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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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
0.491 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）

★イベント★

品川でクリスマスを楽しもう！

★イルミネーション★
★目黒川みんなのイルミネーション
場所：品川区立五反田ふれあい水辺広場（品川区東五反田 2-9）、
及び目黒川沿道
期間：12 月 25 日（日）まで、17 時～22 時に点灯
見どころ：目黒川沿いに「冬のサクラ」が咲きます
問い合わせ：5330-7675
★ゲートシティ大崎
場所：ゲートシティ大崎アトリウム地下 1 階（品川区大崎 1-11-1）
期間：12 月 25 日（日）まで
見どころ：アトリウムに美しい
ツリーが出現します
問い合わせ：5496-3131

しながわ散歩道

子供の森公園（かいじゅう公園）
有料子供専用野球場（一面）と遊戯ゾーンからなる遊戯型公園
です。平成１２年度にリニューアルオープンしました。入口部

分には「水のモニュメント」といわれる、高さの違うカラ
フルな３本のパイプから 1 日に 6 回 15 分間シャワーが出
で、夏場は子供たちに大好評です。
（水のモニュメント以
外にもたくさんの遊具があり
一年中楽しめます。
）
遊戯ゾーンでは恐竜の森をモチ
ーフに整備され、８体の恐竜像
が置かれていて、通称「かいじ
ゅう公園」と、子供たちから呼
ばれ親しまれています。

子供の森公園（北品川３－１０－１３）

しながわママの美味しいレシピ
～かんたんねぎ焼き～2007 年品川区「我が家の健康自慢料理コンテスト」応募作品より
材料：２人分（ねぎ 1 本、キャベツ 2 枚、人参 2～3cm、蓮根小 1/2 本、
ひじき１つまみ、豚の薄切り肉 4 枚、桜えび大さじ 2、卵 2 個、小
麦粉適宜、ごま油小さじ 1、酒大さじ 1、しょうゆ大さじ 1）
作り方：
① ねぎ･キャベツ･人参は細かく切り、蓮根はすりおろす。ひじき
は水で戻し水気を切っておく。
② フライパンにごま油を入れ、細かく切った肉・ひじきを炒め、
火が通ったら人参も加えて炒め、酒・しょうゆを加える。
③ ボウルに①②と桜えび・卵を入れて混ぜ、小麦粉は固さを見て
加える。多く入れすぎないようにする。
④ ③をフライパンで、こんがり焼く。好みで、ソース等をかけて
出来上がり。

★しながわ水族館
場所：しながわ水族館（品川区勝島 3-2-1）
期間：12 月 25 日（日）まで
見どころ：デンキウナギのイルミネーションやクリスマス
をイメージした水槽などイベントがもりだくさん
問い合わせ：3762-3433

★コンサート★
★大森ベルポートで第９を歌おう！
場所：大森ﾍﾞﾙﾎﾟｰﾄ C 館ｱﾄﾘｳﾑ（品川区南大井 6-21-1）
日時：12 月 25 日（日）16 時～18 時
入場料：千円（小中高生 500 円）
見どころ：プロと一般公募から成る 200 名超の合唱団の迫
力ある「第９」をお楽しみ下さい
問い合わせ：3762-6403
★ﾆｭｰﾖｰｸ･ﾊｰﾚﾑ･ｼﾝｶﾞｰｽﾞ･ｺﾞｽﾍﾟﾙ･ｸﾘｽﾏｽ･ｺﾝｻｰﾄ
場所：きゅりあん 8F 大ホール（品川区東大井 5-18-1）
日時：12 月 9 日（金）開場 18 時 30 分、開演 19 時
見どころ：みんなが楽しめるクリスマスソングを本場ニュ
ーヨークのゴスペルシンガーが熱唱
料金：4 千円（全席指定）問い合わせ：5479-4140

この数字な～んだ？

品川データクイズ！

「241」
［ヒント］品川には、２４１箇所あります。皆さまも
お休みの日や散歩など、近所の○○を利用されている
と思います。また、災害時、緊急時などは一時集合場
所としても利用されます。
［前号の答え］「１３９」は品川区の「指定文化財」
の数です。絵画・彫刻・史跡・天然記念物などがあり、
最近では、平成２２年７月１３日に來福治の阿波藍商
人墓標群が指定されました。
詳しくは品川区のホームページをご参照ください。

＜品川区民活動情報サイト＞
■しながわすまいるネット■
品川区では、"輝く笑顔住みつづけたいまちしながわ"
をめざし品川区長期基本計画を推進しており、大きな
柱として掲げているのが区民と区との「協働」です。
区では区民活動を積極的に応援しています。品川区に
は、様々な形で豊かな地域社会作りをめざして活動し
ている団体が数多くあります。是非、ご覧ください！
URL：http://shinagawa-smile.net/

毎月 1 日・15 日発行

区政報告
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１２月１日（木）震災対策特別委員会：１０時～
１２月７日（水）本会議＜委員長報告･表決＞：１３時～

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/

放射線問題に積極的に取り組んでいます！
【本会議の一般質問で要望】

【品川・公明党として独自の測定を実施】

○給食の食材の測定

子どもたちを放射線から守りたい保護者の皆さまの
情報提供をもとに、品川・公明党は区内の各公園な
どの放射線を測定し、現状を把握しました。

食の更なる安全の確保と保護者のご心配を少しでも
軽減するため、学校給食の食材の放射線測定を要望。
これに対し品川区は、１１月１５日、給食の食材の
放射線測定を実施すると発表しました。

○弁当・水筒の持ち込み
保護者が希望する場合、保育園、幼稚園、小中学校
への弁当や水筒などの持ち込みを、積極的に受け入
れるよう要望。

○区民への正しい情報提供
放射線の専門家による講演会やシンポジウムの開催
を要望。

【陳情を採択、子どもを中心とした
環境の更なる測定を要望】
保護者の皆さまから区議会へ提出された陳情（通学
路をはじめホットスポットの調査と把握などを要
望）を趣旨採択しました。現在、品川区では購入し
た測定機器（２台）と都の機器（２台）計４台を使
用し、学校・保育園・公園など区有地を中心に測定
を行っています。

がんばろう日本！

宮城県女川町の災害廃棄物の受入れについて

23 区では、宮城県女川町や宮城県からの支援要請、
東京都からの協力要請を受け、災害廃棄物の受け入れ
について検討してまいりました。その結果、
1 現地で実施した焼却試験データの分析結果から、安
全性の確保が確認できたこと。
2 女川町で発生した災害廃棄物は 44 万 4 千トン（女
川町での処理量の約 115 年分）に上り、被災地での処
理では能力的・時間的に限界があること。
から、東京二十三区清掃一部事務組合の清掃工場で、
女川町の災害廃棄物を受入れることにしました
平成 23 年 11 月 24 日には、特別区長会、宮城県女川
町、東京都および宮城県の 4 者により、
「宮城県女川町
の災害廃棄物の処理に関する基本合意」を締結しまし
た。
災害廃棄物の処理なしに今後の被災地の復興はありえ
ません。区民の皆さんのご理解とご協力を是非お願い
いたします。

受入の概要
1 受入れる災害廃棄物
宮城女川町で発生した木くず等の災害廃棄物(約 5 万トン)被
災地からの搬出時に、アスベスト等の有害物質の除去と放射
線量の測定を行い、国の「災害廃棄物の広域処理の推進につ
いて(東日本大震災により生じた災害廃棄物の広域処理の推
進に係るガイドライン)」の安全性の基準を満たしたものを受
け入れます。
2 運搬方法
機密性の高いコンテナで鉄道貨物などにより運搬します。
3 試験焼却
年内に大田清掃工場、品川清掃工場で試験焼却を実施し、結
果を東京二十三区清掃一部事務組合ホームページ上で公表し
ます。
4 受入期間
試験焼却結果の検証後、平成 24 年 2 月以降、平成 25 年 3 月
まで受入れます。
5 住民説明会の開催
試験焼却および本格的な受入れ前には、住民説明会を開催し
ます。開催日時が決定次第、広報紙、ホームページでご案内
します。
問い合わせ 品川清掃事務所：03-3490-7034

