今日もさわやか！
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発行日：平成 24 年 5 月 15 日（火曜）
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。

品川区保健所主催

参加申込みは先着順です！

放射能に関する講演会
～放射線とわたしたちの健康のはなし～
を開催します
放射性物質の基礎知識、健康および食品への影響に
ついての考え方を、わかりやすくお話しします。
◆日 時：平成 24 年 6 月 9 日(土)
午後 2 時～4 時(開場 午後 1 時 30 分)
◆会 場：品川区役所第三庁舎 6 階講堂
(品川区広町 2-1-36)
◆募集人数：先着 180 名(事前申込制)入場無料
◆申 込：電話またはＦＡＸ
※事前に参加票を送付いたします。
◆締 切：定員になり次第
◆問い合わせ先：品川区保健所生活衛生課
食品衛生担当 ☎03-5742-9139
◆講 師：東京医療保健大学教授 伴 信彦 氏

しながわ散歩道

林試の森公園

都立

明治 33 年に「目黒試験苗圃」として設置され、
昭和 53 年まで国の林業試験場だった「林試の森公
園」。都内とは思えないほど、多くの木々に圧倒さ
れます。特に芝生広場にある「大きなクスノキ」は
太さ・高さともに園内最大級。樹木の緑がますます
鮮やかになる季節。都会
の真ん中で森林浴を楽し
める貴重なスポットにぜ
ひ足を運んでみて下さい。
都立林試の森公園（小山台 2-6）
電話 03-3792-3800

給食用食材の放射性物質検査結果

【測定項目】ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 単位＝(Bq/kg)
------------------------------------------------期間：5 月 1 日～5 月 2 日
検体：給食１食分、牛乳（5 月 1 日）
結果：中原保育園＝検出せず
西大井保育園＝検出せず
八潮北保育園＝検出せず
旗の台保育園＝検出せず
冨士見台保育園＝給食 1 食分→検出せず
牛乳→セシウム 134＝1.4、セシウム 137＝1.9
（※検出値は新基準値（牛乳 50Bq/kg）を大幅に下回っています。）

＜下部に給食用食材の放射性物質検査結果を掲載しています＞
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区の職員が、
放射線測定器 TCS-172B を使用して測定しています。
区が簡易除染の基準として定めている 0.23 マイクロ
シーベルト毎時を下回っています。 （品川区ＨＰより）

ドリームナイト・アット・ザ・ズー＆アクアリウム

★☾★☾★☾★☾★☾★☾★☾★☾★☾★☾★

ドリームナイト・アット・ザ・ズーとは、障がいを
もつ子ども達とその家族を閉園後の動物園・水族園
に招待し、気兼ねなく楽しいひと時を過ごしてもら
う活動です。今年は都立動物園・水族園の４園合同
で開催します。
◆日時：平成 24 年 6 月 2 日(土) 17：30～19：30
◆定員・問い合わせ先：
①恩賜上野動物園
300 名 ☎03-3822-5811
②多摩動物公園
300 名 ☎042-591-1689
③井の頭自然文化園 300 名 ☎0422-46-1100
④葛西臨海水族園
200 名 ☎03-3869-0284
◆対象：「身体障害者手帳」「愛の手帳（療育手帳）」
「精神障害者保険福祉手帳」をお持ちの方とその家族
◆応募方法：往復はがきまたはメール ※詳しくはＨＰ

http://www.metro.tokyo.jp/INET/EVENT/
2012/04/21m4c101.htm
◆締切：平成 24 年 5 月 18 日（金曜）必着

この数字な～んだ？

品川データクイズ！

「３４」
ピーク時は全国に２万２千軒もあった
とか。料金は各都道府県知事の決定で
上限が定められています。現在、大人は４５０円で
利用できます。
［前号の答え］706 人は今年度の「品川シルバー大学」
入学者数です。品川シルバー大学は、区内在住の 60
歳以上の方を対象とした学びの場です。高齢者が生き
がいを求め明るく、健康でうるおいのある生活を築く
こと、また長年培ってきた知識や経験を地域社会の中
で生かしていくことを目的としています。
期間：4 月 23 日～4 月 27 日（1 週間分）
検体：給食 1 週間分（4 月 23 日～4 月 27 日）
結果：杜松小学校＝検出せず 延山小学校＝検出せず
中延小学校＝検出せず 小山小学校＝検出せず
大原小学校＝検出せず 宮前小学校＝検出せず
期間：5 月 1 日～5 月 2 日
検体：給食（5 月 1 日～5 月 2 日）
結果：大間窪小学校＝検出せず 源氏前小学校＝検出せず
第２延山小学校＝検出せず 後地小学校＝検出せず
戸越小学校＝検出せず 旗台小学校＝検出せず
【問合せ】保育園給食：保育課栄養指導係☎5742－6586
学校給食： 学務課保健給食係☎5742－6829

毎月 1 日・15 日発行

区政報告
発行日：平成２４年５月１５日（火曜）
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
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-------------------------------------------------５月
１５日（火）午後１時００分～ 行財政改革特別委員会
１６日（水）午後１時００分～ 震災対策特別委員会
-------------------------------------------------平成 24 年第 1 回臨時会は５月２５日（金）
平成 24 年第 2 回定例会は６月２１日（木）～７月 ５日（木）

本会議、常任・特別委員会は誰でも傍聴することができ
ます。傍聴を希望される方は、区議会事務局（区役所総
合庁舎議会棟４階）で傍聴券の交付を受けてください。

みんなで築く健康･福祉都市
重症心身障がい者通所事業所
「ピッコロ」がオープン 24 年度 障がい者福祉に関する主な予算
5 月 9 日（水）、品川区八潮で、品川区重症心身障
がい者通所事業所「ピッコロ」
（八潮 5-3-8）のオー
プニングセレモニーが行わました。
従来、重症心身障がい者の支援は、医療ケアが必
要なため、施設入所が中心の支援でした。通所事業
所では、「障がいが重くても、地域で家族とともに
暮らしたい」という声に応えるため、身近な地域で
の支援を目的としています。
利用者は、看護師や理学療法士による、身体機能
の維持のための訓練や入浴サービスなどを受ける
ことができます。
また、品川区独自の事業として、重症心身障がい
児を抱える家族の支援の一環として、就学前の幼児
を一時的に預かるレスパイト事業(下欄参照)も行
います。障がいのある方が、地域社会で健やかに、
充実した日々を過ごし、豊かな生活を送れるよう、
今後もサポートしていきます。

天気の急変から身を守るために！
先日、栃木県や茨城県などの広い範囲で大きな竜巻被
害が発生しました。被災された皆さまに心よりお見舞い
申し上げます。
このような天気の急変は予測が困難であったり、発災
までの時間が短いため皆さまへの警報や呼びかけが行き
届かないなどの問題があります。
このような天気の急変から身を
守るために、下記のホームペー
ジなどで空や川の情報に注意し
ましょう。

レーダー･ナウキャスト(降水・雷・竜巻）
◎更新頻度：5 分ごと
◎降水・雷・竜巻の現在の様子と 1 時
間先までの予測を確認できます。
◎携帯電話用ＨＰ（国土交通省 防災情報提供センター）

http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html
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戸越銀座商店街のキャラクター
：戸越銀次郎

近所を散歩しているところをスカウ
トされたマスコットキャラクターの「ギ
ンちゃん」。マスコミに取り上げられる
ことも多い人気者！ギンちゃんのブロ
グには戸越銀座商店街の情報が満載で
す。 http://t-ginjiro.jugem.jp/

■重症心身障がい者通所事業 6,381 万 8 千円
（左欄で紹介した事業です。）
■障がい者の就労支援の強化 7,449 万 8 千円
（障がい者が社会で自立して生活するため、就労相談から
準備支援、職業適性の把握、就労訓練、企業訪問実習、面
接、採用後の定着支援まで一体的に行う。）
■高次脳機能障がい者支援事業
353 万 2 千円
※高次脳機能障がい：病気や事故などの様々な
原因で脳が損傷されたために、言語･思考
などに障がいが起きた状態
■障がい者歯科健診実施
76 万 1 千円

知ってる？なっとく！

なるほど～コトバ辞典

「レスパイトケア」
レスパイトとは本来「一時休止」
「休息」という意味。
「レスパイトケア」は障がい児・者や高齢者などを、
在宅で介護している家族を癒やすために一時的に介護
を代替する、介護者支援サービスのことを言います。
日々の介護を担う家族は、心身の疲労が蓄積しても
休息がなかなか取りづらい現実があります。冠婚葬祭
などのやむをえない事由だけでなく、介護者のリフレ
ッシュのためなど私的な事由でもレスパイトケアを利
用することが必要であり、またその体制を充実させて
いくことが求められています。

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/

