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息の合った連携プレーを見逃すな！

2020/07/25～ 潮風公園

ホッケー スピード感あふれる試合展開！

2020/07/25～ 大井ホッケー競技場

 オリンピック・パラリンピック準備課(☎5742－9109 Fax5742－6585)問い合わせ
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抜き取り保存版
特集：ビーチバレーボール・ホッケー

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会までいよいよあと1年！区
内では2つの競技（ビーチバレーボール・ホッケー）が開催されます。今号で
は「熱くなろう！観戦前さきどり特集！」を抜き取り保存版でお届けします。
各競技の魅力、注目選手独占インタビューなどを紹介しています。大会に向
けて盛り上がっていきましょう。
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ヘルプカードには、緊急連絡先や必
要な支援内容が記載されています。
障害のある人などが
災害時や日常生活の
中で困ったときに、
周囲に自分の障害へ
の理解や支援を求め
るためのものです。これらのカードや手帳などを提示さ
れたら、その記載内容に沿って支援をお願いします。

広げよう！

バリアフリー
の心

障害者福祉課福祉改革担当（本庁舎3階☎5742－6762 Fax3775－2000）問い合わせ

ヘルプマークをご存じですか？

ヘルプカードとは

　平成28年4月から施行された障害者差別解消法（障害を
理由とする差別の解消の推進に関する法律）は、障害のあ
る人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共
に生きる社会をつくることをめざしています。
　この法律では、行政機関や、会社・お店などの民間事業
者に対して、障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」
の禁止と「合理的配慮」の提供を求めています。
　施行から3年がたちました。障害のある人のことをもっと
深く知って、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を
築いていきましょう。

広げよう！

バリアフリー
の心

障害者差別解消法
ってなんだろう？

～障害のある人もない人も
共に暮らせる社会をめざして～

　障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、障害のない人には
付けない条件を付けたりすることです。

　障害のある人から「社会の障壁を取り除くために何らかの対応が必要」という配慮を求める意思表
示があった場合、負担が重すぎない範囲で合理的な対応をすることです。
　差別解消法では、民間事業者に対して「合理的配慮」は努力義務としていますが、平成30年10月
に施行された都条例（東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例）では、差別解消
の取り組みを一層進めるため、義務化されました。

「シナモロールのわくわくしながわタウン」
http://cinnamon-shinagawa.jp/

●オリジナルコラボ缶バッジを区内各所で配布するよ！配布場所は、「わ
くわくしながわタウン」をチェックしてね。
配布期間／7月26日㈮から　※なくなり次第終了。
●「わくわくしながわタウン」に「仲良し大作戦！」のページが追加され
たよ！キャンペーン情報をチェック！
●「わくわくしながわタウン」で4コママンガを連載中！各競技のことや、
キャラクターたちの日常をかわいく紹介しているよ。
問い合わせ／しながわ観光協会（☎5743－7642 Fax5743－7643）
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）
オリンピック・パラリンピック準備課（☎5742－9109 Fax5742－6585）

Ⓒ 2001, 2019 SANRIO CO., LTD.  APPROVAL No. G601170

しながわ観光大使
シナモロールの特設サイト

打ち水大作戦しながわ2019
スーパーサマールックキャンペーン
●真夏の気温を2℃下げよう！
お風呂の残り湯などの再利用水を使い、江戸の昔からの暮らしの知恵である「打ち水」
を各家庭で行ってみませんか。真夏のまちに涼しい風を吹かせましょう。
※打ち水用品（ひしゃく、桶

おけ

、バケツ、のぼり）の貸し出し、実施記念品（クールネッ
クタオル）の配布を行っています（なくなり次第終了）。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。
●節電・省エネを行ってみませんか
「スーパーサマールックキャンペーン」は、節電・省エネに対する意識の強化期間です。
※区職員がポロシャツなどを無理のない範囲で着用し、さらなる軽装にて執務を行います。

問い合わせ／環境課環境推進係（☎5742－6755 Fax5742－6853）

7月23日㈫大暑～
8月23日㈮処暑

毎日の犬の散歩時に「しなぼうバッグ」を持って、子どもの見
守りなどの防犯パトロール活動にご協力いただける方を募集し
ています。このポスターが貼られた区内の動物病院などでお申
し込みください。お申し込みいただいた方には、買い物などに
も便利な「しなぼうバッグ」を進呈します。
問い合わせ／地域活動課生活安全担当
（☎5742－6592 Fax5742－6877）

4人と一緒に、東京2020オリンピック・
パラリンピック大会に向けて品川区を盛り上げよう！

協力者を募集します

シナモロール 3キャラクター品川
区3競

技応援

しな
がわ観

光大使

●「不当な差別的取り扱い」とは？

●「合理的配慮」の提供とは？

障害者向けの物件はないと
言って対応しない

障害のある人の求めに応じ
て、バリアフリーの物件があ
るかを確認する

障害のある本人を無視して、
介助者や支援者、付き添い
の人だけに話しかける

写真や絵を使って分かり
やすく伝える

車いすを利用していたり、盲
導犬や聴導犬が一緒だと入
店を拒否する

過度な負担になら
ない範囲で店内の
テーブルなどの配置を変更する
など、車いすを利用している人
でも入店できる工夫をする

ヘルプマークは、外見からは分から
なくても援助や配慮を必要としてい
る方のためのマークです。このマー
クを見かけたら、電車内で席をゆず
る、困っている様子なら声をかける
など、思いやりのある行動をお願い
します。

区では、多くの方に障害および障害のある人へ
の理解を深めていただくため、ハンドブックを作
成しています。障害者福祉課窓口などで配布し
ています。

〇区ホームページからダウンロードもできます
トップページ➡健康・福祉➡障害のある方へ➡障害者差別解消法
企業の職員研修などにもぜひご活用ください。

品川区障害者差別
解消法ハンドブックを
配布しています

期間
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   ご協力ください
■拠点回収
（古着・古布、廃食用油、不用園芸土、小型家電<特定品目>）
8月10日㈯・24日㈯午前10時～正午＝小学校など
31カ所　小学校（台場・三木・第一日野・第三日野・
後地・小山・第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・宮前・芳水・
伊藤・源氏前・小山台）、日野・伊藤・豊葉の杜学園、
地域センター（品川第一・大崎第一・大井第二・大井
第三・八潮）、区役所、品川区清掃事務所　※雨天決行。

■家庭用使用済みインクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所で回収しています。
※トナーカートリッジは対象外です。

  リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
「ゆずりたい物」「ゆずってほしい物」を紹介し、区施
設などに置いてあります。9月号の掲載は、8月21日㈬
までに電話かFAXでお申し込みください。

   リサイクルショップ「リボン」
18歳以上の方はどなたでも出品できます。希望の方
は電話か店頭で予約してください。
※出品時、住所・年齢を確認できるものが必要です。
手数料／出品1点につき100円（家具は300～500円）
※販売実費として、売り上げの42％をいただきます。
※不用品交換情報ボードは無料です。
※来店時には買い物袋をお持ちください。
夏期休業／8月10日㈯～14日㈬
大井町店   広町2－1－36　第三庁舎2階

☎5742－6933 Fax5742－6945
営業時間／午前10時～午後5時30分
定休日／土曜日
取扱商品／家具、インテリア用品、贈答品など
※家具など、自分で持ち込みできない方に運送業者を
紹介します（運送料は有料）。
●「スチールラック特販会」出品募集
日8月1日㈭～9日㈮
※さびや汚れ、破損がなく状態の良いもの。
※出品は1人1回限り5点まで。予約してからお持ちく
ださい。

旗の台店   旗の台5－13－9　旗の台駅南口下車
☎5498－7803 Fax5498－7804
営業時間／午前11時～午後7時
（土・日曜日、祝日は午後6時まで）
定休日／水曜日
取扱商品／衣服など日用品
●「夏の寝具・タオル」「カジュアル紳士服」出品募集
日7月23日㈫～28日㈰午後1時～4時
※寝具・タオルは未使用のもの。
※出品は1人1回限り10点まで。予約なしで身分証明
書をお持ちください。
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Fax

  ご協力ください

 リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

  リサイクルショップ「リボン」

回収時間外に回収品目を施設に置いていく行為は
おやめください。

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子

携帯電話などの小型家電は、区役所・体育館・品
川図書館など6カ所でも回収しています。

家具や家電などの修理ができるリユース（再利用）
の協力店舗を募集します
申8月30日㈮（必着）までに、電話かはがき、FAX
で住所、店舗名（ふりがな）、扱っている物（家具など）、
電話番号を品川区清掃事務所へ

注射針は薬局へお持ちください 注射針は区では収集しません。処方された医療機関に返却するか、
「使用済み注射針回収薬局」の看板のある薬局へお持ちください。

ポリエチレンテレフタレートという単一素
材でできているので、ほかのプラスチック
製容器包装とは分けて集めています。
●キャップとラベルは、本体からはずして
「汚れていないプラスチック製容器包装」と
して出してください

日用品や食品を包んでいる容器や包装で、中身を使った後は不要になるもの。
例：ペットボトルのキャップとラベル、食品トレイ、販売されている弁当や飲料の容器、
菓子などの外包装、カップ麺などの容器（紙製を除く）、玉子パック、シャンプー・洗
剤のボトルや詰め替え製品の容器、発泡スチロール・気泡緩衝材、レジ袋　など

資源が製品になるまでの流れ

　回収した資源の多くは、①選
別（人の手で異物を取り除く）
②圧縮・梱包（持ち運びしやす
い形にする）の作業を経た後、
リサイクル工場に運ばれ、製品
の原料・材料となります。
　汚れがひどいものや異物が
多く混ざっていると、リサイク
ル処理の工程で支障が出たり、
より多くの費用がかかったりし
てしまいます。
　リサイクルを推進するには、
区民のみなさんに、ひと手間か
けて品目ごとに分けていただく
ことが不可欠です。

ペットボトル・プラスチック製
容器包装の場合

回収した資源は新しい製品に
生まれ変わります！

ペットボトル（本体）

汚れていないプラスチック製容器包装

「燃やすごみ」または「陶器・ガラス・
金属ごみ」に出してください

●サッとすすいで汚れがとれないものや臭いが強いもの
●プラスチック製品
　 例：歯ブラシ、ＣＤ、ＣＤケース、ボールペン、ハンガー、
おもちゃ、食器、ストロー、カミソリ、ライター　など

※23区では「燃やすごみ」として出されたものは、清掃工場で焼却
する際、熱回収（サーマルリサイクル）して発電したり、焼却灰を
セメント原料にリサイクルしています。

資源に出せないもの

このマークの
ついたものが目印

資源に出す際のポイント
資源を出すときは、品目ごとに中身の見える袋に
ひとまとめにして（二重・三重袋にはしないで）
ください。また、注射針やたばこの吸い殻などの
異物は絶対に入れないでください。

※詳しくは、区ホームページや清掃事務所で配布している「品川区ごみ・資源の分け方・出し方」の冊子をご確認ください。

区では週1回、12種類の品目を資源として回収し
ています。回収した資源は、区内の中間処理施
設で異物を取り除いた後、品目ごとに別々のリサ
イクル工場に運ばれ、それぞれ新しい製品に生
まれ変わっています。

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）

製造・販売業者
製品をつくり販売
※ペットボトルはペットボトルなどに、
プラスチック製容器包装はプランター
などの製品になっています。

中間処理施設（区内）
異物を手で取り除き、圧縮・梱包

リサイクル工場（国内）
選別・洗浄・溶解し、
製品の材料となる

ペレット（粒状の素材）に

各家庭
分別して資源回収へ出す

梱包したペットボトルペットボトルのペレット プラスチック製容器
包装のペレット

梱包したプラスチック
製容器包装

このマークの
ついたものが目印
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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

子育てピックアップ 高校生までを対象とした講座・スポーツや、子育てに関する情報です。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の現況届を
提出してください

認定基準に応じた書類を提出してください。提出期限
を過ぎると振り込み日に振り込まれない場合がありま
す。
提出期間／8月1日㈭～30日㈮
●児童扶養手当の資格をお持ちの方
8月上旬に現況届を送付します。現況届は、11月分以
降の児童扶養手当を支給できるかを確認するためのも
のです。現在、手当が支給されている方、支給停止中
の方も、必ず提出してください。
※児童扶養手当を受給して5年か、支給要件に該当して
から7年経過している方で、手当が支給されている方は、
一部支給停止適用除外事由届出書もあわせて提出して
ください。
●未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付
金について
これまでに婚姻（法律婚）をしたことがない方に対す
る臨時・特別の措置として、17,500円の給付金を支給
します。申請方法など詳しくは現況届に同封するお知
らせをご確認ください。
●特別児童扶養手当の資格をお持ちの方
毎年、所得状況届（現況届）を提出する必要があります。
手当が支給されている方、支給停止の方で資格がある
方には、8月上旬に現況届を送付しますので、必ず提出
してください。
問子ども家庭支援課手当・医療助成係
（☎5742－9174 Fax5742－6387）

　多子家庭に学校給食費を補助します

　塾代などを支援します

人区内在住で、次の全てにあてはまる方
①小・中学校、義務教育学校に在学するお子さんが3人
以上いる
②3人目以降のお子さんが品川区立小・中学校、義務教
育学校に在学中
③生活保護・就学援助受給世帯でない
④平成31年度区民税所得割額（住宅借入金等特別税額
控除、寄付金税額控除の適用前の額）の合計が基準額
以下の世帯
※①～③該当世帯に申請用紙を送付済み。
問学務課保健給食係
（☎5742－6829 Fax5742－0180）

中学3年生、高校3年生の学習塾などの費用や受験費用
について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）の総収入または合計総所得が
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／2年2月5日㈬
問生活福祉課相談係
（☎5742－6545 Fax5742－6798）

　夏休み工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう！」

工作キット（スピカ：35倍）で天体望遠鏡づくりを行い、
夏の星々などについて学びます。
日8月17日㈯ 午後1時30分～4時30分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人区内在住か在学の小学生25人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申問8月3日㈯（必着）までに、往復はがき（1枚3人まで）
で住所、氏名、年齢、電話番号をしながわ中央公園管
理事務所（〠141－0033西品川1－27－14☎5740
－5037 Fax5740－5044）へ

　オリンピック・パラリンピック啓発事業
　「児童センターふれあい卓球大会」出場選手募集

　O美術館でデジタル版画を体験しよう
　デジタルコンテンツで遊ぼう！

日8月24日㈯①午前11時～正午 ②午後2時～3時
25日㈰③午前11時～正午 ④午後2時～3時
人小学5年生～中学生、小学4年生以下のお子さんと保
護者各回12人程度（抽選）
場申問7月31日㈬（必着）までに、はがきかFAX、E
メールで希望日と番号、住所、氏名、年齢、電話番号を
O美術館（〠141－0032大崎1－6－2大崎ニューシティ
2号館2階☎3495－4040  Fax3495－4192 oartmus
@shinagawa-culture.or.jp）へ
○デジタル版画展「進化する版・変化する版2019」（8
月17日㈯～21日㈬、23日㈮～28日㈬）も開催します。

品川区の児童センターとすまいるスクールが合同で行
う卓球大会です。卓球日本代表としてシドニーオリン
ピックに出場した小西杏さんによるエキシビション
マッチやチャレンジコーナーも同時開催します。
日8月31日㈯午前10時～午後4時
場総合体育館
内学年別・男女別の個人戦、交流試合、エキシビショ
ンマッチ、チャレンジコーナー
人小学生～高校生
申8月24日㈯までに、電話か直接最寄りの児童セン
ターへ
問平塚児童センター（☎・Fax3786－2228）、八潮児
童センター（☎3799－3000 Fax3799－3074）、滝王
子児童センター（☎3771－3885 Fax3771－6491）

　保育園・幼稚園をチャイルドステーションと
　してご利用ください

区立保育園・幼稚園では、随時保育体験や子育て相談、
園庭開放、季節の行事などを実施しています。
人区内在住で、保育園・幼稚園に通っていない就学前
のお子さんと保護者・祖父母、妊産婦の方
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申参加希望日前日の午後5時までに、希望の園へ
問実施園、保育課施設・運営係
（☎5742－6724 Fax5742－6350）

●園庭開放
月～金＝西中延保、東五反田保、八ツ山保
●身体測定
6日㈫＝五反田保（幼児）、7日㈬＝五反田保（乳児）
●保育体験
　日程など詳しくは各園へお問い合わせください。

　8月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園

〈
広
告
〉

「広報しながわ」を
個別配送します

「広報しながわ」は新聞折り
込みのほか、区立施設、区
内全駅、郵便局などで配布
しています。希望する方に
は個別配送をしています。
申問電話かFAXで、住所、
氏名、年代、電話番号を広
報広聴課（☎5742－6644 
Fax5742－6870）へ

住所：品川区戸越1-20-9

　8月末までに受診した方へ、品川浴
場組合入浴券をプレゼントしていま
す。医療機関で健診結果を受け取る際
にお渡しします。
　この機会にぜひ受診してください。

受診方法／4月下旬以降に送付した受診券・問診票・保険証を持っ
て区内契約医療機関へ　※受診券を紛失した場合は再発行できます。
※土・日曜日に受診できる医療機関もあります。
問い合わせ／国保医療年金課保健指導係
（☎5742－6902 Fax5742－6876）

品川区国保基本健診
早得キャンペーン中！
8月末まで！

無料
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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）

7月21日㈰
28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）

7月21日㈰

　　　浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692
　　　紅林歯科医院 西大井 4 －23－15 ☎3771－4062
　　　戸越銀座歯科・矯正歯科クリニック 平　塚 1 － 5 － 3 ☎5498－0011
　　　滝澤さめず接骨院 東大井 1 － 1 － 6 ☎3450－8496
　　　荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

7月28日㈰

　　　岩端医院 大　井 1 －55－14 ☎3775－1551
　　　北村歯科医院 西大井 5 － 3 － 4 ☎3772－1914
　　　島本歯科医院 中　延 3 －10－ 8 ☎6426－9249
　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
　　　せきね接骨院 戸　越 5 －19－12 ☎3784－2161

  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）

7月27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
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※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

問各保健センター

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   2日㈮   7日㈬ 16日㈮
うつ病あんしん相談 23日㈮   7日㈬ 28日㈬
高齢期のこころの相談 27日㈫ 27日㈫   9日㈮
児童思春期のこころの相談   7日㈬   8日㈭ 22日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 8月

　ママのリフレッシュタイム（連続講座第3クール） 電子

日8月23日㈮・30日㈮ 午前10時～11時30分（全2回）
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
内アロマスプレーづくり、顔・頭ヨガなど
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）
※お子さんの同伴不可。
￥2,500円（材料費など）
申問8月6日㈫（必着）までに、往復はがきかFAX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

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。

　母乳相談

母乳の飲ませ方や育児のポイントなどにつ
いて聞いてみましょう。
日8月21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

　思春期家族教室

不登校・ひきこもりなどの対応について学
び合います。家族からの相談に心理士が
助言します。
日8月5日㈪ 午後2時～4時
講師／袖本礼子（臨床心理士）
場申問電話で、品川保健センター☎3474
－2904へ

シニアクラブ
10月から介護予防をはじめませんか
毎日の生活の中で必要な筋力をつけて、転倒を防いだり、体を動かしやすくするための運動をします。
日10月～2年3月（全24回、＊は全12回）
※時間は2時間（③は4時間）程度。
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（抽選）
￥①②③各4,800円（＊は2,400円）④各9,600円　※③は昼食代（1回600円）別。
申7月22日㈪～8月2日㈮に、本人が電話で希望の会場へ（1人1コースのみ）
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

教室名 会場・申込先 曜日 開始時間 定員

①
身近で

トレーニング

中延在宅サービスセンター（中延6－8－8☎3787－2137）
月 15:20

各
13人水 15:20

金 15:20

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 火
  9:30 各

10人13:30
西大井在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎5743－6125） 水 10:00 10人

東品川在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎5479－2946）
水 11:15 各

12人土 11:15
大崎在宅サービスセンター（大崎2－11－1☎3779－3547） 木 13:30 12人
荏原在宅サービスセンター（荏原2－9－6☎5750－3708） 土 13:30 28人

②
マシンで
トレーニング

東品川在宅サービスセンター（東品川3－1－8☎5479－2946） 月 11:15 10人
デイサービスセンタードゥライフ品川（南品川5－3－10☎3450－8136） 火 13:00 10人
八潮在宅サービスセンター（八潮5－10－27☎3790－0344） 水 15:00 10人
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753ー3900） 木 15:00 14人

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 木
  9:30 各

10人13:30

③
予防
ミニデイ

西五反田在宅サービスセンター（西五反田3－6－6☎5434－5608） 金 10:00 15人
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900） 日 10:00 60人

西大井在宅サービスセンター（西大井2－4－4☎5743－6125） 第2・4日
＊ 10:00 15人

④
水中

トレーニング
南大井在宅サービスセンター（南大井5－19－1☎5753－3900）

水
  9:00

各
4人10:00

土 10:00

カラダ見える化トレーニング

品川区シルバー成年式のお知らせ

筋力や歩行姿勢などを専用機器で測定し“見える化”
します。介護予防拠点である民間フィットネスジムで、
「感覚」に頼らず客観的なデータに基づき、最先端のト
レーニングマシンを使って、全身の筋力をバランスよ
く効率的に鍛えましょう。

70歳を迎える区民の方を対象に、品川区シルバー成年
式を開催します。対象の方には今月下旬に招待状を送付
します。8月9日㈮までに招待状が届かない場合はご連絡
ください。出席する方は必ず招待状を持参してください。
日9月7日㈯ 午後1時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
人昭和24年4月2日～昭和25年4月1日生まれの方
問高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

※時間は午後2時～4時。
場フィットネス・ラボP2M（旗の台3－2－9 4階）
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歳以上の方各14人（抽選）
￥各6,000円
申問8月2日㈮（消印有効）までに、はがきかFAXに「カ
ラダ見える化」とし、コース番号（1人1コースのみ）、
住所、氏名（ふりがな）、生年月日、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

コース 日程（全24回）
①火曜コース 10月1日～2年3月17日の火曜日
②水曜コース 10月2日～3月18日の水曜日
③木曜コース 10月3日～3月19日の木曜日
④金曜コース 10月4日～3月20日の金曜日
⑤土曜コース 10月5日～3月21日の土曜日

65歳以上を対象としたお知らせや講座などの情報です。
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第6回品川区長期基本計画策定委員会
日8月1日㈭ 午後1時30分～3時30分
場災害対策本部室（第二庁舎4階）
内素案（たたき台）について
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法／当日午後1時から、企画調整
課（本庁舎5階）で傍聴券を交付
問企画調整課
（☎5742－6606 Fax5742－6870）

「東京における都市計画道路の在り
方に関する基本方針（案）」の公表

「東京における都市計画道路の在り方に関
する基本方針（案）」を閲覧できます。こ
の案に意見のある方は、意見書を提出す
ることができます。
日8月12日㉁まで
閲覧場所／都民情報ルーム（都庁第一本
庁舎3階）、品川区都市計画課（品川区役
所本庁舎6階）
※都ホームページ・区ホームページから
もご覧いただけます。
●意見書は東京都街路計画課へ直接か郵
送、FAX、Eメールで提出できます
問東京都街路計画課（〠163－8001東京
都都市整備局☎5388－3379 Fax5388－
1354 S0000179@section.metro.
tokyo.jp）、品川区都市計画課（☎5742
－6760 Fax5742－6889）

保養所をご利用ください
各施設へ直接お問い合わせください。予
約受け付けは先着順です。ただし、繁忙
期（12月28日㈯～2年1月4日㈯）は抽選
で、締め切りは7月31日㈬午後6時です。

施設名 電話・FAX番号

品川荘（伊東市） ☎ 0557－35－0321Fax0557－35－0345

光林荘（日光市） ☎ 0288－54－0988Fax0288－54－0954
申区民の方は利用月の6カ月前の1日から
（2月分の受け付けは8月1日㈭から）、区
民以外の方は利用月の4カ月前の1日か
ら、電話かFAXで代表者の住所・氏名・
電話番号、利用施設、人数を各施設へ
問地域活動課庶務係
（☎5742－6687 Fax5742－6877）

経済センサス－基礎調査（2期）に
ご協力ください
我が国のすべての産業分野における事業
所の活動状態などの基本的構造を明らか
にすることを目的として、経済センサス
－基礎調査を実施します。ご協力をよろ
しくお願いします。
調査期日／6月～2年3月（1期2カ月×5期）

調査対象／すべての事業所（農林漁業家
などを除く）
調査内容／事業所の所在地・名称・活動
状態　※新規把握事業所などについては、
従業者数、事業の内容、法人番号、年間
総売上額なども調査。
調査方法／・8月上旬から統計調査員が
巡回し、外観から活動状態を確認
・新たに把握した事業所などについては調
査票を配布
回答方法／インターネットによる回答か、
調査票を郵送
調査機関／総務省、東京都、品川区
※調査内容は、統計を作成するためにの
み使用し、そのほかの目的に使用するこ
とはありません。
問地域活動課統計係
（☎5742－6869 Fax5742－6750）

屋外広告物等に関する通知を送付します
区では、屋外に設置されている広告物や
看板などの許可を行っています。昨年度
実施した実態調査の結果に基づき、7月下
旬に、改善や許可申請が必要な方に対し
て通知を送付します。通知が届いた方は、
内容をご確認ください。
問土木管理課占用係
（☎5742－6785 Fax5742－6887）

みどりの基本計画・行動計画に伴う
「みどりの実態調査」を実施します
品川区内の道路（公道・私道）に面する
緑地の状況調査を行います。
日現地調査＝7月下旬～10月下旬
内接道部の目視調査、建物における壁面
緑化の目視調査
※私有地内には立ち入りません。
調査会社／国際航業株式会社
（会社の身分証と区の腕章を携帯）
※詳しくはお問い合わせください。
問公園課（☎5742－6799 Fax5742－9127）

五反田文化センター
8月のプラネタリウム
土・日曜日、祝日などに開催しています。
※詳しくはホームページ shinagawa-
gotanda-planetarium.com/をご覧い
ただくか、お問い合わせください。
●特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日8月17日㈯ 午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（先着）
￥300円、小・中学生100円
申7月21日㈰ 午前10時から、電話で同
センターへ
●12カ月の星空解説「はくちょう座」
日8月23日㈮ 午後6時30分～7時30分

講師／松谷研（中野星の会会員）
宮坂憲央（品川星の会会員）
人60人（先着）
※中学生未満は保護者同伴。
参当日、直接会場へ
●夏休み特別投影
8月17日㈯～31日㈯は毎日投影します。
――――――――共通――――――――
場問五反田文化センター（西五反田6－5
－1☎3492－2451 Fax3492－7551）

喜多能楽堂第5回親子能楽鑑賞会
日本を代表する伝統演劇「能」を親子
で楽しめます。
日8月24日㈯ 午前10時開演
（午前9時30分開場）　　　　　
場十四世喜多六平太記念能楽堂
（上大崎4－6－9）
内喜多流能楽師の話、能楽体験、能楽
鑑賞（狂言「痺

しびり

」、能「葵
あおいのうえ

上」）
出演／友枝真也、野村拳之介ほか
￥2,000円、小・中学生800円
（全席自由）
申ホームページの申込フォームか電話
で、喜多能楽堂（☎3491－8813 kita-
noh.com/）へ
※楽器体験は小・中学生対象。当日受
け付け（人数限定、先着）。
※公演終了後、舞台体験を希望する方
は各自白足袋を持参。
※保護者の付き添いがあれば未就学児
も入場可。
問文化観光課文化振興係

非核平和都市品川宣言35周年
図書館映画・ドキュメンタリー上映会
日時・会場 テーマ
①

8月10日㈯
午後2時から

ドキュメンタリー「いま聞
いておきたい、あの日の
記憶―子どもたちの戦争」
（28分、制作・著作:品川区）、
映画「無防備都市」（103分、
1945年イタリア）

品川図書館
（品川名画座）

②
8月4日㈰
午後1時30分
から

「いま聞いておきたい、あ
の日の記憶」『子どもたち
の戦争』、『昭和20年5月
24日城南大空襲』、『壊滅
した商店街と満蒙開拓団』
（各28分、制作・著作：品
川区）

荏原図書館
（ドキュメンタ
リー上映会）
人①80人②24人（先着）
参当日、直接会場へ
問品川図書館（北品川2－32－3☎
3471－4667 Fax3740－4014）
荏原図書館（中延1－9－15☎3784－
2557 Fax3784－8951）

品川＆山北ふれあい交流
第37回丹沢湖花火大会
日8月10日㈯ 午後4時～9時頃

場山北町「丹沢湖花火大会」（神奈川県）
交通／谷峨駅からバス（臨時バス運行）
内物産展、演芸大会、太鼓演奏（大井
権現太鼓保存会）、ソーラン山北、花火
大会
問同実行委員会事務局☎0465－75－
3646、地域活動課市町村交流担当（☎
5742－6856 Fax5742－6877）

区民プロデュース型講座「ダウン症
のある人の幸せと子育て支援」

日程（全6回） 内容

①8月24日㈯
今日までそして未来へ
ダウン症のある人とその
家族の幸せとは

②9月15日㈰ 障害児の言語療法

③10月6日㈰ ダウン症児の発達の特性
と支援

④11月30日㈯ 特別支援教育の実践

⑤2年
　1月13日㈷

世界初ダウン症のある人
たちのエンターテイメン
トグループのレッスン法

⑥2月2日㈰ ダウン症の食事の困りご
とを解消するために

※時間は午後1時30分～3時30分（1月
13日は午後2時～4時）。
場①～③荏原第四区民集会所（中延5－
3－12）
④⑥荏原文化センター（中延1－9－15）
⑤スクエア荏原（荏原4－5－28）
講師／牧野アンナ（ラブジャンクス代表）
ほか
人家族、療育関係者などダウン症のあ
る子どもと関わりのある方50人（抽選）
託児／0歳～就学前のお子さん10人（抽
選）
運営／ポラリス品川（ダウン症の会）
申問8月2日㈮（必着）までに、往復は
がきに「ポラリス品川」とし、住所、氏
名（ふりがな）、年齢、電話番号、託児
希望の方はお子さんの氏名・年齢・性
別を文化観光課文化振興係へ

ウェルカムセンター原・交流施設
「ヨガ教室」
日9月5日～10月31日の木曜日
午前10時～11時30分（全9回）
￥4,500円（保険料込）
場申8月15日㈭（必着）までに、往復は
がきに「ヨガ」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、大井第三地域センター（☎3773
－2000 Fax3771－3735）
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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！

講座・講演

催　し

右團次　九團次　廣松
歌舞伎舞踊公演

米良美一リサイタル
デビュー25周年記念

日時／7月30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）
料金／3,000円、高校生以下2,000円（全席指定）
※4歳以上入場可。

米米良良美美 リリササ
日時／11月4日㉁午後5時開演（午後4時30分開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
演目／『操

あやつりさんばそう

り三番叟』『棒しばり』『三
さんにんしゃっきょう

人石橋』
料金／S席4,000円、A席3,000円、B席2,000円（全席指定）
発売開始日・時間／8月6日㈫
窓口  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、O美

術館（O美術館は翌日以降午前10時から）
電話  午前10時から＝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  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。
※発売初日は1人6枚まで。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

好評
発売中！

品川区民芸術祭
10回記念公演

問い合わせ／チケットセンターC
キ ュ リ ア

URIA
（☎5479－4140 Fax5479－4160）

きゅりあん
歌舞伎シリーズ

第二弾

大谷廣松 市川九團次 市川右團次

多方面で活躍中の歌舞伎俳優、市川右團次がきゅりあんで舞う！
日本が誇る伝統芸能をお楽しみください。 サ

都内初の豪華編成でお届けする
スペシャルプログラム！
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運営／日本の城と史跡を訪ねる会
申問8月16日㈮（必着）までに、往復は
がきに「日本の城と史跡を訪ねる会」と
し、住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を文化観光課文化振興係へ

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囲碁教室＜初級＞
日7月27日～9月14日の土曜日
午後1時～3時（全4回）
※全5回のうち、2回目からの途中入会。
人20人（先着）
￥5,000円（教材費込）
②食器を彩る手描きの絵付け
日8月23日㈮午後1時30分～4時
人10人（先着）　￥4,000円（教材費込）
――――――――共通――――――――
場申問電話で、①はこみゅにてぃぷらざ
八潮（八潮5－9－11☎5492－7305 Fax
3799－6176）、②はメイプルセンター
（西大井駅前☎3774－5050 Fax3776－
5342）へ

ごみ・資源追っかけ隊員募集！
アルミ缶のリサイクルの過程を追いか
け、親子で楽しく取材しましょう。
日8月28日㈬（区役所午前7時30分集
合・午後5時30分頃解散、往復バス）
場資源化センター（八潮1－4－1）、ユニ
バーサル製缶結城工場（茨城県結城市）
など
人区内在住で、リサイクルに関心のある
小学生以上の親子35人（抽選）
※昼食は各自。
申問8月7日㈬（必着）までに、電話か
はがき、FAXに「追っかけ隊」とし、参
加者全員の住所・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号を品川区清掃事務所（〠
141－0032大崎1－14－1☎3490－7098
Fax3490－7041）へ

品川区民芸術祭2019
品川区民作品展　出展作品募集

部門 サイズ・仕様

書　道

半切以下（全紙不可）、条幅（仮
表装可）、巻き物、額、短冊
※高さ200㎝（脚20㎝含）のパ
ネル展示のため掲出に制約あり

写　真

四つ切り以上半切以下（デジカ
メＡ4以上）、台紙・パネル・額
付き
※組は四つ切りで3枚まで

絵　画 4号以上25号以内　額付き
手工芸＊

縦・横・高さ各100㎝以内華　道
上記以外
（盆景など）
＊ 押し花絵・ちぎり絵・パッチワーク・能面・
てん刻などは、手工芸に含む
※作品はそのまま展示できるようにしてください
※ 華道・盆景などの作品は、期間中出展者が管
理してください

日11月13日㈬～17日㈰
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
人16歳以上のアマチュアの方
出品点数／全部門を通じて1人1点（本人
が1年以内に制作した未発表のものに限る）
作品搬入／11月12日㈫
表彰式／11月16日㈯
作品搬出／11月17日㈰・18日㈪
申問9月20日㈮（必着）までに、申込
用紙を文化観光課文化振興係へ郵送か
持参
※申込用紙は地域センター、文化セン
ターなどで配布。区ホームページからダ
ウンロードもできます。

産業技術高専オープンカレッジ
「科学の散歩道」
「機械に数学はできるか」など素朴な疑
問を発端に、科学に関する旬の話題を分
かりやすく解説します。
日8月31日㈯ 午後2時～5時
人中学生以上の方20人（抽選）
￥1,800円
場申8月15日㈭（消印有効）までに、ホー
ムページの応募フォームかはがきで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、
電話番号、Eメールアドレスを産業技術
高等専門学校（〠140－0011東大井1－
10－40 www.metro-cit.ac.jp/）へ
問文化観光課生涯学習係

環境学習講座「異常気象と台風・局地
的大雨などの気象災害から身を守る」
日8月25日㈰ 午後2時～4時
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
講師／新海康雄（気象予報士）
人中学生以上の方30人（先着）
持ち物／筆記用具
申問8月19日㈪までに、電話で環境情
報活動センター☎・Fax5755－2200へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込
めます。

シニアICTリーダー講習会
ICT活用の支援リーダーになりませんか。
日8月27日㈫～29日㈭ 午前10時～午後
4時（全3回）　※昼食持参。
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
内ICTリーダー概論の講義、演習、実習
人Eメールを日常的に使用し、9月7日㈯
のシルバー成年式ICTコーナーの運営に
協力できる55歳以上の方12人（選考）
￥500円（教材費）
申問8月2日㈮（必着）までに、はがき
かFAXに「ICTリーダー」とし、住所、
氏名、年齢、電話番号、自己PR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

発達障害・思春期サポート事業　発達特
性の理解と対応ステップアップ講座2019
日①9月7日㈯、②10月5日㈯、③11月9
日㈯ 午後1時30分～4時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内①「集団における支援の基本」
②「気になる言動の要因と見立て」
③「子どもが本当に必要とする具体的支援」
講師／上原芳枝
（リソースセンターo

ワ ン

ne代表理事 ）
人各90人（先着）￥各500円（資料代）
申9月4日㈬（必着）までに、往復はが
きかEメールで講座名、希望日（複数可）、
住所、氏名、電話番号をパルレ（〠141
－0021上大崎1－20－12 moushiko
mi@npo-parler.com）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当
（☎5742－6711 Fax3775－2000）

区民プロデュース型講座「人類の誕生と
日本人の起源、縄文時代の文化・生活」

日程（全6回） 内容

8月31日㈯
アフリカに誕生したホモサ
ピエンスが日本人となり、
縄文文化を創り出した経緯

9月14日㈯
縄文人の生活、縄文人と
弥生人、弥生時代から歴
史時代の日本の気候変動

10月12日㈯ 最新の考古学研究から縄
紋時代を考える

11月9日㈯
環境の「外様性」に富む東
京に史跡として残る縄文遺
跡を紹介

12月7日㈯ 北海道・北東北の縄文遺
跡群について紹介

12月21日㈯
AMS炭素14年代測定法や
地層解析学などで測る縄
紋文化

※時間は午後2時～4時。
場品川歴史館（大井6－11－1）
講師／川幡穂高（東京大学大気海洋研
究所教授）、小林謙一（中央大学文学部
日本史学専攻教授）ほか
人高校生以上の方70人
￥2,400円

募　集

●幼稚園・認可保育園・認定こども園を利用する3
～5歳児のお子さんの利用料が無償化されます。
※実費負担部分（行事費用など）、延長・夜間保育
利用料は無償化の対象外となります。
※子ども・子育て支援新制度の対象とならない、品
川区内の全ての私立幼稚園の利用料は、月額25,700
円まで無償化されます。区外の私立幼稚園について
は各園にご確認ください。
●幼稚園・認可保育園・認定こども園に加え、ぷり
すくーる西五反田、企業主導型保育事業（標準的な
利用料）も同様に無償化の対象となります。

●就学前（3～5歳児）の障害児の発達支援（児童発
達支援事業所など）を利用するお子さんの利用料が
無償化されます。
●幼稚園・保育所・認定こども園と児童発達支援事
業所などの両方を利用する場合は両方無償化の対象
となります。

●幼稚園の預かり保育を利用するお子さんについて
は、新たに保育の必要があると認定を受けた場合に
は、幼稚園利用料の無償化（上限月額25,700円）
に加え、預かり保育を利用した日数×日額450円（最
大月11,300円まで）の範囲で預かり保育の利用料が
無償化されます。
※認定こども園における子ども・子育て支援新制度
の1号認定のお子さんが利用する預かり保育も含ま
れます。

●保育の必要があると認定された場合、3～5歳児の
お子さんは月額37,000円まで、住民税非課税世帯
の0～2歳児のお子さんは月額42,000円までの利用
料が無償化されます。
●対象となる施設・サービスは、認可外保育施設・
認証保育所・一時預かり事業・病児保育事業・ファ
ミリー・サポート・センター事業などです。

幼稚園・保育園・認定こども園を
利用するお子さん

児童発達支援事業所等を利用する
お子さん

幼稚園の預かり保育を利用する
お子さん

認可外保育施設等を利用する
お子さん

10月1日から3～5歳児クラスのお子さんの
幼稚園、保育園、認定こども園などの利用料が無償化されます

区立幼稚園・保育園・認定こども園
　保育課入園相談担当
　（☎5742－6725・7123 Fax5742－6350）
区立幼稚園の預かり保育・病児保育事業
　保育課施設・運営係
　（☎5742－6724 Fax5742－6350）
私立幼稚園・認可外保育施設等
　保育支援課開設・計画担当
　（☎5742－6039 Fax5742－9178）
私立保育園（一時預かり事業）
　保育支援課私立支援係
　（☎5742－6723 Fax5742－9178）
ファミリー・サポート・センター事業
　子ども家庭支援課家庭支援係
　（☎5742－6385 Fax5742－6387）
児童発達支援事業所等
　障害者福祉課障害者相談支援担当
　（☎5742－6711 Fax3775－2000）

問い合わせ

※無償化の内容や具体的な手続きなど詳しくは今後
区ホームページなどでお知らせします。

本紙7月1日選挙特集号で「ケー
ブルテレビ品川での開票状況など
の中継」についてお知らせしまし
たが、今回の選挙では中継はあり
ません。お詫びして訂正します。
問選挙管理委員会事務局
（☎5742－6845 Fax5742－6894）



次号予告 8月1日号

 

令和元年（2019）

7/21
2131号

● 特集：オリンピックまであと1年
● 五反田宇宙ミュージアム
● 道路ふれあい月間

古紙を配合した再生紙を使用しています
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29年度

30年度
歳入
24,936

第1号被保険料
（65歳以上）
5,573

第2号被保険料
（支払基金交付金）

6,336
国庫支出金
5,354

都支出金
3,530

区からの
繰入金
3,736

その他　11
繰越金　396

在宅
サービス
12,559

地域密着型サービス　2,419

施設
サービス
6,047

その他　1,185
市町村特別給付　13

地域支援事業費　1,523
準備基金積立金　56
事務費など　375
認定審査会事務費　217
繰越金　266
諸支出金　276

30年度
歳出
24,936
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30年度
15,335人

要介護 1
2,926

（19.1%）

要介護 2
2,145

（14.0%）

要介護 3
1,822

（11.9%）
要介護 4
1,659

（10.8%）

要介護 5
1,129
（7.4%）

要支援 2
2,482

（16.2%）

要支援 1
3,172

（20.7%）

　介護保険制度が創設され20年目を迎えました。区では区内20カ所の在宅
介護支援センターを中心とした地域での暮らしを支えるための品川区独自
の総合的なしくみにより、適切な介護保険制度の運営に努めています。
　今号では、30年度介護保険制度の運営状況のあらましをお知らせします。
詳しくは区ホームページなどでご覧になれます。

歳入のうち、47.8％が介護保険料であり、残りは税金などにより構成されていま
す。また歳出は、保険給付費の割合が9割近くを占めており、そのほかに地域支
援事業費として6％程度が総合事業の実施・介護予防事業などの充実のために充
てられています。

保険給付費は約4億8千万円、地域支援事業費は約2千3百万円が前年度に比べて
増加となっています。これは、左図の要介護認定者数の推移のとおり、要支援者
の増加を背景に、軽度者が利用する在宅サービス（予防給付）や地域支援事業費
の通所サービス（予防通所事業）の利用が多くなっていることなどによるものです。

要介護認定を受けている高齢者は前年度と比べ、微増となっています。また、後
期高齢者（75歳以上）では約3割の方が認定を受けています。

（各年度3月31日現在）

第1号（65歳以上） 第2号
（40～64歳）

29年度 30年度
 

30年度65～74歳 75歳以上
被保険者数 82,551人 82,663人 39,937人 42,726人 137,355人
認定者数 14,662人 15,335人 1,798人 13,537人 368人
認定率 17.8% 18.6% 4.5% 31.7% 0.3%

※被保険者は、住民基本台帳人口のほか住所地特例者（区外の施設入所者など）
を含む。

区民の約5人に1人が高齢者（65歳以上）です

高齢者の約6人に1人が要介護認定を受けています

（住民基本台帳　各年4月1日現在）

30年 31年
（令和元年） うち

75歳以上
総人口 390,397人 396,996人 －
高齢者人口 81,693人 81,744人 41,933人
高齢化率 20.9％ 20.6％ 10.6％

65歳以上の要介護認定者数推移

国・都・区の税金など
12,620（50.6％）

介護保険料
11,909（47.8％）

保険給付費
22,223（89.1％）

介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

〈要介護度別内訳〉

（各年度3月31日現在）

問い合わせ　高齢者福祉課支援調整係（☎5742－6728 Fax5742－6881）

介護保険制度の運営状況
（単位100万円）

（単位100万円） （単位100万円）

30年度決算見込み

介護保険給付費の推移 地域支援事業費の推移

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▶

30年度 介護保険の約半分を保険料で支えています

介護にかかる費用が増えています

●昼コース「日本のけしき」（全3回） ●夜コース「現代にいきる人権」（全3回）

会場／中小企業センター（西品川1－28－3）
対象・定員／16歳以上の方各50人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん（抽選）　※おやつ代実費負担。
申込方法・問い合わせ／8月21日㈬（必着）までに、電話かはがき、FAXで希望コース、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号、年齢、性別、手話通訳希望の有無、託児希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・性別・
月年齢を文化観光課生涯学習係（〠140－8715品川区役所☎5742－6837 Fax5742－6893）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

人権啓発・社会同和教育講座Ⅰ 「マンガで考える人権」「マンガで考える人権」「マンガで考える人権」「マンガで考える人権」「マンガで考える人権」

日程 テーマ 講師

10/15㈫ 「ブルー・ハート」子どもを性暴力や自撮り被害から守るために
藤原志帆子（人身取引被害者サポー
トセンターライトハウス理事）

11/ 5 ㈫「もののけ姫」から考える被差別民と人権 灘本昌久（京都産業大学教授）

11/26㈫ 「はだしのゲン」で考える人権 戸田栄（毎日新聞大阪本社編集委員）
※時間は午後2時～4時。

日程 テーマ 講師
 9 / 5 ㈭ マンガで知るアイヌ文化 中川裕（千葉大学教授）

 9 /19㈭「かぶき姫　天下一の女」出雲阿国と歌舞伎、被差別を考える 斉藤利彦（佛教大学教授）

10/24㈭ 認知症高齢者の尊厳を考える
「ペコロスの母に会いに行く」

前田隆行（町田市つながりの開 
DAYS BLG ! 代表）

※時間は午後6時30分～8時30分。

共
通

「かぶき姫 -天下一の女-｣  著：下元智絵　発行：株式会社KADOKAWA

31年4月1日現在、
区の高齢者人口は
81,744人となり、
区民の約5人に1人
が65歳以上の高齢
者となっています。
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2人で勝利をつかむ！
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開催場所：潮風公園（東八潮1）

東京2020大会　開催日程・チケット料金

りんかい線

台場

東京国際クルーズ
ターミナル

東京テレポート

湾岸
道路

首都
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潮風公園潮風公園

りんかい線

至新
橋

至豊洲

現在、日本のオフィシャルポイントランキング＊で男子個人2位の高橋巧選手と3位の長谷
川徳海選手ペア。東京2020オリンピックの代表候補の期待が高い２人に、日本で開催さ
れるオリンピックについて熱い思いをお聞きしました。
＊2019年6月24日現在（JVA）

注目選手
独占インタビュー

息の合ったプレー息の合ったプレーでで
熱気高まる！熱気高まる！

ビーチで躍動する
大迫力のプレーは見応えあり！

5月18日に
「ガラナ･アンタルチカ杯」
第1戦平塚大会を見てきました！
広いコートを2人で攻防し、相手の行動を先読み
して動き回る選手たちの駆け引きあるプレーに一
喜一憂しました。日差しや風も考慮して戦術を組
み立てているプレーは圧巻。選手たちが点を決め
ると会場内に音楽が流れ、観客も拍手や応援グッ
ズなどを使って盛り上がり、会場内に一体感が生
まれました。ぜひ皆さんも観戦に行って
みてください！

熱くなろう
！

熱くなろう
！

さささささきききどどどどどり
特特特集集集集！！

観観戦観戦前戦前戦前
さきどり
特集！
さきどり
特集！

観戦前観戦前

東
京
20
20
大
会
区
内

開催
競技　
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広い砂浜のコートで、攻撃も守備もすべて２人で行う、
ビーチバレーボール。砂まみれになりながらボールを
巧みに操るプレーは圧巻。その躍動感あふれるプレー
を間近で観戦して熱い応援で盛り上げよう！

日程 セッション A B C
7/25㈯～8/1㈯ 予選 11,500 7,800 3,500

8/2㈰～3㈪ 決勝トーナメント 11,500 7,800 3,500

8/4㈫～5㈬ 準々決勝 14,500 9,500 6,000

8/6㈭ 準決勝 20,000 12,800 7,500

8/7㈮～8㈯ 3位決定戦・決勝 45,000 24,500 8,000
詳しくは、東京2020公式チケット販売サイトをご覧ください。
https://ticket.tokyo2020.org/

抜き取り保存版 抜き取り保存版特集：ビーチバレーボール 特集：ビーチバレーボール

ビーチバレーボールは
ハワイアンの遊びから始まった！？

現役を長く続けられる
スポーツ

1914年、ハワイアンが砂浜でバレーボールを始めたのが
起源といわれています。アメリカ本土に広がり、２人制
になったのが1930年代。1996年のアトランタオリンピッ
クで正式種目に採用されました。

パワーだけでなく、これまでの経験や環境に合った戦術
が必要となるビーチバレーボールには、40代でトップ30
に入る選手も。６人制バレーボールの日本代表だった選
手も活躍しています。

世界のビーチバレーボール人口

海外の強豪たち

世界の競技人口はなんと約1,000万人。特に南米やア
メリカ、欧州で高い人気を誇ります。ロンドンオリン
ピックでは一番にチケットが売り切れ、リオではサッ
カーに次ぐ人気スポーツだったようです。

オリンピックで金メダルの獲得数が多い国は、男子と
女子ともに3回のアメリカ、男
子2回、女子1回のブラジルです。
なお、現在男子の世界ランキン
グ1位はノルウェーのアンダー
ス・モルとクリスチャン・ソー
ラムのペア。女子はブラジルの
アガサとドゥダのペアです。
※2019年6月現在（国際バレー
ボール連盟）

1

3

サーブ、レシーブ、トス、スパイク、ブロックを２人で行うため、
選手はすべてにおいて高い技術を持つことが必要。また、６人制バ
レーボールとは異なり選手の交代がないため、パートナーへの信頼
は絶対的なもの。息の合った連携プレーは驚きの連続です。

ボールは、６人制バレーボールと同じサイズですが、少し柔らかい
のが特徴。柔らかい分、ボールのスピードが落ちるので、負荷のか
かる砂浜でも守備が可能に。ボールに特性があるからこそ、ダイナ
ミックなレシーブやラリーが生まれているのです。

２人がオールラウンド２人がオールラウンド
プレイヤープレイヤー

白熱のラリーを白熱のラリーを
生むボール生むボール

２人がオールラウンド
プレイヤー

2 コートは片面８m×８m。６人制より一回りほど小さいコートを２
人でカバーするため、守備範囲が広くなります。サーブやスパイク
のコースを読み、守備位置を決めるなど、頭脳プレーが重要に。また、
砂の質や日差し、風などの環境による戦術変更も見逃せません。

配置も作戦配置も作戦配置も作戦

白熱のラリーを
生むボール

Be
ac
h

 オリンピック・パラリンピック準備課(☎5742－9109 Fax5742－6585)問い合わせ

（単位：円）

©FIVB

ペアを組んだきっかけを教えてください
長谷川：高橋は、日本で一番のレシーバー。風の噂で
ペアを解散したと聞いて僕から連絡をとりました。
高橋：以前から、日本人に合うプレースタイルや練習
を模索していて、その方向性が同じだったんです。
長谷川：僕のポジションなら世界の平均サイズは２m、
高橋のポジションは190㎝が当たり前。僕が186㎝、高
橋が179㎝ですから、小さい体格ならではの戦い方を
一緒に考えてくれる日本人コーチがいいというのがお
互いの共通認識でしたね。
高橋：外国人コーチは、体格の良い選手を使う戦術に
長
た

けていると思います。ただ、僕たちが強くなるため
には、日本人の特性を生かした戦い方が必要だと考
えていました。今のチームで良い成績があげられ
ているので、この選択でよかったと思っています。

長谷川：世界に勝つためにどうするか
を考えて努力をしてきた結果だと思い
ます。
高橋：世界と戦うために必要な努力を
地道に続けることですね。
長谷川：例えば肉体改造もそのひとつ。日本人は筋
肉量が少ないので、トレーニングで３年前と比べて
体重を10㎏増やしました。実は筋肉を増やすと動き
づらいというのは間違った価値観です。
高橋：質のいい筋肉を維持していると日本人の得意
とする速効性も高くなるんです。そのための努力は
毎日行っています。

　大会に向けての抱負と品川区民の皆さん
　へメッセージをお願いします
長谷川：会場となる潮風公園周辺のコート環境は、昨年
の大会で経験済みですが、オリンピック規定の砂はすご
く深くてぜんぜん動けなかったので、練習を重ね、今年
の大会やオリンピックにつなげたい。大会では、区民の
皆さんやこれまで応援してくれた方々にベストゲームを
届けたいです。
高橋：お酒も飲めたり、DJが盛り上げてくれたりと、
普段のスポーツでは見られない楽しみ方がビーチバ
レーにはあります。間近で観戦できるので、選手と観
客が一体感を感じられるのも魅力です。試合では応援
を力にして、みんなが幸せになるよう、ベストを尽くし
ます。それが結果につながるとうれしいです。会場で
一緒に盛り上がりましょう！！

潮風公園周辺のコート環境は経験済み。
大会ではベストな戦いを

日本人にあったプレースタイルで
勝利を目指します

品川区ビーチバレーボール
応援キャラクター
「ビーチュウ」

プロフィール：
（左）長谷川徳海（はせがわよしうみ）
1984年８月23日生まれ。身長186㎝。愛
媛県競技力対策本部所属。得意なプレー
はブロック。2019年上半期強化指定選手。

（右）高橋 巧（たかはしたくみ）
1991年10月１日生まれ。身長179㎝。ANA
セールス株式会社所属。得意なプレーは
サーブ。2019年上半期強化指定選手。

2019年5月5日大井町駅前中央通り特設
コートで開催された「JBV品川オープン
2019」で優勝

本紙4月1日号1・12ページの特集：ビーチバレーボールで、ルールブック「ビーチバレーボールを知ろう！」を掲載しています。広報しながわは区ホームページからもご覧いただけます。

世界の強豪がやってくる！！
FIVBビーチバレーボールワールドツアー2019
4-star東京大会　7月24日㈬～28日㈰　潮風公園で開催！

特設サイト
https://worldtour2019.
jva.or.jp/

品川区オリンピック・パラリンピック準備課
清水拓郎

日本でトップになるために必要な
ことはなんだと思いますか
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スピーディーでめまぐるしい攻防戦がホッケーの醍
だ い ご み

醐味。
多種多様な攻撃で、守備をくぐり抜けてゴールを決める
瞬間は迫力満点。そのエキサイティングな試合展開に
目が離せません。
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都立大井ふ頭
中央海浜公園

至品川

開催場所 東京2020大会　開催日程・チケット料金

日程 セッション A B

7/25㈯～8/1㈯ 予選 4,000 2,500

8/2㈰～3㈪ 準々決勝 7,500 4,500

8/4㈫～5㈬ 準決勝 9,500 5,000

8/6㈭～7㈮
3位決定戦 9,500 5,000

決勝 10,000 6,000

詳しくは、東京2020公式チケット販売サイトをご覧ください。
https://ticket.tokyo2020.org/

熱くなろう
！

熱くなろう
！

さささささきききどどどどどり
特特特集集集集！！
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大井ホッケー競技場（八潮4－1）

 オリンピック・パラリンピック準備課(☎5742－9109 Fax5742－6585)問い合わせ

抜き取り保存版 抜き取り保存版特集：ホッケー 東京2020大会1年前記念イベント　スポーツフェスタ‘OZ（オズ）’ 7月28日㈰午前10時～午後5時　総合体育館で開催！！遊びにきてね！ 特集：ホッケー

（単位：円）

1
2
3

世界のトップ選手では150㎞以上のスピードに
達することもあります。半径14mのサークル
内からのシュートのみが得点となるので、近距
離から放たれるシュートは豪快そのもの。ス
ティックを駆使した華麗なパスワークも見事。

スティックの長さは平均約90㎝。平らな面の片面のみで
ボールをコントロールするため、テクニックが必要。近年
は素材も進化し、ボールの反発力が向上。ボールのスピー
ドが増したことで、よりスピーディーかつエキサイティン
グに試合が展開されています。

選手交代は選手交代は
何度でも何度でも
選手交代は
何度でも

シュート時のスピードはシュート時のスピードは
最大150㎞以上最大150㎞以上
シュート時のスピードは
最大150㎞以上

スティックの進化でスティックの進化で
よりスピーディーによりスピーディーに
スティックの進化で
よりスピーディーに

ホッケーの歴史は
古代エジプトにあり

ホッケーの歴史は古く、紀元前2500
年頃の古代エジプトの墓でホッケーの
壁画が発見されています。現代ホッケー
の起源は19世紀後半。1908年のオリ
ンピック・ロンドン大会で開催され、世
界に広まりました。

さくらジャパンは14位
サムライジャパンは16位

世界ランキング＊

さくらジャパンは昨年のワールドカップ
予選でランキング4位（当時）のニュー
ジーランドに勝利。また、アジア競技大
会では男女ダブル優勝するなど、チーム
の実力はうなぎのぼり。東京2020オリ
ンピックではメダル獲得をめざします。

＊2019年 6月現在（FIH）

ホッケーを始めたきっかけを教えてください
小野：私が育った富山県小矢部市にはホッケーコー
トがあって、チームもあったからですね。ホッケー
は小さな頃から身近なスポーツだったんです。
及川：母がホッケー選手だったので、物心ついた時
にはホッケーを始めていました。私にとっても身近
にあるスポーツでした。

日本代表として必要なことはなんだと思いますか
及川：日の丸を背負う責任を持つこと。オランダでは、国の代表選手になれる
ことは「誇り」です。若い選手でも代表選手を目指し、プレーに貪欲さや意識
の高さが表れています。それが国全体のレベル向上に。オランダで経験し培っ
たものを発揮し代表チームに貢献できればと思っています。
小野：私が代表選手になれたのは、ホッケーを一生懸命やってきたから。まず
手が届く目標を設け一歩一歩。ホッケーと真剣に向き合う覚悟と、努力をしつ
づければ輝けるという信念が成長につながったと思っています。

オリンピックに向けての抱負と品川区民の皆さんへ
メッセージをお願いします
小野：女子日本代表のアンソニー・ファリー監督の
もと、チームに一体感が生まれ、確実にレベルアッ
プしています。私にとって最後となるオリンピック。
このすばらしいチームでホッケーの楽しさを区民の
皆さんに伝えたいです。ぜひ、会場で応援してもら
えるとうれしいです。
及川：オランダのチームメイトに「東京オリンピックの決勝戦の相手が日本代
表だったら最高！」と言われたんです。相手は冗談かもしれませんが、私は本気！
金メダルを目指し、最高のパフォーマンスができるよう頑張ります。熱いゲー
ムを見に来てください。

オランダでの経験を生かし、
代表チームに貢献したい（及川）

オリンピックで
ホッケーの楽しさを伝えたい（小野）

日本代表候補選手独占インタビュー
世界トップリーグのオランダで活躍し、今年6月に日本のクラブチームに移籍した及川栞選手。そして、北京・リオデジャネイロオリンピッ
クを経験し、昨年現役復帰した小野真由美選手。区内在住のお二人に東京2020オリンピックへの抱負をお聞きしました。

プロフィール：
（左）及川 栞（おいかわしほり）
1989年3月12日生まれ。身長164㎝。岩手めんこ
いテレビ／東京ヴェルディホッケークラブ所属。
ポジション：ディフェンダー。日本代表候補選手。

（右）小野真由美（おのまゆみ）
1984年８月14日生まれ。身長169㎝。
SOMPOケア所属。ポジション：ディフェ
ンダー。日本代表候補選手。

目が離 ま ん。

ゴールキーパー１人、フィールドプレイヤー10人で戦います。
試合中の選手交代は何回行っても良いので、選手交代のタイミ
ングで試合が左右される場合も多くあります。また、オフサイ
ドがないため、相手の裏のスペースを突く縦への速い攻撃が可
能。1試合で大興奮のゴールシーンが数多く見られます。

本紙2月1日号1～3ページの特集：ホッケーで、「ホッケー早分かりガイド」を掲載しています。広報しながわは区ホームページからもご覧いただけます。

品川区ホッケー応援キャラクター
「シナカモン」

写真提供：日本ホッケー協会
第18回アジア競技大会（2018／ジャカルタ）女子初優勝
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