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東京2020パラリンピック競技大会は
8月25日から9月6日まで開催されます。

みんなで大会を盛り上げましょう。

6階

7階

屋外

大会議室

イベントホール
※競技体験はスタンプラリーを実施。

大井町駅東口
ペデストリアンデッキ

藤尾香織さん

伊藤華英さん

～パラリンピック

　200日前記念イベント～

2月8日㈯2月8日㈯
午前10時～午後5時午前10時～午後5時

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

きゅりあん（大井町駅前）

問い合わせ

会　　場

8階大ホール
当日券あり。午前10時から、屋外イン
フォメーションで配布します（先着）。

内容／① 大前光市×かんばらけんた
　ダンスステージ
② パラリンピックまであと200日！豪

華ゲストによるトークショー
③ みんなで一緒に第9を聴こう！
　（しながわ第9実行委員会）
ゲスト／しながわ2020スポーツ大
使・大前光市（義足のダンサー）、か
んばらけんた（車いすダンサー）、し
ながわ2020スポーツ大使・伊藤華英

（競泳女子元日本代表）、品川区東京
2020大会コミュニケーター・藤尾香
織（ホッケー女子元日本代表）

◎その他、食育ブース・パネル展示、スタンプラリー、試食、し
ながわ観光大使「シナモロール」と一緒に楽しむイベントなどを
開催します。
問い合わせ／生活衛生課（☎5742－7124 Fax5742－9104）

食からの健康な
からだづくりイベント
～動けるからだは食事から！～

パラリンピック200日前記念イベントと同時開催

午前10時～
午後2時30分

夜もイベント
を開催

かんばらけんたさん

大前光市さん

ムーブ

午後6時～8時

しながわTシャツアート2020 50着限定！
各回5人（全10回）
2020年はどんな感動が待っ
ているか、あなたの想像力
で白いTシャツをデザインし
てみませんか。Tシャツは持
ち帰りできます。
※汚れてもよい服装で参加、
小学2年生以下は保護者同
伴。
教えて！パラリンピック競技
パラリンピック競技についてパネル展示等で紹介し
ます。たくさん覚えてパラリンピックを応援しよう。

パ
ラ
ス
ポ
ー
ツ
を
体
験
し
よ
う
！ フランクフルト、焼き鳥、わたあめ、ポップコー

ン、マフィンの販売、ガラガラくじ、ヨーヨー
釣りなど
※ガラガラくじの抽選券は7階イベントホールで配
布。

入退場
自由・
無料

・  ARボルダリング
東京2020大会で新種目として登場するボルダリング
と映像テクノロジーが融合した体験コンテンツです。

パワーリフティング

ボッチャ

5人制サッカー

車いす

バスケットボール

ムーブ

チャレンジ

詳しくはこちらから

講演会「がんばれる子はこんな食事をしている～スポーツ＆
勉強の成果を100％発揮するには～」
時間／午前11時～午後0時30分
講師／こばたてるみ（しょくスポーツ代表取締役）

きゅりあん
8階

大井町マルシェ
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都市開発課立体化担当（本庁舎6階☎5742－6962 Fax5742－6942）問い合わせ

戸越公園駅周辺では、 これまでのまちづくりの効果を更に高めるため、 補助第29号線整備と鉄道立体
化を契機としたまちづくりを推進し、 安心して暮らせる活力ある地域生活拠点の形成をめざしていき
ます。

「戸越公園駅周辺まちづくりビジョン基本計画編」の概要

「戸越公園駅周辺まちづくりビジョン基本計画編」の全文と、お寄せい
ただいたご意見と区の考え方は、都市開発課（本庁舎6階）、区政資料コー
ナー（第三庁舎3階）、荏原第三地域センター、荏原第四地域センター、
荏原第五地域センター、区ホームページでご覧いただけます。

「戸越公園駅周辺まちづくりビジョン基本計画編」
を策定しました

戸越駅戸越駅

補補
2929

荏原中延駅荏原中延駅
補26補26

戸越公園駅戸越公園駅

中延駅中延駅

中延駅中延駅

下神明駅下神明駅

西大井駅西大井駅

まちづくりビジョン
対象エリア

(平成27年1月公表）
まちづくりビジョン

基本計画編対象エリア
（駅からおおむね徒歩10分圏）

区ホームページは
こちらから
アクセスできます

パブリックコメントに
ご意見をお寄せいただき
ありがとうございました

まち歩きツアーまち歩きツアーまち歩きツアー

天王洲～北品川周辺のデザインマンホー
ルをめぐるまち歩きです。マンホール設置
作業や道路課倉庫も特別公開します。
日時／3月7日㈯ 午前9時30分～正午
コース／りんかい線天王洲アイル駅→天
王洲公園→品川宿交流館→品川橋→道路
課倉庫（北品川3－9）　※約2㎞。
対象・定員／小学生以上の方20人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
申込方法／2月20日㈭（必着）までに、往
復はがきに「マンホールめぐり」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
※https://shinagawa-kanko.or.jp/から
も申し込めます。
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）

©2001, 2020 SANRIO CO., LTD.　
APPROVAL NO. G603611

しながわ観光協会

品川わくわくマンホールめぐり

パブリックコメントでいただいたご意見
155人の方から425件のご意見をいただきました。

項目 意見数
1 防災について 35
2 無電柱化について ７
3 補助第29号線について 80
4 鉄道立体化について 47

項目 意見数
5 商店街について 22
6 公共施設について 32
7 再開発等共同化について 55
8 戸越公園一帯（文庫の森）について 29

項目 意見数
9 緑化・景観について 5
10 駅前広場について 36
11 戸越公園駅について 15
12 その他 62

「安心して暮らせる」
地域生活拠点の形成に向けて

第1章

「活力ある」
地域生活拠点の形成に向けて

第2章

「これから」の
まちづくりの将来像と取組方針

第3章

まちづくりの展開に向けて第4章

　戸越公園駅周辺では、「品川区まちづくりマスタープラン」や「戸越公園駅
周辺まちづくりビジョン」に基づき、安心して暮らせる活力ある地域生活拠点
の形成をめざし、まちづくりを進めています。
　この度、昨年8月から9月に実施したパブリックコメントのご意見も参考に、
ビジョンに位置付けた取り組みのうち検討段階にあるものを具体化するなど、
今後のまちづくりの基本的な考え方を取りまとめた「戸越公園駅周辺まちづく
りビジョン基本計画編」を策定しましたのでその概要をお知らせします。

合計　425件

「広報しながわ」は、新聞折り込みのほか、区施設、区内全駅、郵便局、スーパーマーケッ
ト（文化堂、イオンスタイル品川シーサイド）、コンビニエンスストア（セブン-イレブン）
などで配布しています。区ホームページでは、紙面をそのまま閲覧できるPDF版、各
端末に最適化されたレイアウトで閲覧できるHTML版を公開しています。

様々な方法でご覧いただけます広報しながわ

◀「カタログポケット」
　このアイコンが目印

個別配送
区内在住で希望する方には個別配送を
しています。
申込方法／／電話かFAXで、住所、氏名、
年代、電話番号を広報広聴課へ
○区ホームページから電子申請もでき
ます。
声の広報

区内在住で視覚障害があり希望する方
へ、「声の広報」を郵送しています。ま
た、発行日から1週間程度で品川区公式
YouTubeチャンネルで配信しています。
申込先／カセットテープ版＝心身障害
者福祉会館（☎3785－3322 Fax3785
－3353）、デイジー版＝広報広聴課

電子書籍でも配信

無料のアプリ「カタログポケット」をイ
ンストールすると、スマートフォンやタ
ブレットで簡単に閲覧できます。日本語
のほか9言語（英語、中国語〈簡体字・
繁体字〉、韓国語、タイ語、ポルトガル
語、スペイン語、インドネシア語、ベト
ナム語）で読む・聞くことができます（自
動翻訳）。また、「マイコンテンツに追加」
すると、発行日の午前8時にプッシュ通
知で配信開始をお知らせします。

問い合わせ／広報広聴課（☎5742－6644 Fax5742－6870）
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応募方法／2月4日㈫（消印有効）までに、意見、住所、氏名、電話番号を品川図書館へ郵送かFAX、持参
〇区ホームページの応募フォームも利用できます。
●「品川区子ども読書活動推進計画（素案）」の全文は、区ホームページ、図書館、区政
資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、文化センターでご覧いただけます。

「品川区子ども読書活動推進計画（素案）」
にご意見をお寄せください

区では、「品川区子ども読書活動推進計画」に基づき、子どもの読書活動を活発にするための取り組みを続けてきました。
令和元年度で同計画の計画期間が終了することに伴い、子どもを取り巻く情報環境の変化を踏まえ、

新たな計画を策定することとしました。この度、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

品川図書館（〠140－0001北品川2－32－3☎3471－4667 Fax3740－4014）問い合わせ

実現したい子どもの育ちのあり方
本などを活用して、自ら主体的に
思考し、行動する人に育つ

複合的な情報環境を活用するために必要になる
本を読むことに前向きな姿勢と、
多様な情報環境を活用するスキルを育む

令和2～6年度

あらゆる子どもが、知ろうとする姿勢と「知る」ためのスキルという両輪を手にし、本
や事典・図鑑、インターネット・ＳＮＳなどの情報メディアを活用し、自ら主体的に思
考し、行動できるようになること―これこそが、これからの社会において人生を豊か
に生きる力です。そのような育ちの実現をめざしていきます。

本や事典・図鑑はもとより、
インターネット上の様々なコ
ンテンツも含めて、「読むこ
と、知ること」を楽しいと思
い、前向きになる姿勢

本を読み込むことができ、本や
事典・図鑑、そしてインターネッ
トやSNSなどの情報メディアを
活用し、必要な知識・情報を適
切に得ることができるスキル

「読書興味」と「読書能力」を補い合うかたちで育むことこそが、
これからの社会を生きる子どもたちが身につけるべき新たな〈読書
習慣〉となります。

子どもの成長段階に応じて、「読書興味」と「読書能力」のそれぞれ
を育み、伸ばしていくため、年代に応じた施策体系となっています。
また、視覚障害や識字障害など、読むことに困難さのある子どもに対
しても、各年代において取り組みを位置づけています。

本に触れ、言葉・物語への関心を高める
～未就学児～

本に親しみ、知るための基礎を形成する
～小学生段階～

本などを自ら読もうとする姿勢と調べる力を育む
～中学生段階～

情報環境を活用し、社会にかかわる力を養う
～高校生世代・大学生世代～

目　

的

施　

策
目　

標

読書
興味

読書
能力

1

2

3

4

皆さんのご意見を
お寄せください

区ホームページは
こちらから
アクセスできます

問い合わせ／チケットセンター C
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

計
画
期
間

フォレスタコンサート
BS日テレ「BS日本・
こころの歌」でおな
じみ！日本のすばら
しい風土と文化を
歌い継ぐコーラスグ
ループのコンサート。
日時／4月22日㈬ 午後2時開演（午後1時30分開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
料金／6,000円（全席指定）
発売開始日・時間／1月31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（翌日以降午前10時から）
　　　　 午前10時から＝しながわ観光協会
　 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/
※電話予約では座席選択不可。　※未就学児入場不可。
※発売初日は1人6枚まで。

in きゅりあん
フレッシュ名曲コンサート
原田慶太楼
しながわ凱旋公演
“きゅりあん”でフルオーケストラを！
原田慶太楼が、日本デ
ビューの地“きゅりあん”
に5年ぶりに登場！自身
が選曲した名曲の数々
で、クラシックファンは
もちろん初めての方の心
も満たします。
日時／2月9日㈰
午後3時開演
※午後2時20分からロビーコンサートあり。
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演／原田慶太楼（指揮）、種谷典子（ソプ
ラノ）、新日本フィルハーモニー交響楽団
料金／ S席＝3,500円、A席＝2,500円、
高校生以下1,000円

指揮：原田慶太楼
（品川区出身）
Ⓒ Claudia Hershner

好　評
発売中！

品川区について理解を深めていただくため、施
設見学会を行います。今後の区政の参考とする
ため、最後にアンケートでご意見を伺います。
日時／3月10日㈫ 午前9時～午後3時30分

（区役所集合・解散、往復バス）
コース／しながわ防災体験館（初期消火・避難
誘導体験）→品川歴史館（館内見学）→大井競
馬場（施設見学、馬とのふれあい体験など）
対象・定員／区内在住の方40人（抽選）
※未就学児不可。
料金／50円（保険料）
持ち物／昼食
申込方法・問い合わせ／2月7日㈮（必着）ま
でに、往復はがき（1枚5人まで）に「施設見学会」
とし、参加者全員の住所・氏名・年齢、代表者
の電話番号を広報広聴課（〠140－8715品川
区役所☎3771－2000 Fax5742－6870）へ
○区ホームページから電子申請もできます。

施　設
見学会

ブックマくん
品川区子ども読書活動推進PRキャラクター

しおりちゃん
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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。

4月からのすまいるスクールの利用申し込みを受け付けます

2年度 夏の海外派遣説明会 環境学習講座　楽しいおやつ教室と使
用済み食用油を使ったキャンドル工作

子どもスポーツフェスタ　わ！しなリンピック

利用日／月～土曜日（祝日・年末年始は除く）
利用時間／学校がある日＝放課後～午後7時
学校が休みの日＝午前8時15分～午後7時
※午後5時以降は延長利用のため、保護者の就労などの理由が必要で、事前申請と
なります。　※午後6時以降は1～3年生のみ利用できます。
人区立小学校・義務教育学校前期課程の1～6年生になるお子さんと、区内在住の国
公立・私立小学校に通うお子さん
※区立学校に就学するお子さんは、就学する学校内のすまいるスクールのみ利用で
きます。
利用料／午後5時まで＝月250円、午後6時まで＝月3,250円、午後7時まで＝月
4,250円
申込書など配布方法／新1年生＝郵送、新2～6年生＝学校・すまいるスクールを通
じて配布
申2月1日㈯～29日㈯（日曜日・祝日を除く午後1時15分～6時）に、申込書等を利
用予定のすまいるスクールへ持参
○国公立・私立に通う初めてすまいるスクールを利用するお子さんは、子ども育成
課育成支援係へ持参（土・日曜日、祝日を除く）。
※現在利用している方で、4月以降も利用希望の方も申し込みが必要です。
問子ども育成課育成支援係（第二庁舎7階☎5742－6596 Fax5742－6351）

区の友好都市であるニュージーランドの
オークランド市にある公立リンフィール
ドカレッジ（中高一貫校）で開催する夏
の語学研修派遣について、説明会を開
催します。
日2月6日㈭ 午後7時～8時30分
場区役所講堂（第三庁舎6階）
人区内在住の中学生・高校生と保護者
※派遣対象者は2年度に中学2年生～高
校生の方15人（選考）。
申問電話で、品川区国際友好協会（☎
5742－6517 Fax5742－6518）へ

日2月16日㈰ 午後1時30分～3時30分
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講師／森田孝枝

（カルビー食生活アドバイザー）
人小学1～4年生と保護者15組（抽選）
申問1月27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・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　※ shina
gawa-eco.jp/からも申し込み可。

日2月1日㈯ 午後1時30分～4時　※受け付けは午後1時15分～3時30分。
種目／バドミントン、風船バレー、障害物競走、カローリング、スナッグゴルフ、ラダーゲッ
ター、ドッヂビー、ペガーボール、ストラックアウト
人小学生以下のお子さん　※未就学児は保護者同伴。
￥1人100円（保険料込）　※付き添いの方は無料。
運営／品川区スポーツ推進委員会
場参運動のできる服装で上履き・タオル・飲み物を持って、直接第一日野小学校体育館（西
五反田6－5－32）へ
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係（☎5742－6838 Fax5742－6585）

　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＝大井保、北品川保、西中延保、
二葉保、東五反田保、八ツ山保、大崎保、
冨士見台保、伊藤保、平塚保
火～金＝荏原西保
水＝台場保、西五反田第二保
水・金＝荏原保
木＝一本橋保
4日㈫・18日㈫＝二葉すこやか園
7日㈮＝平塚すこやか園
13日㈭・20日㈭＝五反田保
14日㈮＝伊藤幼

●未就園児交流会
17日㈪＝伊藤幼、26日㈬＝城南幼

●節分の会
3日㈪＝品川保、八ツ山保、旗の台保、
小山台保、荏原西保

●作品展
7日㈮・10日㈪＝旗の台保

●身体測定
4日㈫＝五反田保（幼児）
5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。

　2月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園

シニアクラブ
後期高齢者医療制度被保険者の方へ　医療費等通知書を送付します 確定申告に便利なID・パスワードを取得しませんか

ID（利用者識別番号）とパスワード（暗証番号）の2つがあれば、
自宅などからインターネットで確定申告ができます。
●IDとパスワードは、税務署で発行しています。運転免許証等
の本人確認書類を持って、近くの税務署にお越しください。
●パソコンやスマートフォンから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」へアクセスし、画面
の案内に従って申告書を作成し、e-Taxで送信して提出できます。
●1月から、2カ所以上の給与所得がある方、年金収入や副業な
どの雑所得がある方など、スマートフォン専用画面をご利用いた
だける方の範囲が広がります。
問い合わせ／品川税務署（港区高輪3－13－22☎3443－4171）
荏原税務署（中延1－1－5☎3783－5371）

のたより税

五反田文化センタープラネタリウム
2月のプラネタリウム

会場・問い合わせ／五反田文化センター
（西五反田6－5－1☎3492－2451 Fax3492－7551 

shinagawa-gotanda-planetarium.com/）

土・日曜日、祝日などに開催しています。
●特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日時／2月15日㈯ 午後3時30分～5時
対象・定員／小学生以上の方86人（先着）
料金／300円、小・中学生100円
申込方法／1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「ふたご座」
日時／2月28日㈮ 午後6時30分～7時30分
定員／60人（先着）　※中学生未満は保護者同伴。
参加方法／当日、直接同センターへ

「わ！しながわプレミアム付商品券」と「プレミアム付品川区内共通商品券」の利用期限は、
2月29日㈯です。期限を過ぎた商品券は利用できませんので、お早めにご利用ください。
※商品券の払い戻しはできません。

プレミアム付商品券の使い忘れはありませんか？

送付時期／1月下旬
人12月1日現在、東京都後期高齢者医療の被保険者資格があり、平成30年9月から令和
元年8月までの12カ月間の医療機関等への受診について、医療費等（自己負担分＋保険
者負担分）の合計額が5万円を超える月がある方
※確定申告（医療費控除）の際、本通知を添付することで、平成31年1月から令和元年
8月までの診療等については、「医療費控除の明細書」への記載を省略することができま
す。ただし、令和元年9月から12月までの診療等については、申告が必要な場合、お持
ちの領収書に基づき「医療費控除の明細書」の作成が必要です（この場合医療費の領収
書は確定申告期限から5年間保管が必要）。
問国保医療年金課高齢者医療係（☎5742－6736 Fax5742－6876）
東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセンター 0570－086－519

共通

わ！しながわプレミアム付商品券

プレミアム付品川区内共通商品券

使用可能店舗：大型店を含む区内店舗
※詳しくは区ホームページをご覧ください。
問い合わせ／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）

使用可能店舗 ：大型店を除く区内商店街店舗
※詳しくは shoren.shinagawa.or.jp/をご覧ください。
問い合わせ／品川区商店街連合会☎5498－5931
商業・ものづくり課商店街支援係

（☎5498－6332 Fax5498－6338）
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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2月3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

　思春期家族教室

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

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2月20日㈭、3月5日㈭・19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2月3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8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

パーキンソン病とはどのような病気か基礎的なことから学びます。
日2月20日㈭ 午後4時～6時
場大井第二区民集会所（大井2－27－20）
講師／黒田岳志（昭和大学病院脳神経内科講師）
人パーキンソン病の方と家族、関心のある方40人（先着）
申問電話かFAXで、住所、氏名、年齢を大井保健センター（☎3772－2666 Fax3772
－2570）へ

自分でできる産後ママのボディケア（第8クール） 電子

難病講演会「パーキンソン病を知りたい！」

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）   7日㈮ 12日㈬ 21日㈮
うつ病あんしん相談 28日㈮ 12日㈬ 26日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫ 25日㈫ 14日㈮
児童思春期のこころの相談   5日㈬ 13日㈭ 27日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 2月

  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26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26日㈰

　　　柿島医院 大　井 3 －21－10 ☎3775－5171
　　　さいとう歯科医院 北品川 1 －28－ 9 ☎3450－3719
　　　Jデンタルクリニック 西大井 1 － 1 ☎3773－1182
　　　根岸接骨院 東五反田 5 －26－ 6 ☎3441－8787
　　　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）

1月25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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行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

小

内

内

内
小

小

小

小

歯
歯
骨

薬
薬

応 急 診 療 所
小内 ＝内科 ＝小児科 歯 ＝歯科 骨 ＝接骨 薬 ＝薬局

骨

※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～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

がん検診・健康診査など 一部有料

　職場などで検診機会のない方が対象です。予約先は各検診会場です。
　検診の種類によって日時などが異なります。詳しくは、区ホームページをご覧にな
るか、健康課へお問い合わせください。 ＊1 受診券あり ＊2 年齢は2年3月31日現在

乳がん検診（予約制）＊1…34歳以上の女性（偶数年齢時） 各医師会、契約医療機関
検診車

子宮がん検診＊1…20歳以上の女性（偶数年齢時）

契約医療機関

大腸がん検診…40歳以上
喉頭がん検診（予約制）…40歳以上（喫煙者など）
前立腺がん検診…55歳以上の男性
眼科検診＊1＊2…45・55歳
20歳からの健診＊2…20～39歳

対象年齢が
重なった方
は、どれか
一つを選択

胃がん内視鏡検診＊1＊2
…50歳以上（偶数年齢時）
胃がんリスク検診＊1＊2…50・55・60・
65・70・75歳で受けたことがない方
胃がんバリウム検診（予約制）＊1＊2
…40歳以上（偶数年齢時） 各医師会

肺がん検診（予約制）…
40歳以上

一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

成人歯科健診＊1＊2
(20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳) 契約医療機関

障害者歯科健診＊2…20～39歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡

後期高齢者歯科健診＊1＊2…76・78歳 契約医療機関
問国保医療年金課☎5742－6902

結核検診（予約制）…65歳以上 契約医療機関

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方 品川・荏原保健センター
契約医療機関

健
康
診
査

問40～74歳の方
　 ・品川区国民健康保険の方＝国保医療年金課保健指導係

（☎5742－6902 Fax5742－6876）
　 ・品川区国民健康保険以外の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください
　75歳以上の方＝国保医療年金課保健指導係（☎5742－6902 Fax5742－6876）＊1

健康課（☎5742－6743 Fax5742－6883）
品川区医師会☎3474－5609　荏原医師会☎3783－5168
品川歯科医師会☎3492－2535　荏原歯科医師会☎3783－1878

「しながわ物語」演奏会（全曲演奏）

品川の昔話や歴史を題材に創られた組曲「しながわ物語」合唱付きフ
ルオーケストラ版（初演）。3年目の集大成として全15曲を演奏します。
日時／3月29日㈰ 午後2時開演（午後1時30分開場）
会場／きゅりあん大ホール（大井町駅前）
出演／長田雅人（指揮）、しながわ物語区民合唱団、品川区民管弦楽
団ほか
料金／500円（全席指定）
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、3月17日㈫（必着）までに、はがきに「しなが
わ物語演奏会の託児」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。
販売開始日・時間／1月22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（翌日以降午前10時から）
　　　　 午前10時から＝しながわ観光協会
　 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。
問い合わせ／チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）
文化観光課文化振興係（〠140－8715品川区役所☎5742－6836 
Fax5742－6893）

組曲
場所／マイガーデン南大井（南大井1－13みなみ児童遊園内）
対象／区内在住の方　※現在利用している方は申し込めません。
費用／1区画（10㎡）＝22,000円（11カ月分）
申込方法・問い合わせ／2月6日㈭（必着）までに、往復はがきに「マイガー
デン南大井」とし、住所、氏名、電話番号、動機を公園課公園維持担当（〠
140－8715品川区役所☎5742－6789 Fax5742－9127）へ
※家族内での複数応募や、必要事項が書かれてい
ない場合は落選となります。
※他人名義での利用はできません。

マイガーデン南大井（区民農園）利用者を募集します

4月～3年2月

32区画（抽選）

利用期間

募集数

日時／2月14日㈮ 午前10時
会場／区役所252会議室（第二庁舎5階）

公開抽選会を行います

使い方講座
キャッシュレスになじみのない消費者
の方向けに使い方などを説明します。
日時／2月7日㈮ 午後3時～4時
会場／中小企業センター

（西品川1－28－3）
講師／伊貝光香子（ポイント還元事
務局説明員）
定員／80人（先着）
申込方法・問い合わせ／／電話で、
消 費 者センター（ ☎6421－6136 
Fax6421－6132）へ

キャッシュ
レス

しながわ発見出会い事業

しながわ水族館で交流イベント
品川区の魅力と新しい出会いを見つけませんか。
日時／2月29日㈯ 午後2時30分～5時
会場／しながわ水族館（勝島3－2－1しながわ区民公園内）
対象・定員／区内在住か在勤で、25～39歳の独身者
20人程度（抽選）
料金／1,500円（軽飲食代）
※申込方法など詳しくはしながわ発見出会い事業ホーム
ページhttps://sites.google.com/view/meet-shina
gawa-aqua/をご覧ください。
問い合わせ／地域活動課庶務係

（☎5742－6687 Fax5742－6877）



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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子ども育成課児童相談担当・
児童相談所移管担当が移転します

子育てに関する相談、児童虐待に関する
相談、産後家事育児支援のヘルパー利用
助成の申請場所が移転します。電話・
FAX番号も変更となります。
移転日・変更日／2月3日㈪
移転先／二葉1－7－15子ども育成課二葉
分室
●児童相談担当
電話／6421－5236　FAX ／6421－5238
●児童相談所移管担当
電話／6421－5237　FAX ／6421－5238
問子ども育成課児童相談担当

（☎5742－6959 Fax5742－7120）

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（品
川荘：7月18日㈯～8月22日㈯、光林荘：
8月10日㈷～16日㈰）は抽選、締め切りは
それぞれの受付開始月の月末です。

施設名 電話・FAX番号

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

光林荘（日光市） ☎ 0288－54－0988
Fax0288－54－0954

申区民の方は利用月の6カ月前の1日から
（8月分の受け付けは2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）

第3回品川区子ども・子育て会議を
傍聴しませんか
日2月4日㈫ 午後2時30分～4時30分
場荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内子ども・子育て支援事業計画の策定など
人10人（先着）
傍聴方法／当日午後2時から、2階第2集
会室で傍聴券を配布
○託児希望の方は、1月28日㈫までに保
育課へ電話で申し込んでください。
問保育課施設・運営係

（☎5742－6724 Fax5742－6350）

住まいの相談会
日2月9日㈰ 午前10時～午後3時
内個別相談＝リフォームや建て替え、耐
震改修などに関する無料相談
事例紹介＝耐震改修・リフォームの施工
方法、費用などを映像で紹介
助成制度の紹介＝リフォーム、耐震改修
などに関する助成制度の紹介
場参当日、直接荏原第五区民集会所（二
葉1－1－2）へ
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）

環境影響評価調査計画書を縦覧します
事業名／（仮称）小山三丁目第1地区第一
種市街地再開発事業
縦覧・閲覧期間／1月29日㈬～2月7日㈮
※土・日曜日、祝日を除く。
縦覧・閲覧場所／環境課（本庁舎6階）、
大崎第一・荏原第一・荏原第二・荏原第
三地域センター、品川図書館、東京都環
境政策課（都庁第二本庁舎19階）ほか
意見書提出方法／1月29日㈬～2月17日㈪

（消印有効）に、事業名、住所、氏名、意
見を東京都環境政策課（〠163－8001東
京都環境局）へ郵送か持参
問東京都環境政策課☎5388－3406
品川区環境課

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

品川区アスベスト含有建材調査
利用中の建物のアスベスト含有建材の目
視調査を無料で実施します。
※目視で確認可能な範囲のみ調査し、分
析は行いません。
人区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者・賃借人など
11件（先着）
※申請方法など詳しくはお問い合わせく
ださい。
問環境課指導調査係

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

品川介護福祉専門学校
2月入試の案内

修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資格
応募資格／①学校推薦＝3月に高等学校
を卒業見込みで、高校長から推薦され調
査書評定平均3.0以上の方

②一般入試＝高校卒業か卒業見込み、高
校卒業と同等の学力があると認められる方
選考日程／2月1日㈯・16日㈰
選考内容／書類選考・面接、②作文あり
選考料／①免除、②13,000円
※詳しくは、同校・図書館・地域センター
などで配布する募集要項をご覧いただく
かお問い合わせください。
場問同 校（ 西 品 川1－28－3☎5498－
6364 Fax5498－6367）

品川歴史館 休館のお知らせ
展示替えのため休館します。
日2月4日㈫～7日㈮
問品川歴史館

（☎3777－4060 Fax3778－2615）

特別区職員技術職採用フォーラム
特別区職員採用試験・選考で技術職の受
験を希望している方に、特別区技術職の
仕事内容や魅力をお伝えします。
日3月7日㈯ 午後0時30分～4時（予定）
人500人程度（先着）
場参当日、直接明治学院大学白金キャン
パス2号館（港区白金台1）へ
問特別区人事委員会事務局任用課採用係
（☎5210－9787 Fax5210－9708）
人事課（☎5742－6628 Fax5742－6872）

住宅の耐震化を支援します
人戸建・共同住宅を問わず昭和56年以前
に建てられた住宅をお持ちの方
内一級建築士が実施する無料相談や耐震
診断、改修工事に関する助成など
問建築課（☎5742－6634 Fax5742－6898）

特別区民税・都民税（住民税）の
申告書を発送します

2年度住民税の申告書は、2月4日㈫に発
送する予定です。申告受付期間など詳し
くは、本紙2月11日号でお知らせします。
問税務課（☎5742－6663～6666  Fax
5742－7108）

1月31日㈮は特別区民税・都民税
（普通徴収）第4期の納期限です
口座振替・自動払込やコンビニエンスス
トアでの納付、携帯電話を利用したモバ
イルレジでの納付もできます。ほかに、
クレジットカード、ATM、インターネッ
トバンキングも利用できます。納期限を
過ぎてから納付した場合は、督促状が発
送されることがあります。
問税務課収納管理係

（☎5742－6669 Fax3777－1292）

品川＆早川ふるさと交流「早川ぶらり
町歩きプラン 福寿草咲く宿場町・赤沢」
日2月19日㈬～27日㈭のうち1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方各9人（先着）
￥7,625円、小学生5,832円（1泊2食付き
宿泊費・プログラム参加費・消費税込）
申利用日の3日前までに、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）

春の図書館フェア「星空の下の朗読会」
プラネタリウムでの朗読会です。
日3月7日㈯午後6時～7時
場五反田文化センター（西五反田6－5－1）
内新美南吉『巨男の話』『ながれぼし』、
宮沢賢治『よだかの星』
朗読／黒澤明子、石﨑一気
ヴァイオリン演奏／石﨑浩二
人小学生以上の方80人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
申問2月7日㈮（必着）までに、往復はが
き（1枚4人まで）に「星空の下の朗読会」
とし、参加者全員の住所・氏名（ふりがな）・
年齢・電話番号を品川図書館（〠140－
0001北品川2－32－3☎3471－4667 Fax
3740－4014）へ
※車いす利用の方は、事前に要連絡。
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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！

催　し

   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>）
2月8日㈯・22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。

  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。3月号の掲載は、2月19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。
※来店時には買い物袋をお持ちください。

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）。
●大井町店「チャイルドフェア」(新学期準備)
出品募集
日2月2日㈰～13日㈭
※区内の義務教育学校・中学校の制服を含む子ども
衣類（クリーニング済み、ほつれや破れがないもの）、
靴、学習机など。　※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
●旗の台店「春の入園・入学用品」「婦人フォーマル」
「手作り品」出品募集
日1月23日㈭～27日㈪ 午後1時～4時
※キズ・汚れの目立たないもの。洋服はクリーニン
グ済みのもの。
※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。

  フリーマーケット
■お越しください
●2月13日㈭ 午前10時～午後1時　※雨天中止。
場峰原公園（大崎3－17）
問菊田☎3490－8407
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  ご協力ください

 リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

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。

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。

  リサイクルショップ「リボン」

 フリーマーケット

2年版ごみ・リサイクルカレンダー
11月25日㈪までに配布したカレンダーの記載に誤りがありま
した。修正したものは地域センターなどの区施設で配布中です。

税　金

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

しながわ

すまいるネット

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

問い合わせ／地域活動課協働推進係
（☎5742－6693 Fax5742－6878）



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21日号 7

区営住宅入居者募集
現在、空きのある単身・家族向け住宅の
入居者を募集します。

住宅名 住所 募集数
西中延

（単身・家族）
西中延
1－2－8 2戸

西大井六丁目第三
（単身・家族）

西大井
6－2－16 1戸

南大井一丁目
（家族のみ）

南大井
1－13－7 1戸

中延一丁目
（家族のみ）

中延
1－10－12 1戸

東大井三丁目19号
棟（家族のみ）

東大井
3－6－19 1戸

大井二丁目
（家族のみ）

大井
2－1－25 1戸

申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6階）、
地域センター、文化センター、サービス
コーナー、品川宅建管理センター
※部数に限りがあります。
申1月23日㈭～30日㈭に配布する申込用
紙を、2月6日㈭（必着）までに、品川宅
建管理センター（〠142－0052東中延1－4
－5－101）へ郵送
※申込資格など詳しくは、品川宅建管理
センターへお問い合わせください。
●申込用紙休日配布窓口

日程 会場

1月25日㈯ 荏原文化センター
（中延1－9－15）

1月26日㈰ 区役所本庁舎3階ロビー
※時間は午前10時～午後4時

問品川宅建管理センター☎5749－8661
住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

ウーマンズビジネスグランプリ
2020 in 品川 観覧者募集

女性起業家のためのビジネスプランコン
テストの決勝プレゼンテーションです。
日2月23日㈷ 午後1時30分～5時

（午後0時45分開場）
場大崎ブライトコアホール

（北品川5－5－15）
内ファイナリスト8人によるプレゼンテー
ション、表彰式
※終了後の交流会参加の場合は参加費
2,000円。
人300人（先着）
申前日午後6時までに、電話で武蔵小山
創業支援センター☎5749－4540へ
※ www.musashikoyama-sc.jp/から
も申し込めます。
問商業・ものづくり課創業支援担当

（☎5498－6333 Fax5498－6338）

品川区障害福祉計画・障害児福祉計
画策定委員会の委員を募集します

次期障害福祉計画・障害児福祉計画の策
定にあたり、区民委員を募集します。
任期／4月1日～3年3月31日（予定）
内策定委員会の出席（4回程度）
※構成員は学識経験者、障害福祉事業に
従事する方、区民委員など20人程度。
人区内在住で、区の障害福祉に関心のあ
る方2人（選考）
申問2月14日㈮（必着）までに、障害者福
祉課で配布する申込用紙と「これからの障
害福祉について」をテーマとした作文（800
字程度）を同課福祉改革担当（〠140－
8715品 川 区 役 所 本 庁 舎3階 ☎5742－
6762 Fax3775－2000）へ郵送か持参
※申込用紙・原稿用紙は、区ホームペー
ジからダウンロードもできます。

令和元年台風第15号・第19号で被災した
住宅の補修にかかる費用の一部助成

助成対象／台風第15号・第19号により被
害を受けた住家のうち、「り災証明書」の
判定結果が一部損壊と認定された住家　
※貸家、空き家や物置等の非居住物件は
除く。
補修工事／災害救助法による応急修理と
同等の工事で、対象工事費が10万円以上
のもの。すでに補修工事が完了し、施工
業者に代金支払い済みの場合も対象
助成金額／対象となる補修工事費の2分
の1（上限30万円）
申請期限／3月6日㈮
※必要書類など詳しくはお問い合わせくだ
さい。
問住宅課開発指導担当

（☎5742－6926 Fax5742－6963）

道路沿いのブロック塀などの安全
化を支援します

大地震や台風などの自然災害による塀の倒
壊から人命を守るため、安全性が確認でき
ない道路沿いの塀の除却などを支援します。
助成対象となる塀／道路沿いで高さ0.8ｍ
以上のコンクリートブロック塀、万年塀、
石積塀、レンガ塀
助成対象者／塀の所有者
※宅地建物取引業者で販売目的の工事は
対象となりません。
〇助成内容など詳しくは、区ホームペー
ジ（トップページ＞環境・まちづくり＞建
築・住宅関連＞コンクリートブロック塀な
ど安全化支援）をご覧になるかお問い合
わせください。
問建築課（☎5742－9172 Fax5742－6898）

第30回三徳会 生と死を見つめる懇談会
日2月15日㈯ 午後2時～4時
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
内講演「歯ナシにならないハナシ」
講師／伊藤昭一（伊藤歯科医院院長）
人70人（先着）
申問2月14日㈮までに、電話で平塚橋特別
養護老人ホーム（☎5750－3632  Fax5750
－3642）へ

シニア情報生活アドバイザー養成講座
シニア世代にパソコンなどの活用方法を教
える講師として資格取得をめざします。
日2月14日㈮・17日㈪・21日㈮、3月2日㈪・
6日㈮ 午前9時30分～午後4時（全5回）
※最終日は認定試験。
場いきいきラボ関ヶ原（東大井6－11－11）
人区内在住で、55歳以上の方10人（選考）
￥9,500円
申問2月4日㈫（必着）までに、はがきか
FAXで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
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

ママのリフレッシュタイム
（連続講座第6クール） 電子

子育て中のママにリラックス・リフレッ
シュしてもらう講座です。
日2月21日㈮・28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）
内アーユルヴェーダ、バスボムづくりなど
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）
￥2,500円（材料費・食材費など）
申問2月5日㈬（必着）までに、往復はが
きで講座名、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、Eメールアドレスを子ども育成
課 庶 務 係（ 〠140－8715品川区役 所☎
5742－6692 Fax5742－6351）へ

品川区・産業技術大学院大学連携セミ
ナー「ビジネスモデルイノベーション」
日1月25日㈯・26日㈰ 午前10時～午後5時
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
講師／小山龍介（名古屋商科大学大学院
ビジネススクール准教授）
人区内中小事業者など30人（先着）
※申込方法など詳しくは、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・ものづくり課産業活性化担当　

（☎5498－6351 Fax5498－6354）

区民プロデュース型講演会「徳川家康
の都市創り“なぜ江戸を選んだのか”」
日2月28日㈮ 午後2時～4時
場荏原文化センター（中延1－9－15）
講師／瓜生和徳

（大江戸歴史散策研究会代表）
人16歳以上の方120人（抽選）
運営／品川シルバー大学同窓会
申問2月14日㈮（必着）までに、往復はが
きに「品川シルバー大学同窓会」とし、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
在勤・在学の方は会社名・学校名を文化
観光課文化振興係（〠140－8715品川区
役所☎5742－6836 Fax5742－6893）へ

SHINAGAWAイノベーション
フォーラム2020 in 五反田バレー
日1月31日㈮ 午後2時～7時
場品川産業支援交流施設（北品川5－5－15）
内・基調講演「5Gが駆動するデジタル変
革」など【講師：森川博之（東京大学大学
院工学系研究科教授）定員：400人（先着）　】
・区内企業、大手企業などによる展示
・企業交流会
※申込方法など詳しくは www.mics.
city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧ください。
問キャンパスクリエイト☎042－490－
5728、商業・ものづくり課産業活性化担
当（☎5498－6351 Fax5498－6338）

しながわ防災学校
地域防災力向上のため、区民を対象とし
た講座を実施します。
●防災カフェ―発災時のトイレ問題を考える―
日2月29日㈯ 午前10時～正午
内「災害時のトイレ環境の実態」「簡易ト
イレの使い方」「日頃からの備え」など
申込締切日／2月19日㈬
●家庭・区民コース―風水害に備える―
日3月7日㈯午後1時～4時
内「風水害の被害と影響」「マイ・タイム
ラインについて」「風水害に対する日頃か
らの備え」など
申込締切日／2月26日㈬
―――――――― 共 通 ――――――――
場しながわ防災体験館

（区役所第二庁舎2階）
人区内在住で中学生以上の方各20人（先着）
申各申込締切日までに、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。　※この他のコー
スなど詳しくは、ホームページをご覧いた
だくかお問い合わせください。
問防災課

（☎5742－6696 Fax3777－1181）

講座・講演 募　集

助　成

〈
広
告
〉

住所：品川区戸越1-20-9

遺言・相続のクライスグループ
心に寄り添う思いやりのサポート

☎03-5795-0935 
受付時間：１０時～１８時  土日祝対応 ／ 所在地：港区高輪２-１４-１４-８０１
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● ボランティア特集
● コース型プログラム
● 「（仮称）品川区水辺利活用ビジョン（素案）」
● しながわ地域貢献活動展

古紙を配合した再生紙を使用しています

団体名 事業名 内容

品の輪～品川区リハビリテーションネットワーク～ 第四回「健康講話」 健康寿命延伸のための専門家による講演会

プラチナ美容塾 美容ボランティア人材養成事業 高齢者施設での美容ボランティアを育成

ICT救助隊 楽しいiPadライフを始めよう！
～重度心身障害の方も一緒に～ 障害のある方および支援者のICT機器活用を促進

そとぼーよ みんなでつくる親子ひろば「そとぼ～よ！」
＠文庫の森 子どもの外遊びを促進する屋外型の親子広場

生活工房ひとくふう 第2弾！「生活に役立つスマホ活用術」講座
～高齢者・視覚障がい者の快適生活を目指して～ 高齢者や障害のある方向けのスマホ活用講座

八潮ハーモニー 活
い

き活
い

きシニアサロン 高齢者の社会参加の機会を創出

品川こども劇場 親子で落語ミュニケーション 落語を通じた親子や地域のコミュニケーション促進

けめカフェ 西大井多世代交流プロジェクト 地域の拠点で多世代交流

東京有閑倶
く ら ぶ

楽部 育児交流サロン 育児に悩む母親向けの地域サロン

品川宿史談会 品川宿・宿場文化研究 地域史の伝承活動

地域の音楽・芸術活動を支援・制作する会 M
マ プ ロ

APLO 第19回八潮音楽祭
（多世代交流と地域づくりを目指して） 地域の音楽活動を盛り上げる活動

ト音記号の会Ⅱ お話とコンサート 地元の学校で誰でも参加できる音楽祭を開催

●参加予定団体一覧

子どもの外遊びを促進する
屋外型の親子広場

地元の学校で誰でも参加できる音楽祭を開催高齢者施設での美容ボランティアを育成 障害のある方および支援者の
ICT機器活用を促進

国土交通省による羽田空港機能強化に関するお知らせ
～実際の航空機による飛行確認を実施します～

国土交通省が進めている羽田空港の機能強化（南風のとき区の上空を通過する新飛行経路を含む）
に伴い、国が実際の航空機により、飛行確認を行います。これは、管制官が新飛行経路の運用の
手順などを確認するほか、新たに設置した騒音測定局の機器の調整を行うものです。

●南風運用時（到着）の実機飛行確認
　  実施期間／／2月1日～3月11日のうち7日間程度
実施時間／午後3時～7時（切り替え時間帯を含むため実質3時間程度）
回数／ A滑走路到着1時間あたり14回程度、C滑走路到着1時間あたり30回程度
※詳しくは国土交通省ホームページ「羽田空港のこれから」http://www.mlit.go.jp/koku/
haneda/news/2019102901.htmlをご覧ください。

国土交通省「羽田空港のこれから」に関する電話窓口 0570－001－160
　（IP電話などは☎5908－2420）
品川区環境課（☎5742－6751 Fax5742－6853）
品川区都市計画課（☎5742－6760 Fax5742－6889）

問い合わせ

　区では、多くの団体が地域で様々な活動をしています。身近な地域でどのようなことが行わ
れているか、実際に活動している人たちの声を聞き、見て・知って・一緒に参加してみませんか。
　地域振興基金を活用して実施した事業の成果報告会へぜひご来場ください。

しながわの地域活動を見てみませんか 問い合わせ／地域活動課協働推進係
（☎5742－6605 Fax5742－6878）

途中参加・
退出自由

携帯電話による700MHz帯の利用が始まっています。一部で
はテレビ受信障害が出る可能性があります。ケーブルテレビ
や光ケーブル、BS、CSでの視聴には影響ありません。
●受信障害が発生する可能性が高い地域の方へは、お知ら
せを投函のうえ、対策員証を所持した対策員が訪問して、了
解を得たうえで対策作業を行います。
●受信障害が発生するおそれのある地域の方へは、お知ら
せを配布します。

※テレビ映像に影響が生じた
場合は、コールセンターへお
問い合わせください。

問い合わせ／700MHzテレビ受信障害対策コールセンター
0120－700－012（午前9時～午後10時）

※つながらない場合は☎050－3786－0700（有料）。

携帯電話で利用する電波帯の拡大に
伴うテレビの「受信障害」対策

対策作業や回復作業は
無料です。
詐欺行為や悪徳商法に
ご注意ください。

元年度区民活動助成制度
採択団体による成果報告会

1月31日㈮1月31日㈮
午後1時～5時午後1時～5時日時 区役所講堂区役所講堂

（第三庁舎6階）（第三庁舎6階）
会場

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！
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