな人権課題についても取り上げ、施策に生かして
いきます。
　区は、基本構想において施策を実行する上での基本理念のひとつ
として「協働」を掲げてきました。新たな長期基本計画でも、協働は
事業推進に向けての基本的な考えとして進めていきます。31年度は
新たに各団体の活動内容を冊子にまとめ公開します。
　大井町エリアの中に広大な旧JR広町社宅跡地があり、この活用に
ついてJRと精力的に協議を進め、区の中心核としてふさわしい新た
なまちの形成が行えるよう、隣接する区有地も含め検討を進めてい
きます。
　区内には一部交通機関が利用しづらいエリアもあり、こうしたエリ
アへの対応のため、コミュニティバス導入の検討を進めていきます。

　環境課題への対応では、体験型環境学習施設の設置を戸越公園内
に予定し、環境意識の啓発や情報発信拠点として、また、地域とと
もにある施設として検討をしていきます。
　暮らしの安全と安心では、地域の見守り活動において、町会・自
治会や商店街が設置している防犯
カメラは犯罪抑止の効果が非常に
高いことから、新たに修理の補助
を実施していきます。

各施策を貫く基本施策と基盤整備

໐非核平和都市品川宣言35周年記念事業など ……………… 5,179千円
໐コミュニティバス導入検討 …………………………………… 11,468千円
໐シェアサイクルの利用拡大
　～災害時や区職員の日常業務に活用～ ……………………… 53,849千円
໐体験型環境学習施設の整備 …………………………………… 34,746千円
໐空き家等対策の強化 …………………………………………… 20,831千円

平和の誓い像
（大井町駅前）
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　今年10月のオープンをめざし整備中の障害児者総
合支援施設は、障害者のライフステージに応じ、総
合的、継続的に支援する施設とします。また、高齢
者の施設では、4月に南品川四丁目に特別養護老人
ホーム、11月には大井七丁目にグループホームな
どの複合施設の開設に向け、民間事業者への支援を
行っていきます。また、高齢者世帯の住まいの確保
として、高齢者住宅生活支援サービスの所得制限の

撤廃など、より利用しやすい事業とします。
　障害者福祉では、心身障害者福祉会館において、新たに訪問リハビリを実施す
るなど機能の充実を図ります。また、相談体制の強化として、障害者の計画相談
を在宅介護支援センターで行うとともに、民間事業所の増設に向けての支援も行っ
ていきます。
　健康の分野では、健康ポイント事業において募集人員の拡大など、事業の拡充
を図ります。また、今年も猛威を振るっているインフルエンザについては、感染
の拡大を防ぐため小・中学生を対象にインフルエンザの予防接種の費用助成を開
始するとともに、眼科検診や後期高齢者を対象とした歯科健診をフレイルチェッ
ク（加齢による心身の弱まりを調べる）とあわせて実施するなど、検診や予防接種
の充実を図り、健康面での安全と安心を強化します。

　待機児童対策は、30年度には実質的な待機児童解
消を果たしたところですが、区の人口の増加や国の
幼児教育の無償化など、今後も保育を希望する方は
増えるものと見込んでおり、31年4月には938人の
受入拡大を行います。また、人材の育成にあたって
は、専門性の向上を図るため体系的な研修制度を創
設し、職員の育成を進めていきます。また、すまい
るスクールに勤務する従事者の処遇改善に向けた対

応など、事業の安定化と充実を図っていきます。
　児童相談所については、その設置に向け、職員の採用・研修や子供の森公園内
での施設整備など、着実に準備を進めています。また、児童相談の体制について、
その機能の再構築と強化を進めていきます。
　子ども食堂の支援では、子どもの居場所づくりや孤食対策として開設支援を行っ
ていますが、必要な方全てに対応しきれない状況でもあります。そこで、フード
バンクや企業と連携し、食品などを配布する「しあわせ食卓事業」を構築します。
この事業では、ふるさと納税やクラウドファンディングも活用しながら、困難を
抱えた家庭の支援を行っていきます。
　教育環境については、学校の老朽化や就学人口の増加への対応として、現在、
6校・2園の改築を順次進めています。31年度は、新たな改築に向けた調査を行っ
ていきます。

子育て支援
と教育の
推進

安心の子育て
・教育環境

福祉と健康
の充実

安らぎと
いきがいの
あるまち

31年度主な項目（案）

໐私立保育園の新規開設支援等……………………… 3,603,433千円
໐区立保育園の老朽改築・民営化…………………… 953,768千円
໐病児保育施設に対する運営支援…………………… 64,217千円
໐保育士の専門性向上
　“のびしなプロフェッショナルスクール”………… 9,083千円
໐（仮称）品川区立児童相談所の開設に向けて……… 97,376千円
○“子どもの食の支援”に
　クラウドファンディング活用……………………… 2,530千円
໐安全・安心な教育環境へ　学校と幼稚園の改築 ……10,527,589千円

城南小学校・幼稚園（完成イメージ）

31年度主な項目（案）

໐障害児者総合支援施設を整備………………………3,560,862千円
໐心身障害者福祉会館を
　荏原地区の地域生活支援拠点に…………………… 37,901千円
໐インフルエンザの集団感染・学級閉鎖を防止
　～小・中学生のワクチン接種費用を一部助成～ … 20,495千円
໐区民の健康のために～45・55歳の眼科検診＆
　75・77歳の後期高齢者歯科健康診査～ ………… 40,925千円
໐運動系介護予防事業の拡充
　～民間フィットネスジムを活用～………………… 21,237千円

障害児者総合支援施設
（完成外観イメージ）

　区は、スクラップ・アンド・ビルドを基本とした事業の見直しを
行うことで、不断の行財政改革を進めてきました。長期基本計画を
策定していく段階でも、ゼロベースでの視点を持ち、必要とする施
策を計画化していきます。
　現在、職員の働き方改革「しながわ～く」として、職員による全庁
的なプロジェクトを立ち上げ、業務改善の方策をまとめています。
31年度はこれらを基に実践することで、効果として示していきます。
また、区立学校においても、スクール・サポート・スタッフの全校
配置をはじめとした、教員の負担軽減に向けた取り組みを進めてい
きます。加えて、AIを活用した道路の自動点検ソフトウェアやロボッ
トの技術を活用したRPA（ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン）を導入し、自動化による業務改善も行っていきます。
　戸籍住民課の窓口については、年々利用者が増加しているため証
明交付窓口のリニューアルを行い、混雑緩和と利便性の向上につな
げていきます。さらに、老朽化して建物の機能が時代に合わなくなっ
てきている区役所庁舎のあり方について、検討をはじめていきます。

　偏在税制の課題は、法人住民税の一部国税化やふるさと納税など、
区財政の根幹に関わる問題です。区は、区長会と歩調を合わせ、そ
のあるべき姿について主張をしていきます。特に、ふるさと納税に
ついては、区の実態や影響に
ついて区民にわかりやすく周
知するとともに、区を応援し
やすい寄付の手法について検
討していきます。

区の施策の基本姿勢～行財政改革のさらなる推進

໐品川区長期基本計画の策定 ………………………………… 47,955千円
໐AI（人工知能）などの活用による業務改善 ……………… 35,802千円
໐ふるさと納税・しながわ観光大使シナモロールで
　区の魅力を発信 ……………………………………………… 1,400千円
໐AIを活用した新道路点検システム導入 …………………… 4,634千円
○区役所証明交付窓口のリニューアル ……………………… 194,446千円

ⓒ2001, 2019 SANRIO CO., LTD. 　APPROVAL No. G594420

ふるさと納税
限定の

ぬいぐるみ
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31年度予算案（概要）
31年度予算は、新たな長期基本計画の策定を前に次なる一歩を踏み出すため、一般会計予算を前年度比プラス7.5％とな
る1,877億5,400万円と過去最大のものとし、必要な施策には積極果敢に取り組むものとしました。

金額（千円） 構成比（％）

A 義務的経費 70,270,553 37.4
人件費 25,844,214 13.8 職員の給与・退職金、議員の報酬など

扶助費 43,084,272 22.9 生活保護費、高齢者や障害者への手当、
医療費助成など

公債費 1,342,067 0.7 債権などの償還金

B 投資的経費 52,413,048 27.9 道路・公園・施設の整備や用地取得など

金額（千円） 構成比（％）

C 消費的経費 65,070,399 34.7

物件費 35,988,380 19.2 物品購入、業務委託など

補助費等 12,569,116 6.7 各種助成金や負担金など

繰出金 12,021,470 6.4 国民健康保険、介護保険など特別会計
を支える経費

その他 4,491,433 2.4 施設の維持補修費など

一般会計歳出総額を人件費や物件費などの性質別に分類すると次のようになります

合計（A＋B＋C）=187,754,000千円

一般会計の歳出を　　　　　にたとえると…　　　　に

◎待機児童対策
◎障害児者総合支援施設建設
◎生活保護費　        　　　　  など

保育園運営、高齢者や障害のある
方などの福祉の充実のために

◎各種がん検診、予防接種
◎ごみ収集、資源リサイクル
◎温暖化対策事業　　　　　　 など

保健衛生や環境対策のために

◎道路・公園整備
◎不燃化10年プロジェクト
◎住宅・建築物耐震化支援　　など

道路・公園などまちづくりや
防災のために

区議会の運営のために

◎学校施設整備費などの償還
など

公共施設の整備などを目的に
借り入れたお金を返すために

◎中小企業・商店街活性化支援
◎中小企業事業資金融資あっせん
◎若者・女性向け就業支援　　 など

商業・ものづくり活性化のために

◎文化・スポーツ活動施設の運営
◎品川区民芸術祭
◎町会・自治会の活動支援　　  など

文化観光・スポーツや
生活安全のために

◎一貫教育の推進
◎学校ICT活用
◎学校改築　　　  　　  など

学校教育や図書館などの
運営のために

1,000円

493円民生費 169円土木費 131円教育費

66円衛生費 15円産業経済費 7円公債費

113円総務費

5円議会費

1円予備費

一般会計
歳入
1,877億
5,400万円

使用料及び手数料　43億6,938万7千円
分担金及び負担金　30億8,886万9千円
繰越金　30億円
その他　30億4,828万6千円

特別区税
　478億2,100万円

地方消費税交付金
　80億5,000万円

特別区交付金
　421億円

国庫支出金　277億5,052万5千円

都支出金
　160億9,461万4千円

繰入金
　249億7,881万2千円

諸収入
　74億5,250万7千円

国庫支出金　277億5,052万5千円

都支出金
　160億9,461万4千円

繰入金
　249億7,881万2千円

特別区税
　478億2,100万円

特別区交付金
　421億円

産業経済費　27億4,314万6千円
公債費　13億4,206万7千円
議会費　8億5,786万1千円
予備費　3億円

一般会計
歳出
1,877億
5,400万円

衛生費
　117億6,827万3千円

民生費
　926億547万9千円

土木費　317億7,574万円

総務費
　211億7,972万6千円

教育費
　245億5,088万7千円

衛生費
　123億9,909万4千円

民生費
　926億547万9千円

土木費　317億7,574万円

総務費
　211億7,972万6千円

教育費
　245億5,088万7千円

31年度当初予算案の財政規模（前年度比）

1,877億5,400万円
（7.5％増）

一般会計

364億1,781万5千円
（4.1％減）

国民健康保険事業会計

86億4,686万5千円
（3.7％増）

後期高齢者医療特別会計

254億9,250万8千円
（4.2％増）

介護保険特別会計

15億円
（前年同額）

災害復旧特別会計
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　二人で子育て（両親学級）

会場 日時
品川保健
センター 5/19㈰ 9:30～12:30

13:30～16:30
荏原保健
センター 5/11㈯ 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24組（選考）
申4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。
問品川保健センター☎3474－2225
荏原保健センター☎3788－7016

　母乳相談

日4月10日㈬午後2時15分～4時
内助産師による母乳の話、体ほぐしの体
操、グループワーク
人おおむね生後1・2カ月児の母親10人
（先着）
場申問電話で、荏原保健センター☎3788
－7016へ

　自分でできる産後ママのボディケア
　（第1クール）　　　　　　　　　電子

骨盤ケア・腱
けんしょうえん

鞘炎予防など、産後の体に
やさしい運動を助産師が指導します。
日4月11日㈭・25日㈭、5月9日㈭
午前10時～11時30分（全3回）
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
人区内在住か在勤で、生後1～3カ月の
乳児と母親15組（先着）
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申問3月26日㈫（必着）までに、往復はが
きかFAXに「産後ママのボディケア第1
クール」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話・FAX番号、Eメールアドレス、
見守り託児希望の方はお子さんの氏名
（ふりがな）・月齢を子ども育成課庶務係
（〠140－8715品川区役所☎5742－
6692 Fax5742－6351）へ

※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

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）

3月17日㈰

　　　品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650
　　　荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355
　　　品川薬剤師会薬局 北品川 3 －11－16 ☎3471－2383
　　　荏原休日応急薬局 中　延 2 － 4 － 2 ☎6909－7111 

  休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

3月17日㈰

 石井診療所 南大井 4 － 5 － 6 ☎3761－5477
 おくの歯科医院 戸　越 4 － 7 －14 ☎3788－8241
 のぐち歯科 中　延 5 － 3 －12 ☎3784－5214
 根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
 かとう整骨院 旗の台 3 －10－ 1 ☎5750－3525

  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）

3月16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
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

歯
歯
骨
骨

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

シニアクラブ
　うんどう教室

会場 日時
①特別養護老人ホームロイヤルサニー
（西大井2－4－4）

第2・4金曜日
午前10時～11時30分

②鈴ヶ森公園（南大井4－18）
※雨天時は南大井シルバーセンター
（南大井3－7－13）

第2・4金曜日
午後2時～3時30分

③京陽公園（平塚2－12）　
※雨天時は平塚ゆうゆうプラザ
（平塚2－10－20）

第2・4金曜日
午前10時30分～正午

④北浜公園（北品川2ー28）　
※雨天時は福栄会（東品川3－1－8）

第1・3木曜日
午前10時30分～正午

⑤八潮公園（八潮5－11）　
※雨天時は八潮区民集会所
（八潮5－10－27）

第3木曜日
午後2時～3時30分

※祝日などは日程変更あり。
内健康遊具を使用した、日常生活に必要な筋力や体力の維持・
向上を図る4つの運動
人区内に住民登録があり、自分で会場までの往復ができる、
運動するのに支障のない65歳以上の方
￥①は3,000円（施設使用料）
参当日、直接各会場へ
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

　わくわくクッキング
料理づくりや口

こ う く う

腔ケアをはじめとした健康的な食生活について学びます。
日時（全10回） 会場 費用 申込先

①5月14日～7月16日
の火曜日
午前10時～正午

八潮区民集会所
（八潮5－10－27）

2,000円
（材料費別）

品川栄養士会
☎070－6657－6875
（祝日を除く月～金曜日午前
9時～午後5時）

②5月16日～7月18日
の木曜日
午前10時～正午

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

2,000円
（材料費別）

みんなの食育
☎6674－1803
（火曜日を除く月～金曜日午
前10時～午後5時）

③4月13日～9月21日
の隔週土曜日
午前10時～午後1時

北品川わくわくクッキ
ング教室
（北品川1－23－10）

2,000円
（材料費別）

ライフケアサービスセンター
☎3471－3883
（日曜日・祝日を除く月～土
曜日午前9時～午後5時）

④5月17日～7月19日
の金曜日
午前10時～正午

荏原文化センター
（中延1－9－15）

2,000円
（材料費別）

長寿社会文化協会
☎5405－1501
（祝日を除く月～金曜日午前
10時～午後5時）

人区内に住民登録があり、自分で会場までの往復ができる65歳以上の方
①④各16人、②12人、③24人（抽選）
申3月25日㈪までに、本人が電話で各申込先へ　※1人1会場のみ。
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

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 本人確認ができるもの
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、（転出証明書）
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 本人確認ができるもの

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。
●すべての手続きにマイナンバーが必要となります
◉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）
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児童手当のお知らせ
現在児童手当を受給している方で、次に
あてはまる場合は手続きが必要です。
●3月末日で公務員を退職する方、独立
行政法人や団体などに出向して公務員で
なくなる方
引き続き児童手当の受給を希望する場合
は、新たに品川区に申請が必要です。
○退職・出向した方は同月内の申請が必
要です。　○月末に退職した方は退職日
の翌日から15日以内に申請すると、退職
月の翌月分から支給されます。
●4月1日から公務員になる方
勤務先に申請してください。独立行政法人
や団体などに出向していた方が公務員にな
る場合も4月末日までに申請が必要です。
○「児童手当消滅届」を区へ提出してくだ
さい。詳しくはお問い合わせください。
問子ども家庭支援課児童手当係（本庁舎
7階☎5742－6721 Fax5742－6387）

組曲「しながわ物語」演奏会
合唱団員募集
品川の昔話などを題材にして作られた組曲
「しながわ物語」を、2020年3月29日㈰に
きゅりあんでオーケストラの演奏に合わせ
て歌いませんか。
練習日時／5月18日㈯～2020年3月24日㈫
（全43回、週2回程度）
午後1時30分～4時か午後6時～8時30分
※初日は午後1時30分から。
練習会場／五反田文化センター（西五反田
6－5－1）、荏原文化センター（中延1－9
－15）、きゅりあん（大井町駅前）のいずれ
か　※初日は五反田文化センター。
合唱指導／長田雅人（指揮者）、根本佳子
（音楽家）、高野二郎（声楽家）
人区内在住か在勤・在学で、練習に参加
できる16歳以上の方100人（抽選）
￥12,000円、高校・大学生6,000円
申問4月12日㈮（必着）までに、往復はが
きで住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・
FAX番号、演奏パート（ソプラノ・アルト・
テノール・バス）、合唱経験の有無と年数、
しながわ物語の歌唱経験の有無、演奏会
で靴を履いた時の身長を文化観光課文化
振興係へ
※詳しくは文化観光課、文化センター、
地域センターなどで配布するちらしか区
ホームページをご覧ください。

有効期限が31年3月31日までの
医療証をお持ちの方へ
①4月から小学生になるお子さんには、4
月1日から有効の「子ども医療証」を3月
下旬に郵送します。　②中学3年生（15歳）
の資格は3月31日で終了します。
●医療証をお持ちでない方へ
区内に住民登録がある15歳まで（中学3年
生以下）のお子さんが病気やけがなどで受
診した場合、健康保険診療の医療費自己
負担分を区が助成します。申請により医
療証を交付します。
※医療費助成の資格は申請した日からに
なります。申請の際は「お子さんの健康保
険証」と「印鑑」をお持ちください。
問子ども家庭支援課医療助成係（本庁舎
7階☎5742－9174 Fax5742－6387）

4月28日㈰～5月6日㉁の休日保育
通常通り日曜日、祝・休日の休日保育を
行います。
日4月28日㈰～5月6日㉁
午前7時30分～午後6時30分で、就労の
ため保育が必要な時間
実施園／区立＝大井・中延保育園
私立＝そらのいろ保育園
人各20人
※対象や料金、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。
問区立＝保育課施設・運営係
（☎5742－6724 Fax5742－6350）
私立＝保育支援課私立支援係
（☎5742－6723 Fax5742－9178）

国民健康保険料は
納期限までにお支払いください
国民健康保険料が年金から天引きされてい
る方以外は、原則口座振替による支払いを
お願いしています。毎月支払いに行く手間
が省け、支払い忘れの心配もありません。
●口座振替新規申し込みキャンペーン
（4月1日㈪～5月31日㈮）
期間中に国保医療年金課収納係で口座振
替を新規に申し込んだ方へ、先着で粗品
を差し上げます（なくなり次第終了）。
※30年度以前の保険料が未納、口座変更、
郵送での申し込みの方は除きます。
※地域センター・各金融機関窓口では実
施しません。
問国保医療年金課収納係（本庁舎4階☎
5742－6678 Fax5742－6876）

区民プロデュース型講座・講演会を
開催する団体を募集します
広く区民を対象とした講座や講演会を企
画し開催していただきます。
テーマ／文化芸術、地域社会、青少年健
全育成、家庭教育など　※託児や手話通
訳を付けて開催することもできます。
日内7月20日～2020年2月29日に、①講
座は1回2時間以上で5～8回開催（委託料
10～20万円程度）、②講演会は1回2時間
以上で1・2回開催（委託料1～6万円程度）
人現在社会教育関係団体として1年以上
継続的に活動し、10人以上の会員で構成
する団体①5団体、②4団体（選考）
※受講者が毎回①は30人以上、②は70
～100人を見込めること。
申請書配布場所／文化観光課、文化セン
ター、こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－
9－11）　※区ホームページからダウン
ロードもできます。
申問4月12日㈮までに、申請書を文化観
光課へ持参
※3年連続でこの事業、自主グループ講
師派遣制度を利用した団体は対象外。

第153回高齢者と介護者のための
料理教室「筋力アップを目指そう」
日3月26日㈫午後1時30分～4時30分
場荏原文化センター（中延1－9－15）
人20人（先着）　￥600円
持ち物／エプロン、三角巾、筆記用具
申問3月22日㈮までに、電話で荏原特別
養護老人ホーム（☎5750－2941 Fax5750
－3695）へ

転出入手続きはお早めに
3月から4月にかけて、引っ越しシーズン
のため転出入手続き窓口が大変混み合い
ます。時間に余裕をもってお越しくださ
い。日曜開庁もぜひご利用ください。
※特に3月下旬と月・金・日曜日は非常に
混み合います。
問戸籍住民課住民異動係
（☎5742－6660 Fax5709－7625）

「いきいきカラオケ広場」
利用グループ新規登録募集
登録期間／4月1日～2020年3月31日
日場カラオケルーム歌広場＝目黒店：全
日、五反田店：月～金曜日（祝日を除く）
カラオケコート・ダジュール＝大井町駅前・
大井町東口・大森・目黒西口店：全日

人区内在住の60歳以上で構成された5人
以上のグループ
申問高齢者地域支援課（本庁舎3階）で配
布する登録申込書を同課介護予防推進係
（ 〠140－8715品 川 区 役 所 ☎5742－
6733 Fax5742－6882）へ郵送かFAX、
持参　※受け付け後、登録カードを発行します。

講座・講演

手話講座・手話舞踊メンバー募集
●初心者向け手話講座
実質的な生きた手話を学びます。
日4～12月の第1日曜日午後1時～2時
※8月を除く。
人10人　
※小学生以下は保護者同伴。
●手話舞踊メンバー募集
美しい手話をリズムにのって表現します。
日毎月第1日曜日午後2時～4時
───────── 共通 ─────────
講師／森みつえ（手話舞踊森のひかり主宰）
場申問電話で、品川総合福祉センター（八
潮5－1－1☎3790－4839 Fax5755－
2345）へ

介護職員のための接遇研修
日3月13日㈬午後6時30分～8時30分
場品川リハビリテーションパーク8階
（北品川5－2－1）
内「介護職員に求められる接遇　利用者と
の距離感をつかむ！！」
人介護職員の方80人（先着）
申電話か、品川ケア協議会か高齢者福祉
課などで配布する申込書をFAXで品川
ケア協議会（☎5447－7225 Fax5447－
0880）へ
問高齢者福祉課支援調整係（本庁舎3階☎
5742－6728 Fax5742－6881）

フラワーアレンジメント教室
日4月6日㈯・7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）
人各回13組26人（抽選）　
※親子参加の場合はお子さんは小学生以上。
場申問3月22日㈮（必着）までに、往復は
がき（1枚2人まで）で講習会名、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
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893
　●文化振興係　☎5742－6836　
　●生涯学習係　☎5742－6837
●スポーツ推進課  Fax5742－6585
　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

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

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

お知らせ！

品川区地域貢献ポイント事業
※　 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）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

ボランティア募集

●衣類整理のお手伝い　ポ
障害者施設で洗濯済み衣類の整理
をします。
日週1回～（曜日は応相談）
13:00～16:00のうち2時間程度
場かがやき園（西大井6）
●日常生活の補助　ポ
高齢者施設で日常生活の手伝いな
どをします。
日週1回（月～金曜日）
10:00～12:00、12:00～15:30
場大井在宅サービスセンター（大井4）
●将棋の相手
高齢者施設で将棋の相手をします。
日月1回（水・金曜日）
13:30～15:00
場S

エ ス フ ィ ッ ト ケ ア

-FITCARE西品川（西品川2）

●リハビリ手伝い　ポ
高齢者施設でリハビリ室への送迎
や見守りなどをします。
日週1回～（月～水曜日）
9:30～11:30
場荏原特別養護老人ホーム（荏原2）
●カラオケレクのお手伝い　ポ
高齢者施設で歌を歌ったり機械の
簡単な操作をしたりします。
日週1回～（月・火・水・金・土曜日）
14:00～15:00
場杜松ホーム（豊町4）
●音楽演奏
高齢者施設で音楽演奏をします。
日月1回（月～土曜日）
14:00～15:00
場オハナ中延（中延4）

品川ボランティアセンター（☎5718－7172 
Fax5718－0015  shinashakyo.jp/volunteer/）

さわやかサービス協力会員募集
さわやかサービス（☎5718－7173 Fax5718－0015

shinashakyo.jp/sawayaka/）

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。
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3月20日㈬午後1時～2時　※登録後、希望者は
引き続き研修に参加可（午後2時～4時30分）。
場参当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※さわやかサービス窓口でも随時受付中。

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

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ポイント上限）。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。
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宮古市・富岡町を指定して集められた義援金は引き続き受け付けますので、総務課・
福祉計画課（☎5742－6914 Fax5742－6797）までお問い合わせください。

東日本大震災の被災地への義援金
義援金総額（2月27日現在）264,376,938円
2月27日現在、263,063,520円を岩手県宮古市（122,450,000円）・福島県富
岡町（122,450,000円）・宮城県（10,500,000円）・日本赤十字社（7,663,520
円）へ届けました。ご支援・ご協力ありがとうございます。
問総務課（☎5742－6625 Fax3774－6356）

3月18日㈪に行われる予算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレビ品川
で放送されます。
問い合わせ／区議会事務局
（☎5742－6810 Fax5742－6895 gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/）

3月22日㈮
午後2時～10時

品川区議会自民党・子ども未来
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団
国民民主党・無所属クラブ
無所属品川
品川・生活者ネットワーク

3月24日㈰＜再放送＞
午後2時～10時

国民民主党・無所属クラブ
無所属品川
品川・生活者ネットワーク
品川区議会自民党・子ども未来
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団

※質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。
○ケーブルテレビで放送された総括質疑の様子は、会議終了後おおむね2週間で録画
配信しています。品川区議会ホームページの「インターネット中継」からご覧ください。

区議会のケーブルテレビ放送

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エゴスキュー体操＜A日程＞
日4月1日～6月17日の月曜日
午後1時30分～2時45分（全5回）
人10人（先着）　￥11,836円（教材費込）
②カラーラフィアで作るバッグ
日4月6日～6月15日の土曜日
午後1時～4時（全5回）
人8人（先着）　￥10,000円（教材費別）
③こどもバレエ
日4月9日～6月18日の火曜日
午後5時15分～6時45分（全10回）
人小学生8人（先着）　￥15,000円
④キッズダンス＜小学生クラス＞
日4月10日～6月19日の水曜日
午後5時15分～6時30分（全10回）
人小学生10人（先着）　￥16,000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

　 催　し

「非核平和都市品川宣言」パネル展
広島・長崎平和使節派遣の成果発表資料
や被爆当時の写真などを展示します。
日3月18日㈪～27日㈬
場本庁舎・第二庁舎3階連絡通路、スク
エア荏原1階通路（荏原4－5－28）
問総務課平和担当
（☎5742－6625 Fax3774－6356）

御殿山さくらまつり2019
江戸時代、桜の名所として親しまれた御殿
山をテクノロジーで芸術的に再現します。
日3月29日㈮～31日㈰
場御殿山トラストシティ（北品川4－7－35）
※品川駅から無料送迎バスあり。　
※詳しくは御殿山トラストシティホーム
ページ www.trustcity-g.com/をご覧
ください。
問御殿山エリアマネジメント実行委員会
事務局・森トラスト☎5511－2255
文化観光課観光推進係
（☎5742－6913 Fax5742－6893）

第5回しながわケアフェス
日3月24日㈰午前10時～午後4時
場品川リハビリテーションパーク1・8階
（北品川5－2－1）
内介護・医療サービスの紹介、映画上映
や体験コーナー、介護・医療相談など
問品川ケア協議会（☎5447－7225 Fax
5447－0880）、高齢者福祉課支援調整
係（☎5742－6728 Fax5742－6881）

目黒川桜ウオーキング
日3月28日㈭午前9時30分～午後0時30分
コース／五反田駅～大円寺～ホテル雅叙
園東京～合流点遊び場（中目黒駅徒歩3
分）　※約5km。
人高校生以上の方20人（抽選）
申3月20日㈬（必着）までに、往復はがきに
「目黒川桜ウオーキング」とし、人数（4人
まで）、参加者全員の住所・氏名・年齢・
電話番号をしながわ観光協会（〠140－
0014大井1－14－1）へ　※ shinagawa-
kanko.or.jp/からも申し込めます。
問しながわ観光協会☎5743－7642
文化観光課観光推進係
（☎5742－6913 Fax5742－6893）

2019品川区民「春のコンサート」
日5月25日㈯
午後6時30分開演（午後6時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
曲目／ブラームス作曲「交響曲第3番」
ドヴォルザーク作曲「交響曲第8番」
指揮／井﨑正浩
演奏／品川区民管弦楽団
￥前売券500円、当日券700円（全席自由）
チケット販売／文化観光課、チケットセ
ンターキュリア☎5479－4140ほか ※当
日券は午後5時30分より会場前入り口で販売。
託児／1歳～就学前（公演日時点）のひと
り遊びのできるお子さん10人（先着）
※おやつ代100円。
○託児希望の方は、5月15日㈬（必着）まで
に、はがきに「コンサートの託児」とし、住所、
氏名、電話番号、お子さんの氏名（ふりがな）・
性別・月年齢を文化観光課文化振興係へ。
問文化観光課文化振興係

第270回日曜コンサート
日3月17日㈰午後1時30分～3時
曲目／シューマン作曲「クライスレリアー
ナ作品16」
演奏／品川クラシック音楽協会
場・観覧方法・問当日、直接中小企業セ
ンター3階レクホール（西品川1－28－3☎
3787－3041 Fax3787－7961）へ

品川清掃工場 個人見学会
日3月23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3月21日㈷午後3時までに、電話
で品川清掃工場（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。

税税のたより
問品川税務署☎3443－4171　荏原税務署☎3783－5371
　国税庁ホームページ www.nta.go.jp/

・30年分所得税及び復興特別所得税・贈与税＝3月15日㈮
・30年分個人事業者の消費税及び地方消費税＝4月1日㈪

◎税務署の確定申告書作成会場はこの時期大変混雑しますので、国税庁ホー
ムページの「確定申告書等作成コーナー」をぜひご利用ください。画面の案
内に従って金額などを入力すれば税額などが自動計算され、所得税及び復興
特別所得税、消費税及び地方消費税の申告書や青色申告決算書などが作成で
き、e-Taxによりインターネットで送信か印刷して郵送などで提出もできます。

自宅の電話機に取り付けると、警告メッセー
ジが流れ、通話内容を自動録音します。犯人
に通話を断念させ、オレオレ詐欺などの特殊
詐欺被害を未然に防止する効果があります。
人区内在住で65歳以上の方　※本人確認のため、官公署が発行した証明
書（免許証・保険証など）の提示が必要です。代理の場合は委任状が必要です。
※申込方法など詳しくはお問い合わせください。
問地域活動課生活安全担当（☎5742－6592 Fax5742－6878）
消費者センター（☎5718－7182 Fax5718－7183）

「自動通話録音機」を無料で貸し出します

しながわ文化プログラム推進事業助成金
を活用する事業を募集します
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け
て文化面での機運醸成を目的に区内で実施される文化芸
術イベントに対し、区が助成金を交付します（選考あり）。
助成金額／ A助成＝対象経費の10分の9（上限300万円）

B助成＝対象経費の全額（上限80万円）
申請期限／5月8日㈬（必着）
事業期間／7月1日㈪から2020年3月31日㈫までに終了する事業
説明会（事前申し込み）／3月28日㈭午後7時から、区役所253会議室（第二庁舎5階）
○電話かFAXで団体名、代表者名、連絡先を文化観光課へ。先着40人。
※対象事業や申請者の要件、助成金の概要などについて詳しくは、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。
問い合わせ／文化観光課文化振興係

ひとり親家庭「新入学お祝い会」
日時／4月7日㈰午後2時～4時（午後1時30分から受け付け）
会場／中小企業センター（西品川1－28－3）
対象／ひとり親家庭の小学・中学・高校新1年生と親・兄弟姉妹 ※軽食・記念品あり。
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申込方法・問い合わせ／3月18日㈪までに、電話で子ども家庭支援課ひとり親相
談担当（☎5742－6589 Fax5742－6387）へ

幻想的なかがり火と文庫の森の舞台でお届けする「薪能」を
お楽しみください。
日時／5月28日㈫午後6時30分開演（午後6時開場）
会場／文庫の森特設舞台（豊町1－16－23）　
※雨天時はきゅりあん大ホール（大井町駅前）。
出演／香川靖嗣、狩野了一、野村萬斎ほか
演目／半能「田村」、狂言「蝸

か ぎ ゅ う

牛」、能「羽衣」
料金／ S席4,000円、A席3,500円（全席指定）

発売開始日・開始時間／4月3日㈬
　〈窓口販売〉午前9時＝きゅりあん、スクエア荏原、メイプルセンター、
　　　　　　 O美術館　※O美術館は翌日以降午前10時から。
　　　　　　 午前10時＝しながわ観光協会
　〈電話予約〉午前10時＝チケットセンターキュリア（翌日以降午前9時から）
　〈インターネット予約〉午前9時＝ 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。　※託児はありません。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA☎5479－4140
　　　　　　文化観光課文化振興係

品川薪能

申告と納付の
期限



● 子ども食堂
● 屋外広告物について
● 品川シルバー大学学生募集

次号予告　3月21日号

　

平成31年（2019）

3/11
2114号

、

2月1日㈮、区役所3階プラッツァに東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会のカウントダウン
ボードを設置。元ホッケー日本代表のオリンピアン・
藤尾香織さんとシナカモンがお披露目発表をしました。

東京2020大会
カウントダウンボード

1月25日㈮、12番目となる図書施設「大崎図書館分館」
がオープン。「地域密着型図書館」をコンセプトに芳
水小学校敷地内に開館しました。当日は関係者を招
いてオープニングセレモニーを行いました。

大崎図書館分館
オープン

1月22日㈫、延山小学校で講師に区内出身の角
つ の だ

田成
あきら

さんを招き、「車いすフェンシング体験」を実施。6年
生90人が車いすフェンシングを体験し、初めて触れ
たフェンシングの剣に興奮していました。

車いすフェンシング
体験

1月19日㈯、豊葉の杜学園で「しながわ！コミュニ
ティ・スクール フェスタ」を開催。全校の取り組み
の紹介、区内外の企業・団体による様々な体験や模
擬授業などが行われました。

しながわ ！ コミュニティ・
スクール フェスタ

2月2日㈯～5日㈫、Ｏ美術館で品川区高齢者作品展
を開催。区内在住の60歳以上の方の「絵画」「書道」
など5部門の作品を展示、部門ごとに金賞、銀賞、銅
賞と審査員特別賞を選出しました。

品川区高齢者作品展

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

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▶

品川区民芸術祭2019
しながわアマチュアステージ
出演団体の代表者で構成する運営委員会が企画・運営する区民
の手作りイベントです。日頃の練習成果を披露しませんか。

部門 日時 募集数

①芸能  花舞台（日本舞踊・新舞踊など芸能一般） 9月8日㈰
午後1時30分から

個人＝5人
団体＝16団体

②ライブサーカス（バンド・ハワイアン・ゴスペル・
ハーモニカなどでマイクを使用する演奏）

9月28日㈯
午後1時30分から 15団体

③ダンスフェスティバル
（高校生以上の大人のグループによるダンス）

10月6日㈰
午後1時30分から 17団体

④邦楽の調べ（箏
そ う

、尺八、三味線など伝統楽器の演
奏と小唄や謡曲）

11月9日㈯
午後1時30分から

個人＝4人
団体＝15団体

⑤心あったかコンサート（クラシック・声楽・ピア
ノなどのアコースティックコンサート）
※電子楽器・マイクの使用は不可

11月10日㈰
午後1時30分から

個人＝4人
団体＝15団体

⑥子どもフェスティバル
（中学生以下の子どもたちのグループによるダンス）

11月24日㈰
午後1時30分から 15団体

※運営委員会は4・5回（1回2時間程度、平日夜間）。
会場／①③⑥きゅりあん（大井町駅前）、②④⑤スクエア荏原（荏原4－5－28）
対象／文化芸術活動を行っている区民で構成するアマチュアグループ（抽選）
※個人は団体より出演時間が短くなります。
申込方法・問い合わせ／4月3日㈬（必着）までに、往復はがきに「しながわアマチュアステージ」
とし、部門、団体名、出演人数、演目・内容、活動場所、代表者・指導者氏名、連絡先の住所・氏名・
電話番号を文化観光課文化振興係（〠140－8715品川区役所☎5742－6836 Fax5742－6893）へ
※個人名・団体名・代表者名を変えての重複申し込みは無効です。　
※部門ごとに１指導者１団体までです。　
※1人が複数の部門・団体に出演することはできません。　
※1人が個人と団体の両方に出演することはできません。　
○4月17日㈬午後7時から中小企業センター（西品川1－28－3）で行う出演者全体説明会・第1回運
営委員会に必ず出席してください。

ジ
民

募集募 数

出演者
募集

しながわ水族館
春の特別展
海や川、水辺に生息する刺されると危
険なトゲをもつ生物や咬

か

まれると危険
な歯や毒をもつ生物など、様々な“危険
生物”を紹介します。

3月16日 ㈯ ～5月6日 ㉁
開館時間／午前10時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
※4月27日㈯～5月6日㉁は午前9時開館。
休館日／火曜日　
※3月26日、4月2日・30日は開館。
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）。

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/）

講座に入会する前の事前体験会です。約10講座の体験ができます。
日時／3月21日㈷午前10時～午後2時30分
費用／1講座500円（体験料）
※教材費が必要な講座もあります。 ※託児は無料です（予約制）。
※講座内容など詳しくはお問い合わせください。
会場・申込方法・問い合わせ／電話で、メイプルセンター（西大
井駅前☎3774－5050 Fax3776－5342）へ

大好評につき
第2弾開催決定！

「しな水の危険ないきもの
大集合通

つ う

～これであなたも
危険ないきもの通

つ う

～」

一日体験会メイプルセンター

ツノダルマオコゼ


