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問い合わせ／商業・ものづくり課管理係 （☎5498－6335 Fax3787－7961）

伝統の技と味
／しながわ展

第30回

色鮮やかな江戸切子、和裁、東京桐
き り

箪
た ん す

笥・・・。品川区の伝
統工芸保存会の職人の実演ブ－スが並び、品川で育まれた
伝統と歴史に間近に触れ、話を聞くこともできます。工芸
だけでなく、和菓子やお茶など伝統の味も盛りだくさん。
ぜひご来場ください。

品川区ビーチバレーボール応援キャラクター 
ビーチュウもやってくる!

出張マルシェ
（物産販売コーナー）

100円特価販売 お弁当フェア
25日㈯のみ

品川職人組
販売コーナー

しながわみやげ
コーナー

お茶席

1月25日㈯・26日㈰
午前10時～午後5時

（26日は午後4時30分まで）
きゅりあん7階イベントホール

（大井町駅前）
品川区伝統工芸保存会

竹、萩、御
ご ぎ ょ う

業、よしなどの天然素材の味わいをそのまま生
かし、糸を1本1本操り、編み上げていく作業には昔ながら
の道具や技法が継承されています。
日時／25日㈯・26日㈰午後0時30分から

会場にある木材片を使って自由に作品を作っ
てみよう。
日時／25日㈯・26日㈰午前10時から
※木材が無くなり次第終了。
対象／3歳以上のお子さん　※作品を仕上
げるとお菓子のつかみ取りができます。

定員／①6人②10人（抽選）
申込方法／1月17日㈮まで
に、電話かＦＡＸで希望番号、
住所、氏名、年齢、電話番号
を商業・ものづくり課管理係

（☎5498－6335 Fax3787
－7961）へ

日時 内容・費用
①25日㈯
　午前10時30分～
　午後0時30分

石
せ っ こ う

膏でつくる仏像
（仏像彫刻　榎本宜道）
1,000円

②26日㈰
　午前10時30分～
　午後0時30分

畳コースターづくり
（畳　松井雅治）
500円

日時／25日㈯・26日㈰
午後1時30分から
※途中休憩あり。

※内容は予告なく変わる場合があります。

職人さんを知ろう～江戸すだれ～
　　（鈴木祐二）

未来の名工大集合

ふれあい教室 （職人さん指導による実技教室）

邦楽演奏
　　（品川区邦楽連盟）

江戸切子 （川辺勝久）
和裁 （釼持博・高橋紀子）
理美容鋏

はさみ

製造 （新保欽二）
東京桐箪笥 （林正次・林英知）
表具 （佐野文夫）
草木染手機織物 （藤山千春・藤山優子）
金網 （蔦勇作）
提
ちょうちん

灯文字 （下田洋靖）
東京手描友禅 （成沢泰昭）
骨
こ っ と う

董修理 （鎌田民夫）
和竿

さ お

 （大石稔）
日本刺

し し ゅ う

繍 （笹原木実）
江戸すだれ （鈴木祐二）
仏像彫刻 （榎本宜道）
陶芸 （シマムラヒカリ）
畳 （松井雅治）
漆工芸 （保井俊次）
三味線 

（伊東孝夫 ※大田区伝統工芸発展の会）
和太鼓 

（畑元徹 ※大田区伝統工芸発展の会）

小澤商店 （お茶）
木村家 （和菓子）
丸田商店 （シュウマイ）
料亭　秀 （和食）
ヨシナカブレッド （パン）
小川畜産 （肉うどん）

地域の「民生委員・児童委員」を紹介します…………2

しながわレポート！…………………………………8

日時

会場

共催

伝統の技（実演者）
伝統の味

両日とも正午
より先着100
人に甘酒を無
料配布

両日とも先着
100人に職人
の手作り小物
プレゼント

小学生の作品展示コーナーもあるよ！



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　 ＝ E-mail　 ＝ホームページ（http://　https://）
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品
川
第
一
地
区

岡　部　佳　子
小　松　髙　子
髙　橋　眞　澄
大　塚　ふみえ
山　口　栄三郎
玉　井　香　織
杉　谷　徹　夫
吉　田　さとみ
神　谷　千惠子
吉　村　春　美
齋　藤　雅　弘
浅　見　優　子
越　膳　紀志子
髙　栁　陽　子
大　塚　圭　子
吉　田　晴　子
宮　坂　直　美
岡　村　佐智子
角　谷　　誠　
岩　崎　千鶴子

品
川
第
二
地
区

木　庭　圭一郎
小　林　芳　枝
白　尾　寿美子
木　下　真由美
平　澤　和　夫
前　村　治　代
北　見　明　子
佐久間　登喜江
濱　谷　佳　子
秋　山　敏　夫
松　本　利　子
永　井　悦　子
　辻　　登美子
野　口　幹　男
戸　田　　収　
朝　倉　由美子
朝　倉　由美子
梅　津　チヱ子
上　原　正　子
鈴　木　芳　子
谷　口　美　行
矢　野　京　子

大
崎
第
一
地
区

岡　田　礼　子
齊　藤　直　子
小　田　由躬子
渡　邊　眞佐子
青　木　昭　子

　木　鈴　江
根　岸　和　枝
服　部　美代子
吉　田　隆　江
能　味　香陽子
平　澤　智惠子
髙　松　澄　子
飯　野　隆　子
大　平　悦　子
池　田　一　三    
村　上　千　佳
五　味　和　代
佐久間　順　子
宮　田　久　子
宮　川　富士雄
坂　本　洋　子
松　島　仁　美
加　藤　　孝　
白　野　照　子
中　村　桂　子

大
崎
第
二
地
区

三　橋　佳　子
北　川　ヨシ江
桑　原　加代子
時　田　雪　枝
市　川　純　代
大　畑　康　隆
松　本　歌代子
髙　田　伊久子
竹　蓋　弓　子
村　越　るり子
安　達　富士子
後　藤　順　子
佐　藤　孝　江
河　西　富美枝
今　岡　富　子
仁　木　三枝子

大
井
第
一
地
区

永　留　ミサコ
小　野　淳　子

　川　辰　彦
肥田野　紀　江
野　口　清　彦
大　湯　君　江
生　駒　惠美子
川　村　　治　
本　村　幸　江
鈴　木　純　子
下　山　有　子
田　尻　成　樹
児　玉　俊　也
藤　谷　忠　由
長　野　　弘　
菅　原　まり子
根　本　ミユキ
菅　野　みよ志
橋　本　麻　子
三　浦　麻　里
山　田　睦　子
横　山　修　一
中　井　保　夫
小　野　悦　子
中　島　一　吉
大　野　　滿　
野々瀬　易　子
本　山　玲　子
森　泉　美　穂
武　田　寛　美
佐々木　　豊　
篠　塚　和　子
坂　本　村　子
宮　入　節　子
伊　東　隆　之

大
井
第
二
地
区

力　丸　久　子
大　石　栄　子
新　井　秀　子
松　崎　美千子
清　水　好　子
樋　口　　光　
日　沼　淳　一
矢　野　美惠子
永　井　富士子

大
井
第
二
地
区

沖　山　雅　子
岸　本　昌　良
佐　藤　綾　子
酒　井　賀　子
渡　邉　淳　子
杉　浦　久　子
石　田　美恵子

大
井
第
三
地
区

長久保　慶　子
鈴　木　和　之
宮　永　正　義

　山　享　子
小　栁　千津子
隅　本　一　枝
田久保　京　子
森　田　　守　
田　中　惠　子
遠　賀　庸　達
深　澤　まり子
菊　地　景　子
鬼　丸　信　子
山　田　祐　司
中　越　壽　子

荏
原
第
一
地
区

郡　司　美穗子
松　尾　和　英
若　林　かなえ
石　津　玉　惠
野　出　典　子
吉　良　恭　子
松　永　裕紀子
塚　原　ひとみ
吉　仲　由　美
平　井　安　子
白　瀨　美代子
　東　　美佐栄
石　井　晴　子
遊　佐　初　枝
島　田　啓　子
青　木　史　朋
小田嶋　幸　枝
宮　本　理江子
　館　　裕　子
三　上　博　志
西　山　榮　子

荏
原
第
二
地
区

木　下　陽　子
油　田　澄　夫
石　坂　美　苗
長谷川　悦　子
鈴　木　敏　正
相　内　敏　弘
南　部　和　幸
福　原　妙　子
安　田　真由美
川　﨑　輝　夫
山　本　幸　子
白　柳　孝　夫
飯　田　春　世
相　澤　賀代子
伊　藤　延　子

荏
原
第
三
地
区

麹　盛　千二美
串　田　順　子
　雪　　美知子
梅　澤　よね子
北　野　かよ子
⻆　田　ま　り
岡　田　美智子
稲　村　八　重
江　森　佳　子
五十嵐　久美子
高　橋　勇　光
小　林　奈　々
加　増　惠美子
北　村　昭　子
市　川　和　子
島　田　房　子
伊　藤　光　江
篠　嵜　博　美
小　山　ハル子
安　藤　幸　子
戸　田　良　江
冨　沢　敦　子
津　場　幸　子
須　藤　惠以子
荻　野　孝　一
小　黒　文　子

　池　つや子

荏
原
第
四
地
区

加　納　竜　也
　東　　和　代
五十嵐　佐江子
市　川　多佳子
野　村　かすみ
依　田　幹　子
平　田　陽　子
伊　藤　玲　子
井　熊　公　子
一　瀬　俊　吉
見　須　一　幸
村　山　幸　三
小　岩　朝　子
齋　藤　敦　子
大　嵜　秋　子
苅　部　節　子
山　本　明　美
山　内　壽　子
有　馬　成　美
髙　橋　和　子
鏑　木　恵　美
矢　羽　さき子
川　井　千代子
横　山　しづ子
小　泉　由美子

荏
原
第
五
地
区

渡　邉　芳　枝
小　又　有希子
藤　田　和　子
谷　岸　麻美子
飴　本　公　子
下　野　暁　美
唐　澤　ヒロ子
稲　垣　千紗子
矢　﨑　則　子
赤羽根　　操　
星　野　安　男
柳　原　理恵子
鈴　木　典　子
川　名　義　男
金　子　みゆき
上　村　きみ子

八
潮
地
区

濵　口　佳　子
小　瀧　静　子
菅　野　信　也

八
潮
地
区

鍵　谷　佳世子
吉　沢　万里子
芳　賀　正　弘
瀬　戸　由美子
百　々　靖　雄

主任児童委員
品川第一地区

志　倉　正　子
楠　瀬　由佳理
品川第二地区

堀　田　聡　子
大崎第一地区

坂　上　好　枝
金　井　武　志
大崎第二地区

前　田　純　一
長　井　純　子
大井第一地区

中　野　裕　爾
伊　藤　香代美
大井第二地区

五　味　　惠　
木　村　美　枝
大井第三地区

後　 　佳代子
荏原第一地区

後　藤　寿磨子
永　井　万里子
荏原第二地区

髙　岡　千賀子
木　下　晴　夫
荏原第三地区

角　田　律　子
近　藤　祐　子
荏原第四地区

戸　塚　真　優
田　中　裕美子
荏原第五地区

阪　本　菜穂子
川　⻆　百合子

八潮地区
吹　田　詠　子
（順不同、敬称略）

主な活動内容
相談・支援活動 　 

支援を必要とする人の相談に応じ、適切な関係機関への紹介や橋渡しをし
ます。高齢者相談員として、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯を定期的に
訪問し、見守りや安否確認を行います。

地域でサポート 　 
認知症の方を温かく見守る取り組みをしています。また、社会福祉施設の
ボランティアや子育て支援の施策に参加・協力します。

社会福祉協議会の事業に協力 　 
敬老つえや紙おむつの支給に関する手続きや生活福祉資金貸付の相談に
応じます。

　12月1日付で民生委員・児童委員の一斉改選がありました。区内
では、新しく委嘱された方を含めて、284人の委員が身近な福祉の相
談相手として活躍しています。民生委員・児童委員は、高齢者や障害
者の生活を見守り、生活に困っている方、子育てに悩んでいる方など
の福祉に関する相談に応じています。
　また、児童委員の中から指名された主任児童委員は、児童福祉に関
することを専門に担当し、児童委員をはじめ、区の担当部署、東京都
品川児童相談所、学校などと連携して子どもたちの健やかな生活を
支援しています。
　各委員の受け持ち区域・連絡先についてはお問い合わせください。

地域の「民生委員・児童委員」を紹介します
問い合わせ／福祉計画課民生委員担当 （☎5742－6708 Fax5742－6797）

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。
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10分の10（上限80万円）
事業期間／4月6日㈪から3年3月31日㈬までに終了する事業
申請方法／2月3日㈪午後5時から、区役所262会議室（第二庁舎6階）で開催す

る説明会（要事前申し込み）への参加が必須。説明会参加後、2月14
日㈮午後5時（必着）までに、文化観光課文化振興係へ申請　

※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（☎5742－6836 Fax5742－6893）

対象者  2019年1月1日に品川区に住民登録があり、①2019年度特別区民税が非
課税の方（課税者に扶養されている方、生活保護受給者は対象外）、②2016年4月2
日～2019年9月30日に生まれた子がいる世帯の世帯主
購入期限  1月31日㈮  　 使用期限  2月29日㈯

※詳しくは区ホームページ（トップページ＞産業・文化・観光＞品川区臨時商品券
事業のお知らせ）をご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ  品川区臨時商品券事務センター☎6734－6585（土・日曜日、祝日を

除く午前8時30分～午後5時）
商業・ものづくり課臨時商品券事業担当（☎5498－6341 Fax5498－6338）

25％もお得な「わ！しながわプレミアム付商品券」
販売終了間近 1人あたり最大2万5千円分の

商品券を2万円で購入可能です。



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

2020年1月11日号 3

区民の皆さんに、区政や区の取り組み、事業などをお知らせし、区政についての意見や要望など
を寄せていただくことで、「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」の実現に向けて、区ととも
に考えることを目的とした制度です。

●モニター集会（年5回程度）
区が実施する施策や事業についての講義、質疑応答、グループ討議などを行い、区政への意見・
要望・提案などを意見交換します。
※月〜金曜日午後2時〜4時を中心に開催（年1回程度は月〜金曜日の夜間か土・日曜日、祝日に
開催）。
※託児あり（2歳〜就学前、3人以上で実施）。オアシスルームも利用可（0歳〜就学前、要事前申込）。
●施設見学会（年1回）
主に区内の公共施設などを見学し、施策への理解を深めます。
●モニターレポート（随時）
区の事業・イベントなどに参加し、体験した感想や改善への提案などをレポートとして提出します。
●モニターアンケート（年1回程度）
区の施策や課題などについてのアンケートに協力をお願いします。
●モニター通信（随時）
モニター専用の用紙と封筒で、区政についての意見・要望・質問などを提出します。

区政モニターを募集します
・ 年度

令和
2 3

区政モニターとして、品川区の施策に
ついて学び、一緒に考えませんか。

？ ？「私の住んで
いる

品川区はどん
なまち」

区政モニター制度とは

区政モニターの活動内容

対象・定員／平成31年4月1日以前から区内在住で20歳以上の方
50人（選考）
任期／4月1日から2年間
申込方法／1月31日㈮（消印有効）までに、申込用紙を広報広聴課

（〠140－8715品川区役所本庁舎5階）へ郵送かFAX、持参
○区ホームページから電子申請もできます。
申込用紙配布場所／広報広聴課、区政資料コーナー（第三庁舎3
階）、地域センター、文化センター、図書館など
※区ホームページからダウンロードもできます。

区政モニターの応募方法

問い合わせ／広報広聴課広報広聴担当
（☎3771－2000 Fax5742－6870）

「品川区って
、

どんなことをし
ているの」

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

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

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〜翌日午前8時　土・日曜日、祝日、年末年始／午前8時〜翌日午前8時

  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）

1月12日㈰
13日㈷
19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）

1月12日㈰

 京浜中央クリニック 南大井 1 − 1 −17 ☎3763−6706
 大木歯科医院 北品川 1 − 8 −12 ☎3740−4182
 平田歯科医院 豊　町 5 − 1 −12 ☎5498−1260
 目黒整骨院 上大崎 2 −15− 5 ☎3444−7796
 昭和通り接骨院 西中延 2 − 9 −13 ☎3788−7470

1月13日㈷

 おりしきみつるクリニック 東大井 2 −19−11 ☎5762−2789
 大石歯科クリニック 北品川 1 −23−18 ☎3474−8110
 鈴木歯科クリニック 豊　町 6 − 5 − 5 ☎3785−7764
 大井三ツ又上条接骨院 大　井 3 − 2 − 2 ☎3775−3166
 しおざわ接骨院 西中延 2 −18−20 ☎5702−8158

1月19日㈰

 岩端医院 大　井 1 −55−14 ☎3775−1551
 小野歯科医院 北品川 1 −28− 5 ☎3471−3154
 大嶋歯科医院 二　葉 3 − 9 −10 ☎3781−8053
 滝澤さめず接骨院 東大井 1 − 1 − 6 ☎3450−8496
 押田接骨院 小　山 2 − 8 −13 ☎3787−8036

  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）

1月11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

1月18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

小内 ＝内科 ＝小児科 歯 ＝歯科 骨 ＝接骨 薬 ＝薬局
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小
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内 小
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薬
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骨
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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！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。

　二人で子育て（両親学級）

　
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1月14日㈫～2月10日㈪（必着）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

　母乳相談
日2月12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

　2回食からの離乳食レッスン
　（第7クール）　　　　　　　　 電子
日2月4日㈫・18日㈫・25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5～8カ月程度）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1月23日㈭（必着）までに、往復は
がきかFAXに「離乳食レッスン第7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、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

　自分でできるプレママのボディケア
　（単発講座12回目）　　　　　  電子
日2月13日㈭午前10時～11時30分
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
内グループワーク、助産師による講話、
ボディケアの実習など
人区内在住か在勤で、安定期以降の妊婦
の方20人（抽選）
※同室での見守り託児あり（先着6人）。
申問1月28日㈫（必着）までに、往復は
がきか FAX に「プレママのボディケア
12回目」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

　第3回ひきこもり学習会
　「発達障害かなと思ったら」
ひきこもり経験者の講師によるお話です。
日1月22日㈬午後6時30分～8時30分
講師／大橋史信（楽の会リーラ相談員）
人不登校・ひきこもりなどの生きづらさ
を抱えた本人、家族、関係者、テーマに
関心のある方20人（先着）
場申問当日、直接品川区社会福祉協議
会（大井1－14－1☎5718－1273 Fax 
5718－1274）へ

　第8回ひきこもりほっとたいむ
　「りぼーんの会」家族懇談会
精神保健福祉士による講話があります。
日1月18日㈯午後1時30分～4時
人不登校・ひきこもりなどの生きづらさ
を抱えた本人、家族、関係者、テーマに
関心のある方20人
場申問当日、直接品川区社会福祉協議
会（大井1－14－1☎5718－1273 Fax 
5718－1274）へ

　難病患者と家族のつどい
日1月20日㈪午後1時30分～3時30分
内歯科衛生士による講演と実技、レクリ
エーション
人難病患者と家族25人（先着）
持ち物／使っている自分の歯ブラシ
場申問電話で、品川保健センター☎
3474－2904ヘ

発送時期／1月下旬
通知単位／個人宛て（ただし、満18歳到達後最
初の3月31日までは世帯主宛て）　
※この通知は、皆さんの健康づくりに役立てて
いただくためにお送りしています。確定申告の
際、医療費控除の明細書として使用できます。

問い合わせ／国保医療年金課給付係（☎5742－6677 Fax5742－6876）

品川区国民健康保険加入者で、
医療機関・柔道整復師（接骨院）
に受診歴のある方へ過去12カ
月間（平成30年11月～令和元
年10月）の医療費・施術費の月
額をお知らせします。

国民健康保険医療費通知を送付します
会場 日時

品川保健
センター 3/15㈰

9:30 ～12:30
13:30 ～16:30

荏原保健
センター 3/7㈯

9:30 ～12:30
13:30 ～16:30



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　 ＝ E-mail　 ＝ホームページ（http://　https://）
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父親のための
親育ち
ワークショップ

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

親子で楽しく防災体験をしよう！
日1月19日㈰、2月2日㈰・16日㈰
午前10時30分～11時30分
内「無線機で通信ゲーム!」「体験しよう!
災害用伝言ダイヤル171」「ペットボト
ルでランタン作り」など
※開催日ごとに内容が異なります。
人小学生までのお子さんと保護者
各10組20人（先着）　
※参加したお子さんに防災啓発品をプ
レゼント。
場申各日2日前までに、電話か直接しな
がわ防災体験館（第二庁舎2階☎5742－
9098）へ
問防災課啓発・支援係

（☎5742－6696 Fax3777－1181）

環境学習講座　
蓄電式風力発電機を作ろう！

風力発電での電気の作られ方やその働
きについて学びます。
日2月9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／杉山仁

（蔵前理科教室ふしぎ不思議幹事）
人小学3～6年生と保護者18組（先着）
申問往復はがきで、講座名、参加者全
員の住所・氏名・学年・電話番号を環境
情報活動センター（〠140－0003八潮
5－9－11☎・Fax5755－2200）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し
込めます。

品川図書館
グローバルおはなしルーム

ネイティブスピーカーなどによる英語の
おはなし会です。歌や手遊びを交え、世界
各国の絵本も展示します。
日2月24日㉁
①午前11時～11時50分＝幼児向け
②午後1時～1時50分＝小学生向け　
人各80人（抽選）  ※保護者の付き添い可。
場申問1月21日㈫（必着）までに、往復は
がき（1枚5人まで）に「グローバルおはな
しルーム」とし、希望番号、参加者全員の
氏名、お子さんの年齢、代表者の住所・電
話番号を品川図書館（〠140－0001北品
川2－32－3☎3471－4667 Fax3740－
4014）へ

日2月1日～29日の土曜日
午前10時30分～11時45分（全5回）
内パパ交流＆ワークタイム
人区内在住で、就学前のお子さん
がいる父親12人（先着）
※全回参加できる方優先。
託児／就学前のお子さん5人

（0歳児優先）
場申問1月14日㈫午前9時15分か
ら、電話か直接大井倉田児童セン
ター（大井4－11－34☎3776－
4881 Fax3778－1263）へ

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。

募集人数／各若干名
※大井林町高齢者住宅は毎月末までに申し込み
をした方に対して、翌月の第3水曜日に公開抽選
を行い、待機者の順位を決めます。
家賃／月額75,000円～130,000円

（基本生活支援サービス費10,000円～41,000
円、共益費10,000円～42,000円、光熱水費別）
※所得に応じて家賃助成あり。
※申込資格は各住宅で異なるため、詳しくはお
問い合わせください。
申込書配布場所・問各住宅、高齢者地域支援課

（本庁舎3階☎5742－6735 Fax5742－6882）

シニアクラブ 65歳以上を対象としたお知らせや講座などの情報です。

家賃助成のあるサービス付き高齢者向け住宅4棟の入居待機者募集中
安否確認、緊急対応、生活相談サービスなど24時間体制（夜間は緊急ボタン対応）の見守りを付
加した、家賃助成のあるサービス付き高齢者向け住宅の入居待機者を募集しています。

名称 所在地 戸数 管理者 開設日・種別
大井林町
高齢者住宅

東大井
4－9－1

90戸
（単身用78戸､ 2人用12戸）

さくら会
☎5495－7080

平成24年6月1日
区立型

ケアホーム西大井
こうほうえん

西大井
2－5－21

42戸
（単身用36戸、2人用6戸）

こうほうえん
☎5718－1331

平成21年3月1日
民間型特定施設

コムニカ 旗の台
4－5－17

15戸
（単身用のみ）

新井湯
☎5788－6162

平成24年3月1日
民間型

c
カ ル ナ
arna五反田 西五反田

3－10－9
21戸

（単身用のみ）
青葉会
☎5496－0671

平成27年2月1日
民間型

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
1月のオープンキャンパス
日1月25日㈯午後2時～3時30分
内卒業生インタビュー、学校案内、個別相
談など
人介護福祉士をめざしている方
場問当日、直接同校（西品川1－28－3☎
5498－6364 Fax5498－6367）へ

無戸籍の方はご相談ください
区市町村や法務局では出生の届出がされ
ておらず無戸籍となっている方に、戸籍を
つくるための案内をしています。無戸籍の
方やそのお知り合いの方は、区市町村や法
務局の戸籍窓口にご相談ください。
問戸籍住民課戸籍届出係

（☎5742－6657 Fax5709－7625）
東京法務局☎5213－1344

高齢者作品展
日1月18日㈯～21日㈫午前10時～午後6
時　※18日は午後2時から。
場O美術館

（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階）
内絵画、書道、民芸・工芸、写真、俳句・短歌
問高齢者地域支援課介護予防推進係

（☎5742－6733 Fax5742－6882）

羽ばたけ！アントレーヌin品川vol.11
女性起業家の卵たちによるテストマーケ
ティングイベントです。
日1月18日㈯午前10時～午後5時　
19日㈰午前10時～午後4時

内エシカル雑貨、パーティーグッズ、ハーブ
ティー、テーブル茶道、整理収納体験など
場参当日、直接スクエア荏原（荏原4－5
－28）へ
問武蔵小山創業支援センター☎・Fax5749
－4540、商業・ものづくり課（☎5498－
6333 Fax5498－6338）

第10回五館フェスティバル
五反田・荏原・東品川・旗の台・南大井文
化センターで活動している団体の舞台発
表です。
日1月26日㈰午前10時20分～午後4時
30分（午前10時開場）
内ダンス、楽器演奏、コーラスなど
場問荏原文化センター（中延1－9－15☎
3785－1241 Fax 5702－2843）
※車での来場はご遠慮ください。

品川＆早川ふるさと交流
「温泉とシシ鍋料理を楽しむツアー」
日2月22日㈯～23日㈰

（午前7時25分区役所集合、午後5時30分
頃解散、1泊2日、往復バス）
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人40人（抽選）
￥14,000円、小学生以下9,000円

（交通費、宿泊費など）
申1月25日㈯（必着）までに、はがきか
FAXに「温泉とシシ鍋」とし、参加者全員
の住所・氏名（ふりがな）・年齢・生年月
日・性別・電話番号、在勤・在学の方は勤
務先・学校の名称・所在地を太平観光 

（〠178－0063練馬区東大泉7－38－9
☎3924－1911 Fax3923－5311）へ
問地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

みんなで守ろう文化財
文化財防火デーに消防訓練を実施します。

日時 会場
1月
22日㈬

午前10時
～10時30分

旗岡八幡神社（旗
の台3－6－12）

1月
24日㈮

午前10時
～10時30分

養玉院如来寺（西
大井5－22－25）

問庶務課文化財係
（☎5742－6839 Fax5742－6890）

女性相談員による面接相談（性別不問）
●法律相談（離婚、相続などの法律問題）
日2月5日㈬・25日㈫午後1時～3時30
分、17日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談（生き方、人間関
係、セクシュアリティなどの悩みごと）
日2月27日㈭午後1時～4時
●DV相談（配偶者・恋人などからの暴力）
日2月7日㈮・21日㈮・28日㈮午後1時～
4時、14日㈮午後5時30分～8時30分
─────────共通─────────
場申問相談日の1カ月前から、電話で男
女共同参画センター（東大井5－18－1
きゅりあん3階☎5479－4104 Fax5479
－4111）へ
※相談室の入室は1人のみ。託児なし。

中小企業センター　冷暖房化工事
による貸し室利用休止のお知らせ

1月に一部貸し室、2月にスポーツ室が休
止となります。詳しくはお問い合わせく
ださい。
問商業・ものづくり課管理係

（☎5498－6335 Fax3787－7961）

親元近居支援事業（三世代すまいる
ポイント）最終募集

区内で親と近居か同居することになった中
学生以下の子どもがいるファミリー世帯に
対し、転入・転居にかかった費用の一部を

「三世代すまいるポイント」として交付します
（上限10万～15万ポイント、区内共通商品
券などと交換）。転入・転居の翌月から3カ
月目の末日まで申し込めます。
申請期限／1月31日㈮
※予定件数を上回った場合は抽選。
※申込要件など詳しくは住宅課で配布する
募集案内や区ホームページをご覧ください。
問住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

千代田区立神田一橋中学校
通信教育課程の生徒募集
人都内在住か在勤で、次のいずれかにあ
てはまる方若干名
①尋常小学校か国民学校初等科を修了し
たが、高等学校の入学資格がない
②現行制度での義務教育が未修了で、学
齢相当年齢を超過し①に準ずる
選考日／2月1日㈯午前10時から
申1月24日㈮（消印有効）までに、同校で
配布する願書を神田一橋中学校（〠101
－0003千代田区一ツ橋2－6－14☎
3265－5961）へ郵送か持参
問学務課学事係

（☎5742－6828 Fax5742－0180）

大崎ゆうゆうプラザ臨時休館します
日2月11日㈷
問大崎ゆうゆうプラザ

（☎5719－5322 Fax3779－2520）

催　し

お知らせ！
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介護者教室「腸を整える食事」
便秘解消・消化に良いメニューです。
日1月25日㈯午後1時30分～3時30分
人30人（先着）
場申問1月24日㈮までに、電話で八潮在
宅サービスセンター（八潮5－10－27☎
3790－0344 Fax3790－0473）へ

しいの木講座「『トランプのアメリカ』の行方 
民主主義の危機はどれほど深刻なのか」
日1月29日㈬午後2時～4時

（午後1時30分開場）
講師／三浦俊章（朝日新聞編集委員）
人180人（先着）
場参当日、直接区役所講堂（第三庁舎6
階）へ
問選挙管理委員会事務局

（☎5742－6845 Fax5742－6894）

地域活動・NPO活動基礎講座
～夢をかなえる団体になるためにⅡ～

団体の資金調達の基礎を学びます。
日2月5日㈬午前9時30分～11時45分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／久保匠（日本ファンドレイジング
協会プログラム・オフィサー）
人地域活動やNPO活動に携わっている
か関心のある方30人（先着）
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「資金調
達講座」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

空き家にしないための
セミナー・個別相談会
日内2月22日㈯
①セミナー「実家の終活と空き家問題」な
ど＝午後1時～2時55分
講師／上田真一（空家・空地管理センター
代表理事）など
②個別相談会＝午後3時～4時30分
場きゅりあん（大井町駅前）
人戸建住宅を所有している方、空き家を
相続予定の方など①60人②12組（先着）
申電話かはがき、FAXで、住所、氏名、電
話番号を空家・空地管理センター（〠160－
0023新宿区西新宿3－9－6OYAビル6階

0120－336－366 Fax6300－9921）へ
※ www.akiya-akichi.or.jp/からも
申し込めます。
問住宅課空き家対策担当

（☎5742－6777 Fax5742－6963）

公正証書遺言説明会
日2月19日㈬午後2時～4時
講師／尾立美子（大森公証役場公証人）　
人30人（先着）

場申問2月18日㈫までに、電話で品川成
年後見センター（大井1－14－1☎5718
－7174 Fax6429－7600）へ

女性向け就業支援セミナー
相手目線の応募書類を作ってみましょう。
日2月13日㈭午前10時～午後0時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／青木多香子（手紙文化振興協会認
定手紙の書き方コンサルタント）
人女性の方28人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん6人（先着）
申問電話で（託児は2月6日㈭までに）、商
業・ものづくり課就業担当（☎5498－
6334 Fax5498－6338）へ
※ www.shinagawa-shigoto.jp/か
らも申し込めます。

地域ボランティア養成講座「スキル
アップのための絵本読み聞かせ講座」
日3月2日㈪・9日㈪・23日㈪
午後2時～4時（全3回）
人児童の読み物に興味があり、地域で読
み聞かせ活動をしている、全回出席でき
る方30人（抽選）
場申問1月24日㈮（必着）までに、往復はが
きに「地域ボランティア養成講座」とし、住
所、氏名、電話番号、活動している施設名
を品川図書館（〠140－0001北品川2－32
－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ

地域生活支援センター
たいむ地域交流会
日2月4日㈫午後2時～4時
場荏原保健センター（荏原2－9－6）
内「『マインドフルネス』ってなに？」
講師／宮城整（長谷川病院臨床心理士）
人40人（先着）
申1月31日㈮までに、電話かFAXで住所、
氏名、年齢、電話番号を地域生活支援セン
ターたいむ（☎5719－3381 Fax5435－
0563）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

東京医療保健大学公開講座
日2月8日㈯午前10時30分～正午
内「『母さん、ごめん』～認知症の親を介護
した経験をふまえて～」
講師／松浦晋也（宇宙・科学ジャーナリス
ト）、阿部桃子（同大学教授）
人16歳以上の方100人（抽選）
場申1月27日㈪（必着）までに、はがきか
FAXで講座名、住所、氏名、年齢、電話番
号を同大学公開講座係（〠141－8648東
五反田4－1－17☎5421－7655 Fax 
5421－3133）へ　※ www.thcu.
ac.jp/からも申し込めます。
問文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）

品川清掃工場　個人見学会
日1月25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1月23日㈭午後3時までに、電話
で同工場（八潮1－4－1☎3799－5353 
Fax3799－5005）へ
〇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。

第280回日曜コンサート
日1月19日㈰午後1時30分～3時
曲目／カールマン作曲：喜歌劇『伯爵令
嬢マリツァ』より「ウィーンによろしく」
演奏／品川クラシック音楽協会
場・鑑賞方法・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

薬物乱用防止ポスター・標語展
区内中学生の応募作品を展示します。
日1月21日㈫～27日㈪午前8時30分～午
後5時　※25日㈯を除く。21日は午後3
時から、27日は午後1時まで。
場区役所第二庁舎3階ロビー
問健康課（☎5742－6744 Fax5742－6883）

CSR講演会と活動事例発表会　電子

日2月5日㈬午後2時30分～4時30分
（午後2時開場）
場きゅりあん（大井町駅前）
内「しながわ CSR 推進協議会の活動を
SDGsで整理する」
講師／川村雅彦

（サンメッセ総合研究所所長）
人企業（事業所）のCSR担当者、CSRに関
心のある方200人（先着）
申問1月28日㈫（必着）までに、はがきか
FAXに「CSR講演会」とし、住所、氏名、
電話・FAX番号、Eメールアドレス、企業
の方は企業名（事業所名）・部署名（役職）・
業種を総務課（〠140－8715品川区役所
☎5742－6625 Fax3774－6356）へ

「さわる絵本」製作体験講習会
日2月4日～25日の火曜日　
午後1時30分～3時30分（全4回）
人区立図書館での製作ボランティアに参
加希望の方15人（先着）
￥500円（材料費）
場申問電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ

しながわ防災学校　
防災カフェ「女性と防災」
日2月16日㈰午後1時～3時30分
場区役所災害対策本部室（第二庁舎4階）
内性別や立場による違いから防災対策に
ついて考えるワークショップなど
人中学生以上の方20人（先着）
託児／1歳～就学前のお子さん5人（先着）
申2月7日㈮までに、電話でサイエンスク
ラフト☎6380－9062へ　
※しなが わ防 災 学 校ホームページ
bousaigakkou.city.shinagawa.tokyo.
jp/からも申し込めます。
問防災課啓発・支援係

（☎5742－6696 Fax3777－1181）

よりよい人間関係を結ぶアサーティブ
（自己表現）コミュニケーション講座
日2月4日㈫・18日㈫・25日㈫
午前10時～正午（全3回）
講師／小柳茂子（相模女子大学教授）
人初めて参加する女性で、全回受講でき
る方20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

しながわ学びの杜
もり

地域講座「競馬場って
おもしろそう！～未知の世界を探究！！～」
日2月20日㈭・27日㈭、3月5日㈭午後2
時～4時、3月13日㈮午後6時30分～8時
30分（全4回）
場大井競馬場（勝島2－1－2）
人16歳以上の方50人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん5人（抽選）
￥1,000円
申問2月6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、手話通訳・託児希望の有無を文化
観光課生涯学習係（〠140－8715品川区
役所☎5742－6837 Fax5742－6893）へ

移動支援従業者養成研修
知的障害により外出が困難な方のサポー
トをするガイドヘルパーになりませんか。
日1月25日㈯・26日㈰、2月1日㈯
午前9時～午後5時（全3回）
人高校生以上の方15人（抽選）
￥1,500円程度（テキスト代）
場申1月17日㈮（必着）までに、往復はが
きで講習会名、住所、氏名（ふりがな）、電
話番号、年齢を心身障害者福祉会館（〠
142－0064旗の台5－2－2☎5750－
4996 Fax3782－3830）へ
問障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

講座・講演

ボランティア募集

●障害のある方への理美容　ポ
障害者施設で理美容をします。
日月1回（火曜日）10:00〜12:00
場心身障害者福祉会館（旗の台5）

●利用者とのカラオケ　ポ　
高齢者施設で一緒に歌います。
日火曜日　14:00〜15:00　
場杜松ホーム（豊町4）

●リネン交換　ポ
高齢者施設でシーツ、布団カバー
の交換をします。
日週1回〜（月・火・木・金曜日）
9:30〜11:30
場中延特別養護老人ホーム

（中延6）

●お話し相手　ポ
高齢者施設で話し相手になります。
日月1回　10:00〜11:00
場ケアホーム西大井こうほうえん

（西大井2）
●演芸ボランティア
高齢者施設で歌、楽器、手話、漫談
などを披露します。
日月1回　14:00〜14:45
場やさしい手ゆめふる荏原店

（荏原6）
●植栽のお手入れ　ポ
高齢者施設内の植え込みの手入れ
をします。
日週1回（月曜日）　9:00〜10:00
場晴楓ホーム（東品川3）

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

■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

品川区地域貢献ポイント事業

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、区が指
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。
ボランティア対象施設／
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。

○元年のはつらつカード（水色）をお持ちの方は、
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／2月29日㈯ま
での午前9時〜午後5時に「はつらつカード（水色）」
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。

地域貢献ポイントに登録している方で、2年「はつ
らつカード（赤色）」が届いていない場合は、ボラン
ティアセンターまでご連絡ください。

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）

※　 は地域貢献ポイント事業の対象です。ポ
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説明・面談／1月28日㈫・29日㈬・30日
㈭午後6時～8時のいずれか30分程度
申問1月20日㈪までに、電話で文化観光
課生涯学習係（☎5742－6837 Fax5742
－6893）へ

「しながわE
エコ

COフェスティバル
2020」に参加しませんか

環境展示ブースの出展やステージ出演を
募集します。日頃の環境活動を知っても
らう絶好の機会です。
日5月24日㈰
場しながわ中央公園（区役所前）
申込期限／2月12日㈬
※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。
問環境課環境推進係

（☎5742－6755 Fax5742－6853）

品川＆山北ふれあい交流
ひだまりの里「貸し農園」の募集
日3月～3年2月　※継続利用可。
場神奈川県足柄上郡山北町神縄438
人区内在住か在勤の方若干名（抽選）
￥約15㎡区画＝年5,000円
約30㎡区画＝年8,000円
※年度途中からの利用は月割りで計算。
申問1月24日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「貸し農園」とし、住所、氏名（ふり
がな）、電話番号を地域活動課市町村交流
担当（〠140－8715品川区役所☎5742
－6856 Fax5742－6877）へ

就職希望のシニア向け「登録相談会」
日1月24日㈮午前9時30分～11時30分
内求職者登録、求人情報提供など
人おおむね55歳以上の就職希望者
場参当日、履歴書（写真貼付）を持って、直
接八潮地域センター（八潮5－10－27）へ
問サポしながわ〈無料職業紹介所〉

（☎5498－6357 Fax5498－6358）

自衛官募集案内（自衛官候補生）
受付期間／2月6日㈭まで
受験資格／18歳以上33歳未満ほか
※詳しくはお問い合わせください。
問自衛隊五反田募集案内所☎3445－
7747、防災課（☎5742－6697 Fax3777
－1181）

国内・海外展示会出展経費助成
（2次募集）
国内・海外で開催される展示会の出展に
要する費用の一部を助成します。
人区内で1年以上継続して事業を営む中
小事業者
対象経費／出展スペース料、展示品など
の運送費・保険料（海外のみ）、通訳人件
費（海外のみ）
助成額／対象経費の3分の2

（国内＝上限20万円、海外＝上限50万円）
申請期限／1月31日㈮
※詳しくは中小企業支援サイト www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧
ください。
問商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

事業所用LED照明設置費用の
一部を助成します
人次の全てにあてはまる事業者（先着）
・未使用のLED照明を区内の事業所など
に設置
・区内施工業者を利用する工事を伴い、設
置費用が10万円以上（消費税を除く）
・中小企業基本法に定める中小企業者・
社団法人・社会福祉法人など
・法人事業税などを滞納していない
・設置対象物件の所有者か賃借人（賃借人
の場合は所有者から設置などの承諾を得
ている）
・過去にこの制度の助成を受けていない
助成額／設置費用の10％（上限30万円）
申問3月19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。

講演会「猫の健康について」
日2月8日㈯午後1時～3時

（午後0時30分から受け付け）
場大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
内猫の健康管理や飼育方法
人50人（先着）
申問電話で、生活衛生課庶務係（☎5742
－9132 Fax5742－9104）へ

品川歴史館歴史講座
「中世品川のまちと寺社」
日内2月29日㈯＝「鎌倉殿源頼朝と東国
武士団」、 3月7日㈯＝「中世品川のまちと
寺社」、3月14日㈯＝「品川神社の縁起―
品川神社文書を通して」
午後2時～3時30分（全3回）
講師／関幸彦（日本大学教授）ほか 
人16歳以上の方80人（抽選）
￥1,000円（観覧料別）
場申問1月24日㈮（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に「歴史講座希望」とし、住
所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史館

（〠140－0014大井6－11－1☎3777－
4060 Fax3778－2615）へ

和文化体験教室
～能で体験する日本のリズム～

「喜多能楽堂」の協力により、能楽師の指
導のもと、謡（うたい）と小鼓で日本独特
のリズムを体験します。
日2月15日㈯午後2時～5時
講師／長島茂（シテ方喜多流能楽師）ほか
人小学5年生以上の方20人（抽選）
￥1,000円　
場申問1月27日㈪（必着）までに、はがき
かEメールで住所、氏名、年齢、電話番号
をスクエア荏原（〠142－0063荏原4－
5－28☎5788－5321 Fax5788－5322 

sqebara@shinagawa-culture.
or.jp）へ

しながわ～く（働き方改革）推進セミナー
「個人も組織も成長するための働き方改革」
日2月26日㈬午後6時～7時
場中小企業センター（西品川1－28－3）
講師／佐々木常夫（佐々木常夫マネージ
メント・リサーチ代表）
人区内に本社か事業所を有する中小企業
者（経営者か人事担当者）100人（先着）

※1社2人まで。 　※申込方法など詳しく
はお問い合わせください。
問商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6351 Fax5498－6338）

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将棋教室
日1月20日～3月23日の月曜日　
午前10時～正午（全9回）
※全10回のうち、2回目からの途中入会。
人10人（先着）　￥13,860円
②素材いろいろな紙バンドの雑貨
日1月23日㈭、2月6日㈭、3月5日㈭　
午前10時～正午（全3回）
人8人（先着）　￥8,690円（教材費込）
③ちりめん細工のつるし飾り
日1月24日㈮、2月28日㈮、3月27日㈮　
午後1時～3時30分（全3回）
人12人（先着）　￥12,045円（教材費込）
④Jポップを歌おう
日1月22日～3月25日の水曜日　
午前10時30分～正午（全5回）
※全6回のうち、2回目からの途中入会。
人16人（先着）　￥9,020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

五反田図書館「あつまれ中高生＆大
学生！ ビブリオバトル」発表者募集
日2月22日㈯午後2時～3時30分
人中学生・高校生・大学生6人（先着）
※詳しくは library.city.shinagawa.
tokyo.jp/をご覧になるかお問い合わせ
ください。
場申問1月11日㈯午前9時から、電話か
直接五反田図書館（西五反田6－5－1☎
3492－2131 Fax3492－4995）へ

日曜サークル運営スタッフ募集
軽度の知的障害のある方の余暇活動を支
援します。
内月1回程度、日曜日に開催するサークルの
運営　※1回は宿泊活動あり。  ※謝礼あり。
人年間を通して活動でき、障害のある方
の活動支援に理解や関心のある、おおむ
ね18～65歳の方（選考）

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

募　集

仕事・求人

助　成

さくらハイツ南大井
さくらハイツ西五反田
の入居登録者募集
空室が生じた時に、入居する方をあら
かじめ登録しておくための募集です。

登録期間／4月1日～3年3月31日の1年間
サービス内容／①食事、生活相談などの日常生活支援　②緊急時の対応などの安全管理
対象／次の全てにあてはまる方　
●4月1日現在、年齢が60歳以上（夫婦の場合、1人が60歳以上、もう1人は55歳以上で可）　
●日常生活は自分ででき、介護保険の認定を受けていない方
●入居一時金と利用料を負担できる　●4月1日現在、区内に引き続き2年以上住んでいる　
●連帯保証人を立てられる　　　　　●さくら会の運営方針に賛同し、施設で円満に共同生活できる　など
申込方法／1月14日㈫～31日㈮（必着）に、申込書を入居希望の施設へ郵送か持参　
※両施設に重複しての申し込みはできません。

募集案内配布場所／高齢者福祉課（本庁舎3階）、
さくらハイツ南大井・西五反田、地域センター
施設見学会／
1月19日㈰＝午前10時～11時、午後2時～3時
1月25日㈯＝午前10時～11時、午後2時～3時
○当日、直接お越しください。
公開抽選会／
さくらハイツ南大井＝2月21日㈮午前10時から
さくらハイツ西五反田＝2月20日㈭午前10時から

問い合わせ／さくらハイツ南大井（〠140－0013南大井5－19－1☎5753－3900）
さくらハイツ西五反田（〠141－0031西五反田3－6－6☎5434－7831）、高齢者福祉課（☎5742－6728 Fax5742－6881）

　●講座・講演

さくらハイツ南大井 さくらハイツ西五反田
1人用

（1DK40.5㎡）
2人用

（1LDK53.2㎡）
1人用

（1DK42㎡）
2人用

（2DK56㎡）

募集人数 10人 10組 15人 10組

家賃（月額換算） 42,450円程度 76,300円程度 48,500円 65,000円

内
訳

入居一時金　20年分前払い
（月額換算）

450万円程度
（18,750円）

900万円程度
（37,500円）

300万円程度
（12,500円）

600万円程度
（25,000円）

居住に要する費用（月払い） 23,700円程度 38,800円程度 36,000円 40,000円

利用料（月払い） 9～14万円程度 16～27万円程度 11～14万円程度 17～25万円程度

詳しくは募集案内を
ご覧ください。（ ）
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￥2,500円
※検定試験合格者に認定証を授与、品川
区水泳連盟公認指導員として品川区水泳
連盟に登録。
主催／品川区水泳連盟
申問2月13日㈭までに、スポーツ協会で配
布する募集要項を確認のうえ、費用を持っ
てスポーツ協会へ（1月20日㈪を除く）

地域クラブe
エ バ ラ エ ー ス

baraAフリー教室
①バドミントン（フリー利用＆教室）
日毎月第2・4火曜日　午後4時～6時
場旧荏原第四中学校（豊町3－5－31）＊
②体操教室
日毎月第1・3火曜日　午後4時～4時45
分＝3歳～就学前のお子さんと保護者、午
後5時～5時45分＝小学1～3年生
場旧荏原第四中学校（豊町3－5－31）＊
③キンボール教室
日毎週火曜日　午後7時～9時　
場冨士見台中学校（西大井5－5－14）
④ノルディックウオーキング
日毎週木曜日　午前10時～11時
場文庫の森（豊町1－16）
集合場所／戸越体育館
─────────共通─────────
￥各教室1回100～200円　
※詳しくはお問い合わせください。
＊2月は大原小学校（戸越6－17－3）
参当日、運動のできる服装で上履き（④は
不要）・タオル・飲み物を持って、直接各
会場へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

立会スポ・レク　ミニスポーツ大会
日1月19日㈰午前9時30分～11時30分
種目／ストラックアウト、スポーツチャ
ンバラ、カローリング、輪投げ、卓球
￥1人100円
運営／立会スポ・レク推進委員会
場参当日、運動のできる服装で上履き・
タオル・飲み物を持って、直接立会小学
校（東大井4－15－9）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

家でもできるキャンプ料理
キャンプ料理を体験しながら学びます。
日2月11日㈷午前10時～午後2時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／山本幸三

（キャンプディレクター1級）
人高校生以上の方20人（抽選）
￥1,000円（材料費・保険料込）
主催／品川区キャンプ協会
申問1月24日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「キャンプ料理」とし、氏名、年齢、電
話番号、Eメールアドレスをスポーツ協会へ

クラブカップ（硬式テニス男子）
日2月16日㈰午前8時45分受け付け
3月29日㈰準決勝・決勝
※予備日は3月22日㈰。
場しながわ区民公園（勝島3－2）、八潮北公
園（八潮1－3－1）　※会場は選べません。
試合方法／硬式テニスシングルス2本・
ダブルス3本、トーナメント戦（8人編成）
人区内在住か在勤の方、連盟登録者20
チーム（先着）
￥1チーム16,000円
連盟登録チーム12,000円
申問1月30日㈭までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（1月20日㈪を除く）

JTバレーボール教室
日2月15日㈯・22日㈯午後1時～5時
場15日＝日野学園（東五反田2－11－1）
22日＝品川学園（北品川3－9－30）
￥1回300円、小学4年生～中学生200円
申1月31日㈮（必着）までに、スポーツ推
進課などで配布する申込用紙を総合体育
館へ郵送か持参
問スポクラ・しながわ事務局☎090－
2733－5921
スポーツ推進課地域スポーツ推進係

9人制クラス別バレーボール大会
（家庭婦人）
日2月16日㈰午前9時から
場総合体育館ほか
試合方法／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。
￥1チーム12,000円
連盟登録チーム6,000円
主催／品川区バレーボール連盟
申問2月5日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（1月20日㈪を除く）
※主将会議は2月12日㈬午後7時から総
合体育館。

総合体育館トレーニング室
成人の日特別プログラム
日1月13日㈷

時間 種目  ＊上履き持参
9:30～10:30 やさしいヨーガ

10:45～11:45 脂肪燃焼ステップ＆筋トレ＊
12:00～13:00 ボディバランス（姿勢調整）
13:15～14:15 はじめてのヨーガ
14:30～15:30 大人バレエ（入門～初級）
19:00～20:00 ヨーガ入門
20:10～21:10 骨盤調整ヨーガ
人16歳以上の方各20人（先着）
￥1種目400円
場参問当日、運動できる服・タオル・飲
み物を持って、直接総合体育館へ

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

一般よりも低い金利で資金を借りること
ができるように、金融機関をあっせんし
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、増改築
工事、建て替え（50㎡以上80㎡未満。た
だし、木造住宅密集地域内の場合は面積
を問わない）
※あっせん条件や申込要件など、詳しく
は区ホームページをご覧になるかお問い
合わせください。
問住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

3月スキー教室
日3月6日㈮午後9時出発～8日㈰午後9時
頃到着（大井町駅集合・解散、往復バス）
場白馬乗鞍スキー場（長野県）
宿泊／白馬アルプスホテル
人40人（先着）
￥36,000円（2朝食1夕食付き宿泊費、リ
フト券込）　※宿泊は男女別の相部屋。2
人1部屋は別料金。
主催／品川区スキー連盟
申問2月12日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（1月20日㈪を除く）

初心者対象スケートボード教室
日1月25日㈯午前10時～正午　※雨天中止。
場八潮北公園スケートボード場

（八潮1－3－1）
人20人（先着）
※小学生以下のお子さんは保護者同伴。
￥200円、小学生以下100円
持ち物／ヘルメット、スケートボード、住
所・氏名・生年月日が確認できるもの（健
康保険証、学生証など）
申月～金曜日の午前9時～午後5時に、電
話で八潮北公園管理事務所☎3790－
2550へ
問公園課公園維持担当

（☎5742－6789 Fax5742－9127）

第4回バドミントン大会
日2月9日㈰午前9時から
場総合体育館
内クラス別ダブルス戦
￥1人2,200円、協会登録者1,500円
主催／品川区バドミントン協会
申問1月22日㈬までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（1月20日㈪を除く）

戸越地区ソフトバレーボール教室
日1月12日～2月9日の日曜日
午後1時30分～4時
￥1人100円
運営／地域クラブe

エ バ ラ エ ー ス
baraA

場参当日、運動のできる服装で上履き・
タオル・飲み物を持って、直接大原小学
校（戸越6－17－3）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

第47回レディース卓球大会
日2月23日㈷午前9時30分から
場戸越体育館
種目／シングルス＝①49歳以下、②50歳
以上、③初級、ダブルス＝合計年齢④119
歳以下、⑤120歳以上、⑥初級
※参加者の少ない種目は他の種目と統合
する場合あり。  
※シングルスとダブルスの重複に限り1
人2種目出場可。  
※年齢は2年4月1日現在。
￥シングルス＝1,200円、連盟登録者900
円、ダブルス＝1人1,000円、連盟登録者
1人800円
主催／品川区卓球連盟
申問2月4日㈫までに、費用を持ってス
ポーツ協会へ（1月20日㈪を除く）

陸上競技初心者審判講習会
日2月5日㈬午後7時～8時
場総合体育館
人区内在住か在勤で、大会などの役員と
して協力できる18歳以上の方
￥1,000円
主催／品川区陸上競技協会
申問1月20日㈪（必着）までに、はがきか
FAX で講習会名、住所、氏名、年齢、電
話・FAX 番号、簡単なスポーツ歴をス
ポーツ協会へ

冬季水泳指導員養成講習会・検定試験
●講習会（全3回）
日2月29日㈯午後6時30分～9時20分
3月1日㈰午後2時～9時
3月8日㈰午後5時50分～9時
●検定試験
日3月20日㈷午前9時～午後3時30分
内〈実技〉100ｍ個人メドレー泳形審査＝男

（18～20歳）1分40秒、女（18～20歳）1分
50秒以内（年齢加算あり）、潜行15ｍ、〈学
科〉指導法、指導員心得、安全と救命法など
─────────共通─────────
場日野学園温水プール（東五反田2－11
－2）、総合体育館
人18～55歳の各種泳法にたん能で健康
な方10人（先着）

レッツ スポーツ

管轄 日時 会場

品川
税務署

①2月3日㈪～13日㈭　※土・日曜日、祝日を除く
午前10時～正午（受け付けは午前11時30分まで）
午後1時～4時30分（受け付けは午後3時まで）　 きゅりあん

（大井町駅前）②2月11日㈷午前10時～午後4時（受け付けは午後3時まで）
※申告書の提出はできません

荏原
税務署

③2月3日㈪～13日㈭　※土・日曜日、祝日を除く
午前10時～正午（受け付けは午前11時まで）
午後1時～4時（受け付けは午後3時まで）　

荏原文化センター
（中延1－9－15）

問い合わせ／①品川税務署☎️3443－4171、②東京税理士会品川支部☎️3474－0843、
③荏原税務署☎️3783－5371　※混雑した場合、受け付けを早めに締め切ることがあります。

●所得税及び復興特別所得税・消費税及び
地方消費税（決算・申告）ポイント説明会
誤りやすい点などを説明します。
問い合わせ／品川青色申告会☎️3474－7564

対象者 日時 会場
事業所得
などの方

1月16日㈭午後1時30分～4時
きゅりあん

（大井町駅前）
1月17日㈮午後5時30分～8時

不動産所得
のみの方

1月16日㈭午後5時30分～7時30分
1月17日㈮午後1時30分～3時30分

●確定申告と納税の期限
○令和元年分の所得税及び復興特
別所得税の申告と納税の期限は、
3月16日㈪です。
○申告書作成会場は2月17日㈪か
ら開設します。例年大変混雑するた
め、「税理士による無料申告相談」
や国税庁ホームページ www.
nta.go.jp/ の「確定申告書等作成
コーナー」をご利用ください。

●税理士による無料申告相談
年金受給者、給与所得者、個人事業者で所得金額が300万円以下の方が対象です。
※土地・建物及び株式等の譲渡所得の相談は行いません。

「にせ税理士」「にせ税理士法人」にご注意ください 東京2020
パラリンピック
聖火ランナー
募集中！

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

募集期間／2月15日㈯まで
応募条件／平成20年4月1日以前に生
まれた方など
問い合わせ／東京都聖火ランナー選考
事務局☎6277－2459

今年行われる東京
2020パラリンピッ
クの聖火リレーを
走っていただける方
を募集しています。 詳しくはこちらから

税 た りの よ



● パラリンピック200日前記念イベント
● 戸越公園駅周辺まちづくりビジョン基本計画編
● 品川区子ども読書活動推進計画（素案）
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古紙を配合した再生紙を使用しています

東京2020大会の 
機運醸成イベントを開催
荏原から大井までの都道補助26号線で神

み こ し

輿
10基が「神輿連合渡

と ぎ ょ

御」を実施。担ぎ手の熱
気に観客からは大きな歓声があがっていまし
た。しながわ中央公園では「にぎわいイベン
ト」を同時開催。オリンピック競技体験エリア
や模擬店ブースが設置されました。

高齢者輪投げ大会開催
総合体育館で開催された大会には、
52チーム計300人を超える選手が
参加。参加選手たちは、楽しみなが
らも真剣な表情で輪を投げ、熱い
戦いを繰り広げました。

大商業まつり開催
中小企業センターでは、「品川の銘店
コーナー」「全国物産展」などが開催。
今年は“マグロの解体ショー＆即売会”
が3年ぶりに復活し、会場は大勢の参
加者で盛り上がりました。

「SHINAGAWAオープン 
イノベーションマッチング  
in 五反田バレー」開催
五反田バレーのベンチャー企業・スタートアップ
企業が自社の技術力などを紹介するマッチングイ
ベントをパーク24（西五反田2）で実施。参加者は
IT活用事例などの話を熱心に聞いていました。

目黒川を彩る“冬の桜®”目黒川
みんなのイルミネーション2019
目黒川沿いの桜の木を桜色のLED電球で彩る
イベントは、今年で10回目となる冬の風物詩。
点灯開始日にはコンサートが開催され、見事な
演奏がイベントに花を添えました。

しながわ中央公園で、「ブラインド
サッカー東日本リーグ2019」が開
催。東日本各地を拠点とするチーム
が参加し、地域の結びつきを深めま
す。観戦者は、トップレベルの選手
たちのプレーを楽しみました。

八潮わかば幼稚園で「夢・未来プロ
ジェクト」を実施。3大会連続でオリ
ンピックに出場した元ホッケー日本
代表の藤尾香織さんが講師として、
子どもたちにスティックの持ち方な
どを教えました。

東京2020大会を盛り上げよう！

11/3㈷

11/7㈭

11/23㈷

11/8㈮

11/10㈰ 11/11㈪

品川区
広報番組
月～金曜日 午前11時～11時30分
（再放送：午後10時～10時30分）
FMしながわ（88.9MHz）で放送中！
区民の皆さんと作る、地域密着の情報番組です！

11/8㈮〜1/5㈰

区内の出来事を、区ホームページでは日々お知らせしています。“しながわレポート！”ではその中からピックアップして掲載しています。

日時／1月26日㈰午前10時～午後4時30分
※スタート受付時間は午前10時～11時30分、ゴール受付時間は午後2時～4時30分。
コース／東海道かわさき宿交流館（川崎市川崎区本町1）〈記念品引換券配布・先着500人〉～六郷神社（大田
区東六郷3）〈ガイドによる案内〉～大田区観光情報センター（大田区蒲田4）〈大田区公式PRキャラクター

「はねぴょん」とのグリーティング〉～聖蹟蒲田梅屋敷公園（大田区蒲田3）〈ガイドによる案内〉～美原通り
（大田区大森東）〈茶屋体験〉～立会川・ヤマキいとう（東大井2）〈しながわみやげ販売〉～品川宿交流館（北品
川2）〈品川汁・限定500食、記念品交換〉
※引換券をお持ちで浮世絵を完成させた方に記念品をプレゼントします。
※詳しくは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／しながわ観光協会（☎5743－7642 Fax5743－7643 https://shinagawa-kanko.or.jp/）
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

日時／1月17日㈮～19日㈰午後4時30分～9時30分　
※最終入場は午後8時30分。
場所／大井競馬場（勝島2－1－2）
料金／500円（1,000円）、中・高校生300円（500円）
小学生無料（500円）　※（　）内は通常料金。
※窓口で品川区在住・在勤・在学が分かる証明書（運転免
許証、健康保険証、会社員証、学生証など）の提示が必要。
問い合わせ／東京メガイルミ運営事務局☎3762－5230
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

期間／1月17日㈮～3月7日㈯
冊子配布場所／区内東急線各駅、
しながわ観光協会など
報告場所／i

インフォ

nfo＆c
カフェ

afe S
スクエア

QUARE
（荏原4－5－28スクエア荏原1階）
報告受付時間／午前10時～午後5時
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）

謎解き冊子を手に、街中に隠された謎を解きながら宝箱を探し出す
体験型イベント。宝箱を見つけてキーワードを報告するとオリジナ
ルグッズがもらえます。さらに抽選ですてきな賞品が当たります。

しながわ商店街謎解きウオーク「しながわde宝探し」

約11kmの道のりを自由に歩き、
各スポットでのイベントを楽しみな
がら、重ねおしスタンプを押して、
東海道の浮世絵を完成させよう！

東海道
おたのしみウオーク

川崎宿～間
あ い

の宿  美原～品川宿

大
井
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馬
場
で
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施
し
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大
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模
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東京メガイルミ「しながわ区民デー」
品
川
区
の
商
店
街
で

リ
ア
ル
宝
探
し
に
挑
戦
！
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