今日もさわやか！

品川区 大気中の放射線量
品川保健センター 荏原保健センター
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発行日：平成 23 年 10 月 15 日（土曜）
発行者：品川区議会議員 浅野ひろゆき
配布場所：旗の台駅、中延駅、荏原町駅、
西小山駅（主に平日の朝 8 時頃配布します）
品川区と区議会の情報をお届けします！
※議会の都合などで予定通り配布できない
場合があります。ご容赦ください。

芸術の秋！
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単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）
この測定値は、1 年間その場所に居続けた場合として換算すると品川保
健センターでは 0.622 ミリシーベルトとなり、荏原保健センターでは
0.508 ミリシーベルトとなります。これは国際放射線防護委員会の勧告
「平常時は年間 1 ミリシーベルト（=1000 マイクロシーベルト）
」
より低い数値となります。
（品川区ＨＰより）

五反田文化センターふれあい文化祭

区内でアートにふれてみませんか？
今年も「品川区民芸術祭 2011」が開催されています。
品川区では、9 月 17 日から 12 月 6 日までを芸術祭期
間と位置付け、区内各地で様々なアートイベントを開
催します。この芸術祭は区民の皆さんが誰でも、参加・
鑑賞することができ、文化芸術に気軽に親しんでもら
うことを目的に開催されています。品川を文化と芸術
の薫る街にしていきたいですね。

♪音楽♪の催し
～心あったかコンサート～
[日時]10 月 16 日(日)午後 1 時 30 分(開場午後 1 時)から
[場]きゅりあん 8 階大ホール(入場無料)
■区内で活動する団体によるピアノ・クラシック・シャン
ソン等の演奏です。

～2011 品川区民秋のコンサート～
[日時]11 月 12 日(土)開演午後 6 時 30 分(開場午後 6 時)
[場]きゅりあん 8 階大ホール入場料 700 円(当日券あり)
■品川区民管弦楽団によるクラシック音楽のコンサート
です。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎5742-6836

～品川区合唱祭～
[日時]11 月 13 日(日)
[場]きゅりあん 8 階大ホール(入場無料)
■区内で活動するアマチュアのコーラスグループの発表
です。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎5742-6836

[日時]10 月 22 日(土)午前 10 時から午後 5 時
10 月 23 日(日)午前 10 時から午後 3 時
[場]五反田文化センター
■舞台発表、作品展示、チャリティバザー、模擬店、古本市な
どを行います。
[問]五反田文化センター☎3492-2451

品川区民作品展開催
[日時]11 月 9 日(水)午後 1 時から午後 7 時まで
11 月 10 日(木)～12 日(土)午前 10 時から午後 7 時まで
11 月 13 日(日)午前 10 時から午後 3 時まで
(入館は、全日程において終了の 30 分前まで)
■書道・写真・絵画・手工芸・華道・その他(盆栽など)の作品
を展示しています。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎5742-6836

品川区民芸術祭 2011 子どもフェスティバル
[日時] 11 月 27 日(日)午後 1 時 30 分（開場は午後 1 時）
[場]きゅりあん大ホール
■中学生以下の子どもによる発表 12 団体が出演予定
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎5742-6836

この数字な～んだ？

品川データクイズ！

「77」
［ヒント］品川は、水辺が多く、また昔から街道と
して発展し、整備が進んでいるため、比較的多く見
られます。写真を撮るのにも良いスポットです。

【伝統芸能】の催し
―邦楽の調べ―
[日時]10 月 30 日(日)開演午後 1 時 30 分(開場午後 1 時)から
[場]きゅりあん 1 階小ホール(入場無料)
■区内で活動する団体による琴、三味線など邦楽の演奏です。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎5742-6836

―区民のいけばな展―
[日時]10 月 22 日(土)午後 1 時から 8 時まで
10 月 23 日(日)午前 9 時 30 分から午後 6 時まで
[場]きゅりあん 7 階イベントホールで開催(入場無料)
■品川区華道茶道文化協会による生け花の展示です。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎03-5742-6836

―秋季品川区吟剣詩舞道大会―
[日時]10 月 23 日(日)開場午前 9 時 15 分
[場]荏原文化センター大ホール
■吟詠・剣詩舞(絶句程度)の発表です。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎03-5742-6836

―秋季品川区短歌大会―
[日時]11 月 6 日(日)午後 1 時から 4 時まで
[場]荏原文化センターレクリエーションホール
■自作による未発表作品(雑詠 1 首)の発表です。
[問]文化スポーツ振興課文化振興係☎5742-6836

［前号の答え］
「44.18」は品川区民の平均年齢です。少子高齢化
が叫ばれる昨今、子育て世代からお年寄りまで幅広
い世代のニーズに応え、「ずっと住みたい街しなが
わ」であり続けるよう、わたしたちもがんばって
いきます！！

＜もしもの時にお役立てください＞
■子どもの虐待防止センター■
研修を受けた相談員（女性）が虐待の相談、子育ての悩みも受
け付けています。あなたのお名前を聞くことはありません。秘
密を守ります。また、学校や保育園、病院などで虐待された子
どもに関わっている方や心配な家族について見聞きした地域の
方からのご相談にも応じています。 (電話代以外は無料です）

TEL：03-5300-2990
受付時間：平日 10 時～17 時 土曜 10 時～15 時
(日曜・祭日はお休み)

毎月 1 日・15 日発行

区政報告
発行日：平成２３年１０月１５日（土曜）
発行所：品川区議会公明党
住 所：品川区広町２-１-３６議会棟５階
東日本大震災
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１０月２１日（金）本会議
＜委員長報告・表決＞１３時～
-------------------------------------------------■本会議は、会議は区役所庁舎内の議場で行われ、一般
の方が傍聴できます。
-------------------------------------------------■第４回定例会は１１月２４日（木）～１２月７日（水）
に行われます。一般質問は１１月２４日（木）
、２５日（金）
です。

インフルエンザ流行の季節が近づいています！

区民の皆さんからの義援金 高齢者インフルエンザ予防接種が受けられます
の状況をお知らせします 気温がぐっと下がり、インフルエンザが流行する季節

がやってきます。特に重症化しやすい高齢者の方は、
早めに予防接種を受けインフルエンザの流行に備える
と安心です。
-------------------------------------------（日本赤十字社受付分 6,548,827 円を含みます。
）
●対象者：昭和 21 年 12 月 31 日以前に生まれた方
●接種できる期間：10 月 1 日から平成 24 年 1 月 31 日
【配分額】（平成 23 年 9 月 30 日現在）
●接種できる医療機関：区内契約医療機関または 23 区内
総 額 １億３,３０４万８,８２７円
の契約医療機関
(内訳）
●料金：2,200 円（期間内 1 回）※郵送された接種票に記
◆ 岩手県宮古市 ５,８００万円
載された自己負担金額を窓口でお支払い下さい。
◆ 福島県富岡町 ５,８００万円
【お問い合わせ】
◆ 宮城県
１,０５０万円
品川区保健所保健予防課 ☎03-5742-9153
◆ 日本赤十字社 ６５４万８,８２７円
品川保健センター
☎03-3474-2225
品川区では、引き続き義援金を受け付けておりますので、
大井保健センター
☎03-3772-2666
皆様のご協力をよろしくお願いします。
荏原保健センター
☎03-3788-7013

【受付額】（平成 23 年 9 月 30 日現在）
総 額 １億４,９１３万９,４２０円

シナガワ博士の

区議会講座②
博士、区議会の会議って、どんな風なのかな？
きっと、学校みたいにみんな真面目なのかな？
ボク、見てみたいなー。
会議の様子に興味があるんですね！
会議を聞きに行くことを「傍聴」と言います。
会議期間中に行われる「本会議」と「委員会」
は、誰でも傍聴することができるんですよ！
ボクが行ってもいいんだねー！
じゃあ、会議がやってる時に行ってみるねー！
ちょっと待って！傍聴するときは、「傍聴券」
が必要なんですよ。これは会議の始まる１時
間前から区議会事務局（区役所議会棟４階）
で受付をするともらえます。
ふ～ん、そうなのかー。
あ！でも、学校もあるし、塾も行かなくちゃい
けないし…。会議を聞きに行く時間がないや…
そうですね。日中に行われる会議は傍聴に
行くのが難しい人もいるでしょう…
でも、会議の様子はケーブルテレビで放映
され、放映された番組はインターネットで
いつでも見ることができるんですよ！
へぇー、それならパソコンがあればいつでも
会議が見られるね！家に帰って見てみるよ！
選挙で選んだ議員や区議会がどのように
活動し運営されているのか、区民のみな
さんがチェックすることはとても大事な
んです。区議会も開かれた議会を目指し
て、いろんな方法を考えていますよ。

シナガワ調査隊！
～品川区世論調査（平成２２年）より～
区に関する情報を何から得ていますか？
１位
２位
３位
４位
５位

区のおしらせ 広報しながわ
町会回覧板｢毎月の区からのお知らせ一覧｣
しながわガイドや区発行の冊子など
品川区ホームページ
ふれあい掲示板(統合ポスター)

６１．４％
２５．２％
１９．９％
１７．２％
１６．９％

半数以上の方が区の広報から情報を得ていることが
分かります。一方で、普及しているはずのインター
ネットから情報を得ている方は２０％以下でした。
緊急時の情報発信には、スピーディに情報発信でき
るインターネットが便利です。紙媒体とインターネ
ット、どちらも利点を活かして、区民の皆さんが情
報を得やすい環境の整備が必要です。

お気軽に､ご意見･ご感想をお寄せください｡
■議会控室：品川区広町２－１－３６
品川区役所議会棟５階
■電話：０３－５７４２－６８１７
■ファックス：０３－３７７４－３３６６
■Ｅメール：info@shinagawa-komei.org
■ＨＰ：http://www.shinagawa-gikaikomei.org/

