今日もさわやか！
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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。

ストレスチェックサービスで簡単に
こころの疲れや不調をチェック！

品川区 大気中の放射線量
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単位：μSv/h（マイクロシーベルト毎時）

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）

病気や失業その他の事情で
経済的にお困りの方はご相談ください

～12 月 1 日より、アルコールチェックモードを追加しました～

【生活保護】
生活に困窮するすべての国民に対し、困窮の程度に
品川区ではパソコンや携帯電話で簡単にストレスチ 応じて必要な保護を行います。
ェックやアルコールチェックができる「こころの体温 【問合せ】生活福祉課 相談係 ☎5742-6714
計」システムを公開しています。
【緊急援護資金】
最近、こころの疲れや不調を感じていませんか？日々
日常生活において、病気等により緊急に一時的な小
の生活で無理が続くと、こころのバランスが崩れやすく 口の資金が必要な方に相談に応じ必要な資金をお貸し
なります。
『こころの体温計』は、気軽
します。
にいつでも、どこでも、
【問合せ】品川区社会福祉協議会 ☎5718-7171
ストレスや落ち込み度を
【生活福祉資金】
チェックできるシステム
他から資金の借り入れが困難な所得の低い世帯や高
です。ぜひ、こころのケ
齢者を対象に、相談に応じ必要な資金をお貸しします。
アにお役立てください。
【問合せ】品川区社会福祉協議会 ☎5718-7171
▲携帯用 QR コード

目黒川「冬の桜®」イルミネーション

周遊クルーズで冬のお花見！
桜色のＬＥＤを使ったイルミ
ネーションで冬の目黒川を盛り
上げている「目黒川みんなのイ
ルミネーション」
。
今年はナイトクルーズが行わ
れます。
日程：12 月 20 日（金）
12 月 24 日（火）
時間：①17 時 ②17 時半 ③18 時 ④18 時半
⑤19 時 ⑥19 時半 ⑦20 時 ⑧20 時半
乗船場所：五反田ふれあい水辺広場（東五反田 2-9）
定員：各回 10 名※中学生以上限定
乗船代：500 円
申込：当日、五反田ふれあい水辺広場でチケット販売
※16 時から先着順で販売します
【問合せ】しながわ観光協会 ☎5743-7642

給食用食材の放射性物質検査結果

正解はどれだ！？

品川知ってる？クイズ！

冬はバードウォッチングに最適な季節といわれていま
す。ここ品川区にも渡り鳥などが水辺や自然を求めて訪
れます。冬に品川でよく見られる鳥はどれでしょう？
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ユリカモメ
オオタカ
ハクチョウ

［前号の答え］ しながわ水族館の YouTube 公式チャンネル
では水族館の仲間たちの動画が多数公開されています。中
でも人気の動画は 10 万回以上の再生回数を記録していま
す！オススメは海の癒し系「ナメダンゴ」の様子をとらえた
動画。動画を見たら、ぜひ「しながわ水族館」で本物にも
会ってみてくださいね！
期間：11 月 25 日～11 月 29 日 検体：給食１食分

【測定項目】ヨウ素 131、セシウム 134、セシウム 137 単位＝(Bq/kg)
------------------------------------------------期間：12 月 2 日 検体：給食１食分、牛乳

結果：大井第一小学校＝検出せず、鮫浜小学校＝検出せず、

結果：二葉保育園＝検出せず、北品川保育園＝検出せず

期間：11 月 18 日～11 月 22 日 検体：給食１食分

五反田保育園＝検出せず
期間：11 月 25 日 検体：給食１食分、牛乳
結果：西五反田第二保育園＝検出せず
荏原西第二保育園＝検出せず

小中一貫校伊藤学園＝検出せず
結果：第三日野小学校＝検出せず、第四日野小学校＝検出せ
ず、山中小学校＝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
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ビル・マンション木造住宅の安全を考える

耐震キャンペーンを実施
東京都では、区市町村や関係
団体と連携してイベントなどを
開催する耐震キャンペーンを
１月１１日（土）～１月２５日
（土）の期間で行います。
耐震や防災に関する講演会や、
体験バスツアー、個別相談会な
どが行われます。
耐震フォーラム「明日かもしれない その日のために」
講演①「あなたと家族を守る～建物と心の耐震対策～」
防災システム研究所 所長 山村 武彦 氏
講演②「近年の被害地震と建物の耐震化」
京都大学工学研究科 教授 林 康裕 氏
講演③「住宅金融支援機構の耐震改修等に関する融資について」
独立行政法人 住宅金融支援機構
日時：１月２１日（火）１３時半～１６時１５分
場所：都庁 第一本庁舎５階 大会議場
定員：事前申込制（先着順）500 名
体験バスツアー
内容１：東京臨海広域防災公園の見学や東京大学地震
研究所の見学
日時１：1 月 16 日（木）
、17 日（金）9:45 集合～13:00
内容２：耐震改修事例見学会
日時２：1 月 16 日（木）板橋区 13:30 集合～16:00
1 月 17 日（金）江戸川区 13:30 集合～16:00
定員：事前申込制（先着順）各回２０名 計８０名
【問合せ】2014 冬耐震キャンペーン事務局
☎03-5459-4705 FAX03-6893-1969
メール taishin2014@bellwell.com
ホームページ 東京都耐震ポータルサイト で 検索

品川区議会 新春特別番組
品川ケーブルテレビで放送
品川区議会の新春あいさつ番組をケーブルテレビ品
川の「品川区民チャンネル」で放送します。放送時間は、
下記のとおりです。ぜひご覧ください。
放送日時：１月１日・２日・３日
午前 8 時～8 時 20 分、午後 6 時～6 時 20 分
（計６回放送）
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平成２６年第１回定例会は
２月１９日（水）～３月２６日（水）です。

----------------------------------------------------------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。
議会での一般質問の様子などの録画中継が、区議会ホ
ームページでご覧いただけます。

頑張れ！ 私のまちの八百屋さん・肉屋さん・魚屋さん

推薦店が決定しました！
区内の生鮮三品店を応援しようと、品川区と品川
区商店街連合会が協力して、７月から支援事業をス
タートし、７月から約１カ月間、自薦・他薦（消費
者からの推薦）による生鮮三品店の公募を実施しま
した。この度、最終的に支援対象店５２店舗が決定
しました。
支援対象店は、広報紙やホームページなどでのＰ
Ｒなどの支援が行われます。ホームページでは、各
店の情報が、地域毎に
掲載されています。
ぜひ、地元の肉屋さ
ん・八百屋さん・魚屋
さんに足を運んで商店 ▲「品川区商店街連合会」の
ホームページから見ること
街を盛り上げましょう。 ができます

しながわ観光協会のホームページ
がリニューアルされました
品川区の観光情報をお届け
している「しながわ観光協
会」。この度、ホームページが
リニューアルされました。
新しいホームページでは、先
日行われた「しながわ観光フ
ォトコンテスト」の応募作ギ
ャラリーなど様々な視点から
品川の見どころを発信してい
ます。
「しながわ観光協会」のホームページで新たな
品川の魅力を発見してみてください。
【問合せ】しながわ観光協会 ☎5743-7642

お気軽に､ご意見･ご感想をお寄せください｡
■議会控室：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/

