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掲載記事は8月10日時点の情報です。最新の区の行政サービス・
施設等の対応状況は区ホームページでご確認ください。緊急事態宣言が発出されています

　   プレミアム付
品川区内共通商品券

5,000円で6,000円分の
商品券が買える！

事前申込
受付開始！ 8月20日㈮～30日㈪（必着）

区内共通商品券を事前申込制で販売します。専用申込はがきか、
ホームページからお申し込みください。

ちらしの 専用申込はがき で申し込み
ちらし配布場所／区内郵便局、中小企業センター（西品川1－28－3）、
商店街
必要事項を記入、63円切手を貼付し郵送。

ホームページ から申し込み
品川区商店街連合会のホームページhttps://shoren.
shinagawa.or.jp/premiumにアクセス。
申込フォームに必要事項を入力して申し込み。

9月21日㈫頃
購入はがきを事務局から発送

販売期間中に希望販売場所で購入
購入はがきと現金、本人であることの証明書類（運転
免許証、マイナンバーカード、保険証など）を持参し
購入。

※先着順ではありません。
※1人1通（回）のみ有効。
※申し込み後の購入希望
冊数、希望販売場所の変更
はできません。
※記入内容に不備があった
り、判読できない場合の申
し込みは無効となり、購入
はがきをお送りすることは
できません。

9月27日㈪～10月15日㈮
※購入はがきがない場合は購入できません。

区内郵便局／午前9時～午後5時（土・日曜日を除く）
※品川・大崎・荏原局は午後7時まで。
※品川局は土曜日午前9時～午後3時も販売。
品川区商店街連合会事務局／午前10時～午後6時（土・日曜日も販売）
●販売期間終了後、一定数売れ残りがあった場合は二次販売を行います。詳細に
ついては、品川区商店街連合会ホームページや本紙11月1日号でお知らせします。

利用できない商品など

●公共料金や税金の支払い
●たばこの購入
●�有価証券・商品券・プリペイドカード・
切手・印紙・官製はがき・ごみ処理券な
どの購入

※上記以外にも加盟店により、商品券を利
用できない商品やサービスなどがあります。
あらかじめ店舗へご確認ください。

商品券を利用できる店舗など

●区内の約2,000（大型店は除く）のお店
●しながわ水族館
●�各タクシー会社（荏原・チェッカー・東
都・大和・国際・帝都・日本交通）

※詳しくは、品川区商店街連合会ホーム
ページをご覧ください。
※商品券は、釣り銭のないようご利用くだ
さい。

問い合わせ 品川区商店街連合会事務局（西品川1－28－3中小企業センター4階☎5498－5931）、商業・ものづくり課（☎5498－6332 Fax3787－7961）

11月1日㈪～30日㈫実施予定！

長引く新型コロナウイルス感染症により疲弊した地域
経済の維持・再生を図るとともに、デジタルの力を活用
した区民の新しい日常生活を支援するため、キャッシュ
レス決済サービス「PayPay」と連携したポイント還元事
業を実施します。

還元額／5億円
還元上限額／1回2,000円（期間あたり10,000円）
※詳しくは本紙11月1日号でお知らせします。
問い合わせ／商業・ものづくり課

キャッシュレス決済で最大30％

使用期限 4年2月28日㈪
販売額 5億円（10万冊）
販売単価 1冊5,000円

＊500円券12枚つづり、6,000円分
＊1人8冊（4万円）まで申込可能
購入できる方

区内在住・在勤を問わず、どなたで
も購入できます
※商店街や商品券取り扱い商店主
が購入することはできません。

申込方法

販売期間

販売場所

戻ってくるキャンペーン

20％お得な

申込受付期間

　全ての申込者に購入いただけるよう計画してい
ます。購入希望総数が販売総数を超えた場合
は、購入希望数が多い方の購入数を減らさせて
いただきます。あらかじめご了承ください。
（10万人以上の応募があった場合は抽選）

掲載内容については、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。
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対象・定員／区内在住で、9月1日現在60歳以上の方各10人程度（抽選）
費用／各2,000円（教材費別・保険料込）　※№11・12・13は各2,500円。
申込方法／8月31日㈫（必着）までに、往復はがき（1教室1枚）で№、教室名、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、年齢、
電話番号、№12・13はお使いのパソコンのWindowsのバージョンを文化観光課「うるおい塾」担当（〠140－8715品川
区役所〈住所記入不要〉）へ　※本人以外の申し込みはできません。
※募集要項は文化観光課（第二庁舎6階）、地域センター、文化センター、図書館、シルバーセンターなどで配布しています。

№ 教室名 日程（全10回） 会場 教材費（円）
1 初めてのボールペン習字＊1 9/30～12/9の木曜日	 13:30 ～15:30 中小企業センター（西品川1－28－3） 2,000
2 初めての書道 9/30～12/9の木曜日	 		9:30 ～11:30 中小企業センター ―
3 初心者のための水彩画教室＊1 9/28～12/7の火曜日	 		9:30 ～11:30 中小企業センター 5,500
4 飾る・使える　楽しい折り紙＊1 9/28～12/14の火曜日	 13:30 ～15:30 荏原文化センター（中延1－9－15） 2,000
5 あの時、映画に心がときめいた 9/29～12/8の水曜日	 13:30 ～15:30 五反田文化センター（西五反田6－5－1） ―
6 始めましょ、着物リメイク＊2 10/6 ～12/15の水曜日	 		9:30 ～11:30 荏原文化センター ―
7 区内史跡を訪ね歩く＊3 9/28～12/7の火曜日	 		9:30 ～11:30 品川歴史館（大井6－11－1）ほか ―
8 初めてのやさしいフラダンス 9/28～12/7の火曜日	 		9:30 ～11:30 東品川文化センター（東品川3－32－10） ―
9 脳トレと健康体操 10/5～12/14の火曜日	 		9:30 ～11:30 五反田文化センター ―
10 始めよう！姿勢改善セルフケア＊1 9/30～12/2の木曜日	 		9:30 ～11:30 南大井文化センター（南大井1－12－6） 1,300
11 デジタル一眼カメラ撮影と画像補正入門＊1＊4 10/6 ～12/15の水曜日	 13:30 ～16:00 五反田文化センター 1,700
12 エクセル入門＊1＊5＊6 10/1～12/3の金曜日	 13:30 ～16:00 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 1,500
13 シルバーのためのパソコン入門＊1＊5＊6 9/30～12/2の木曜日	 		9:30 ～12:00 こみゅにてぃぷらざ八潮 1,500

品川シルバー大学

秋期 ｢うるおい塾｣
初 心 者 向 け の 入 門 講 座

＊1	 	講師指定の教材・テキストなどを教材費で購入していただきます。　	
＊2		 	ほどいていない着物1枚（浴衣・ウールも可）、羽織1枚が必要です。用意でき

ない場合は初日に相談にのりますので、往復はがきにご記入ください。少し宿題
になることもあります。	 	

＊3　	長時間はやめの速度で区内を歩きます。歩行に自信がない方はご遠慮ください。

＊4　	教室内での講義と、野外での撮影実習を2～3回行う予定です。	
＊5　	教室で使うパソコンは、Windows10・Word2016・Excel2016が

インストールされています。	 	
＊6　	マウスの操作、日本語入力、Windowsの基礎を理解している方が

対象です。	

問い合わせ  文化観光課生涯学習係
（☎5742−6837 Fax5742−6893）

※今期は1人1教室のみの申込
受付とします。
※新型コロナウイルス感染症
の影響により変更または中止
となる可能性もあります。

65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。

◇「はつらつ健康教室（短期集中予防サービス）」
　10月コース募集
一時的な体力低下や外出・買い物などの生活行為に不安がある方に、運
動・生活機能改善のための筋力向上などの総合的なプログラムを専門職

（理学療法士・看護師など）が支援します。

◇認知症の予防に取り組みませんか
　「計画力育成講座」～第2期参加者募集～
グループでの日帰り旅行の計画や実践を通して「計画力」をアップさせ、
認知症の予防を目指す講座です。認知症の正しい知識、脳を活性化させる
ウオーキング、講座終了後には自主グループで活動する方法も学べます。
日 10月1日～11月19日の金曜日午後2時～3時45分（全8回）
場こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
人 区内に住民登録があり、自分で会場までの往復ができる65歳以上の方
20人（抽選）
￥ 1,000円（教材費）
※日帰り旅行の実践に必要な交通費などは自己負担。
申 問 9月3日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「計画力育成講座」とし、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号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
※新型コロナウイルス感染防止のため、定員数や実施時間、内容などが変
更になる場合があります。

日時（全12回） 会場
9月29日～12月22日の水曜日
午前10時～正午

大崎ゆうゆうプラザ
（大崎2－7－13）

10月7日～12月23日の木曜日
午後2時～4時

南大井文化センター
（南大井1－12－6）

10月1日～12月24日の金曜日
午後2時～4時

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

人 在宅介護支援センターに相談し総合事業対象者となるか要支援1・2
と判定された、自分で会場までの往復ができる65歳以上の方
￥ 各3,600円
申電話か直接、最寄りの在宅介護支援センターへ
問 高齢者地域支援課介護予防推進係

（☎5742－6733 Fax5742－6882）

天王洲運河上に係留した複数の台船を特設のライブステージとして活用し、運
河沿いのビル壁面を利用したプロジェクションマッピングで演出する、しなが
わの水辺空間で日本の芸術文化を楽しむプレミアム水上ライブです。当日はラ
イブ配信を行いますのでぜひご覧ください。
日時／8月28日㈯・29日㈰ 午後7時～9時
会場／天王洲運河・天王洲アイル第三水辺広場
ライブ配信／キャナルアートモーメント品川2021公式サイトで配信

キャナルアートモーメント品川2021 ～Art　Empowerment～

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

アートモーメント
品川公式サイト詳しくは公式サイトをご覧ください。
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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。

子育て世帯生活支援特別給付金の申請はお済みですか
●ひとり親世帯分
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひ
とり親子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点
から給付金を支給します。申請がお済みでない方はご確認ください。
●その他世帯分
3年度の住民税均等割が非課税の子育て世帯（ひとり親子育て世帯以
外）への給付金の支給が始まります。対象者や申請手続きなど詳しく
は、区ホームページをご確認ください。
問 品川区子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター（☎5742－
6027 Fax5742－6387午前9時～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く〉）

お知らせ

親子で楽しく防災体験をしよう！　電子

日 ①9月12日㈰ ②9月26日㈰
午前10時30分～11時30分
内 ①トイドローンを飛ばそう②ランタンづくり
人 小学生までのお子さんと保護者各16人（抽選）
※参加したお子さんに防災啓発品をプレゼント。
場 申 8月27日㈮午後5時までに、電話でしながわ
防災体験館（第二庁舎2階☎5742－9098）へ
※窓口での受け付けも可。
問 防災課啓発・支援係

（☎5742－6696 Fax3777－1181）

工作教室「天体望遠鏡を作ってみよう！」
工作キット（スピカ：35倍）で、天体望遠鏡づく
りを行い、夏の星々などについて学びます。
日 9月11日㈯ 午後2時～3時30分
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
人 区内在住か在学の小学生10人（抽選）
※小学3年生以下は保護者同伴。
申 問 8月31日㈫（必着）までに、往復はがき（1枚2
人まで）で教室名、住所、氏名、年齢、電話番号を
しながわ中央公園管理事務所（〠141－0033西
品川1－27－14☎5740－5037 Fax5740－
5044）へ

秋の子ども読書の日フェア　人形劇「ぶんぶくちゃがま」　電子

日 10月31日㈰ ①午前11時～正午 ②午後2時～3時
場 荏原文化センター（中延1－9－15）
出演／人形劇団オフィスやまいも
人 3歳以上のお子さんと保護者各40人（抽選）
申 問 9月3日㈮（必着）までに、往復はがき（1枚4人まで）に「人形劇」とし、希望番号、参加者全員の氏名・
年齢（お子さんのみ）、代表者の住所・電話番号を品川図書館（〠140－0001北品川2－32－3☎3471－
4667 Fax3740－4014）へ

イベントなど

●	大井保健センター　
 〠140－0014 大井2－27－20
 ☎3772－2666  Fax3772－2570

●	品川保健センター　
 〠140－0001 北品川3－11－22
 ☎3474－2225  Fax3474－2034

ガイド ●	荏原保健センター　
 〠142－0063 荏原2－9－6
 ☎3788－7016  Fax3788－7900

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   3日㈮   8日㈬ 17日㈮
うつ病あんしん相談 24日㈮   8日㈬ 22日㈬
高齢期のこころの相談 17日㈮ 28日㈫   2日㈭
児童思春期のこころの相談   1日㈬ 16日㈭ 15日㈬

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）9月

問 各保健センター

難病リハビリ教室
グループリハビリをとおして、体を動か
す方法を学びます。
日 9月16日㈭ 午後1時30分～3時30分
講 伊藤滋唯（理学療法士）
人 パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族20人
持ち物／マスク、タオル、飲み物
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 9月17日㈮午後6時～8時
場 申 当日、直接マギーズ東京（江東区豊
洲6－4－18☎3520－9913）へ
問 健康課保健衛生係

（☎5742－6743 Fax5742－6883）

思春期家族教室
不登校・ひきこもり・ゲーム依存などの
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 9月6日㈪ 午後2時～4時
講 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

精神保健家族勉強会
日 9月8日㈬ 午後1時30分～3時
内 講演会「福祉サービスについて」
人 精神障害者の家族と関係者15人
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ
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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！
内 内科 小 小児科 歯 歯科 骨 接骨 薬 薬局応急診療所

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

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）
　☎5272－0303 Fax5285－8080

●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

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
（祝・休日を除く）

小 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時で終了）

8月22日㈰
8月29日㈰

内 小
内 小
薬
薬

品川区医師会休日診療所 予約制 	北品川3－7－25	 ☎3450－7650
荏原医師会休日診療所 予約制 	 中延2－6－5	 ☎3783－2355
会営薬局しながわ	 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）

8月22日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

岩端医院	 大井1－55－14	 ☎3775－1551
かすや歯科東海クリニック	 南品川3－4－14	 ☎3450－6870
すずき歯科医院	 小山5－6－9	 ☎3788－9871
飯塚接骨院	 南大井4－11－6	 ☎3763－3270
押田接骨院	 小山2－8－13	 ☎3787－8036

8月29日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

浅野医院	 大井6－21－5	 ☎3771－2692
おはらデンタルクリニック	 南品川2－5－7	 ☎3471－1181
いちょう通り歯科医院	 小山7－15－21	 ☎5788－2155
目黒整骨院	 上大崎2－15－5	 ☎3444－7796
誠道館清水接骨院	 小山3－15－1	 ☎3783－0685

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

8月21日㈯
内 小
薬

品川区医師会休日診療所 予約制 	北品川3－7－25	 ☎3450－7650
会営薬局しながわ	 北品川3－11－16	 ☎3471－2383

8月28日㈯
小 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
※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。

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。実施会場では換気や消毒を行うなど新型コロナウ
イルス感染拡大防止に努めています。定期的に受診しましょう。

＊1 受診券あり
＊2 年齢は4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（予約制）＊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…76～80歳 契約医療機関

問 国保医療年金課☎5742－6902
結核健診（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

眼科応急診療
日曜日、祝日＝午前9時～翌日午前8時
月〜金曜日＝午後5時～翌日午前8時
土曜日＝正午～翌日午前8時
※緊急手術や重症患者対応時は、お待ちい
ただくか他院を紹介する場合があります。

日・月・水・
土曜日、祝日

東邦大学医療センター大森病院
大田区大森西6－11－1		☎3762－4151

日・火・金・
土曜日、祝日

昭和大学病院附属東病院
西中延2－14－19		☎3784－8383

木曜日
（祝日を含む）

荏原病院
大田区東雪谷4－5－10		☎5734－8000
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4 2021年８月21日号 ●掲載記事については、新型コロナウイルス感染症の影響により変更となる場合があります。

お知らせ
中央新幹線・第一首都圏トンネル（北
品川工区）の掘進に関する工事説明
会を開催します
日 ①8月27日㈮ 午後2時
②8月29日㈰ 午後6時
③9月1日㈬ 午後6時
※①～③すべて同じ内容。
人 各500人（先着）
場 参 当日、直接きゅりあん大ホール（大井
町駅前）へ
問 JR東海中央新幹線東京工事事務所☎
6847－3701、品川区都市開発課（☎
5742－6961 Fax5742－6942）

第3回品川区新庁舎整備基本構想・
基本計画策定委員会
日 8月26日㈭ 午後2時～4時
※新型コロナウイルス感染症の状況により
日時等変更する場合があります。
場 第一委員会室（区役所議会棟6階）
内 新庁舎整備基本構想（素案）の検討
傍聴人数／15人（先着）
傍聴方法／当日、午後1時から経理課（本
庁舎6階）で傍聴券を交付
問 経理課（☎5742－7801 Fax5742－6873）

ゆたか児童センター工事休館のお知らせ
日 9月13日㈪
問 子ども育成課育成支援係

（☎5742－7823 Fax5742－6351）

ピアカウンセリング
～一人で悩まず一緒に考えましょう～
障害のある方同士で、話し合いや情報交換
を行いませんか。
日 10月7日㈭・20日㈬、11月4日㈭・17日㈬
①午後1時30分～2時30分
②午後2時40分～3時40分
場 心身障害者福祉会館（旗の台5－2－2）
人 区内在住で、障害がある方と家族
申 問 1カ月前までに、電話かFAXで希望
日時、住所、氏名、連絡先、障害の種別を
旗の台障害児者相談支援センター（☎
5750－4995 Fax3782－3830）へ

品川介護福祉専門学校（昼間2年制）
9月のオープンキャンパス
日 ①9月4日㈯ 午後2時～4時
②9月18日㈯ 午前10時～正午

内 学校紹介（学費・授業内容など）、体験授
業、学内ツアー、個別相談など
人 介護福祉士をめざしている方
場 参 問 当日、直接同校（西品川1－28－3
☎5498－6364 Fax5498－6367）へ
※学校見学・オンライン個別相談も随時受
け付け中（要予約）。

　心身障害者医療費助成受給者証
が9月1日から更新されます
現在、　 受給者証をお持ちで、次にあて
はまらない方には、8月31日までに新しい
受給者証（水色）をお送りします。

・前年の所得が基準額を超えている
・後期高齢者医療受給者証をお持ちで住
民税が課税されている

・生活保護を受給している
●次の全てにあてはまる方は、　 受給者
証の交付を受けられます。まだ申請してい
ない方は、お問い合わせください
①区内在住 ②身体障害者手帳1・2級（内
部機能障害は1～3級）、愛の手帳1・2度、
精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか
の障害を有する ③国民健康保険や社会保
険などに加入している ④前年の所得が基
準額以下
※65歳以上で新たに②の手帳を取得した
方や、後期高齢者医療受給者証をお持ちで
住民税が課税されている方は、対象になり
ません。※詳しくはお問い合わせください。
申 問 健康保険証、②の手帳、印鑑を持っ
て、直接障害者福祉課（本庁舎3階☎
5742－7858 Fax3775－2000）へ
※3年1月2日以降に区内に転入した方は、
前年の所得を証明するものが必要です。

新型コロナウイルス感染拡大防止に
伴う区営自転車等駐車場（定期利用）
使用料の返還について
対象月／7月分の使用料
人 定期利用使用料を納付し、緊急事態宣
言に伴う新型コロナウイルス感染拡大防
止のための企業等の出勤自粛や休業によ
り、7月中の使用日数が10日以下となる定
期利用者
申請期限／8月31日㈫（消印有効）
※詳しくは区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 土木管理課自転車対策係

（☎5742－6786 Fax5742－6887）

なぎさ会館（区民斎場）休館のお知らせ
既存エレベーターの老朽化に伴い、新設工
事を行います。工事期間のうち、音や振動
を伴う作業がある期間は休館します。
工事期間／10月14日㈭～4年2月9日㈬
休館期間／10月18日㈪～11月30日㈫、
4年1月17日㈪～31日㈪
問 戸籍住民課戸籍届出係

（☎5742－6657 Fax5709－7625）

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間
子どもをめぐる人権問題に関し、東京法務
局で人権擁護委員などによる電話相談を
行います。
日 8月27日㈮～9月2日㈭
月～金曜日＝午前8時30分～午後7時
土・日曜日＝午前10時～午後5時
相談電話／ 0120－007－110
問 区民相談室

（☎3777－2000 Fax5742－6599）

防災街区整備方針の原案への公述申
し出と公聴会
●公述の申し出
人 対象区域内に在住か計画案に利害関係
のある方　※申し出多数の場合は意見要
旨などを考慮し選定。
申 9月1日㈬～15日㈬（必着）に、申出書を
東京都都市計画課（〠163－8001東京都
都市整備局都庁第二本庁舎12階）へ郵送
か持参
※公述は1人10分以内。
※計画案の縦覧・申出書の配布は9月1日
㈬～15日㈬に東京都都市計画課か品川
区都市計画課（本庁舎6階）。
※申出書は東京都都市整備局ホームペー
ジからダウンロードもできます。
●公聴会の傍聴
日 10月19日㈫・20日㈬午後7時
場・傍聴方法／当日、直接都庁都民ホール

（都庁都議会議事堂1階）へ
──────── 共通 ────────
問 東京都都市計画課☎5388－3225
品川区都市計画課

（☎5742－6760 Fax5742－6889）

地籍調査（街区調査）を行います
区道と民有地との境界の調査・測量を行う
地籍調査（街区調査）を実施します。土地所
有者の立ち会いは4年度を予定しています。
日 9月～4年3月
対象地区／北品川二丁目、北品川五丁目
問 土木管理課境界確定係

（☎5742－6547 Fax5742－6887）

税　金

8月31日㈫は特別区民税・都民税（普
通徴収）第2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、ＰayＰay請求書払い、クレジットカード

（Yahoo!公金支払いのみ）、ATM、イン
ターネットバンキングなども利用できます。
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

（☎5742－6669 Fax3777－1292）

催　し
五反田文化センター
9月のプラネタリウム
土・日曜日、祝日などに開催しています。
※詳しくはホームページ HP shinagawa‐
gotanda‐planetarium.com/をご覧い
ただくか、お問い合わせください。
①ヒーリングプラネタリウム
日 9月3日㈮ 午後7時から
人 4歳以上の方30人（先着）
￥ 200円、4歳～中学生50円
②お昼のくつろぎプラネタリウム
日 水・木曜日 午後0時35分～0時50分
③天体観望会「土星」
日 9月24日㈮ 午後7時～8時30分
講 宮坂憲央（品川星の会）、松谷研（中野
星の会）
人 小学4年生以上の方20人（抽選）
──────── 共通 ────────
場 申 問 ①②は直接同センターへ。③は9
月14日㈫（必着）までに、往復はがき（1枚
4人まで）でイベント名、住所、電話番号、
参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢（小学
生は学年）を五反田文化センター（〠141
－0031西五反田6－5－1☎3492－2451 
Fax3492－7551）へ
※①③は小学生以下保護者同伴。
※③は定員に満たない場合、9月16日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

●拠点回収（古着・古布、廃食用油、
不用園芸土、小型家電<携帯電話・スマー
トフォンなど>）
9月11日㈯・25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。
※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（時間外に学
校等でのお預かりもできません）。

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、区施設などに置いてあります。
10月号の掲載は、9月17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。
※出品時は、住所・年齢の確認ができる
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。
※不用品交換情報ボードは無料です。
※来店時には、買い物袋をお持ちください。
※営業時間の変更や休業する場合があり
ます。詳しくは区ホームページ等でご確
認ください。

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
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「バッグフェア」出品募集
日 9月7日㈫～12日㈰
※新品か新品同様で汚れや破損がないもの。
※ハイブランド品・トートバッグを除く。
※出品は1人1回限り10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6時
定休日／水曜日
取扱商品／衣服など日用品
●旗の台店「婦人・紳士の靴」「手作り品」
出品募集
日 8月22日㈰～27日㈮ 午後1時～4時
※靴はキズ・汚れが目立たないもの。
※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。

フリーマーケット出店者募集
●9月4日㈯ 午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は5日㈰。
募集数／30店
出店料／600円
場 申 当日、直接しながわ区民公園（勝
島3－2）へ
問 守本☎3763－7613

問い合わせ／品川区清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－7041）

ご協力ください

⃝使用済みインクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所で回収
しています。
※トナーカートリッジは対象外。

障

障

障

「広報しながわ」は新聞折り込みのほ
か、区立施設、区内全駅、郵便局など
で配布しています。区内在住で希望す
る方には個別配送をしています。
申問電話かFAXで、住所、氏名、年代、
電話番号を広報広聴課（☎5742－6644 
Fax5742－6870）へ

「広報しながわ」を
個別配送します 電子

無許可の回収業者を利用しないで
ください
自治体からの許可や委託を受けずに
ごみを収集することは認められてい
ません。ごみの捨て方がわからない
ときは、お問い合わせください。
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52021年８月21日号●各施設や事業などで行っている新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。

木星と土星を星空案内人と見よう！
日 9月25日㈯ 午後6時30分～8時
※雨天・曇天中止。
人 50人程度
場 参 当日、直接しながわ中央公園西側エ
リア〈下神明駅側〉（西品川1－28）へ
※小学3年生以下は保護者同伴。
問しながわ中央公園管理事務所

（☎5740－5037 Fax5740－5044）

講　座
しながわ防災学校　事業所コース
職場での備えは万全ですか。事業所の防
災力を高めるための取り組みを学びます。
●講座参加型〈オンライン〉
日 9月29日㈬ 午後2時～5時
内 事業所における初動対応、事業継続の
計画検討、事業所として実施する日頃か
らの備えや教育・訓練　など
人 BCP（事業継続計画）の策定を検討し
ているか、策定中の区内事業所
●出張型
区内事業所に講師が出張して防災の講演
を行います。
日 10月1日㈮～4年3月31日㈭の1日（2
時間程度）
内 災害対応に必要な基礎知識、事業所と
しての初動対応、事業所における事業継
続から1つを選択
人 区内に事業所を置く事業者2社（抽選）
※オンラインでの実施も可。
──────── 共通 ────────
申 9月10日㈮までに、しながわ防災学校
ホームページ HP bousaigakkou.city.
shinagawa.tokyo.jp/の専用フォーム
か 、電話で サ イ エ ン ス ク ラ フ ト ☎
6380ー9062へ 
問 防災課啓発・支援係

（☎5742－6696 Fax3777－1181）

わかもの向け就業支援セミナー「わかり
やすい＆おもいが伝わる履歴書・職務
経歴書の書き方」〈オンラインセミナー〉
採用選考における応募書類の役割や職
務経歴書の記載方法など、「相手目線」で

「わかりやすい」応募書類作成のポイン
トをお伝えします。
日 9月18日㈯ 午前10時～11時
講 青木多香子（キャリアコンサルタント）
人 39歳以下の就職活動中、就業中か就職
活動を始めようとしている方25人（先着）
※申込者限定のオンラインセミナーで
す。詳しくは、わかもの・女性就業相談
コーナーホームページ HP www.shina
gawa-shigoto.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

環境学習講座
「海洋プラスチックごみについて考えよ
う～今、各地の海で起きていること」
日 9月25日㈯ 午後2時～3時30分
場 荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内 発生メカニズム、日本各地の現状、影
響・対策など
講 池上喜代壱（O

オーダブリュエス

WS理事）
人 中学生以上の方30人（先着）
申 問 9月21日㈫までに、電話で環境情報
活動センター☎・Fax5755－2200へ
※同センターホームページ HP shinaga
wa-eco.jp/からも申し込めます。

空き家セミナー＆個別相談会
〈第一部と二部はオンライン同時開催〉

テーマ 講師
●第一部（講義）
①家族のこと、
家族史の作成

中村昌史
（青い鳥代表取締役）

②相続と空き家
三科弘正

（ 相続ファシリテー
ター協会事務局長）

③空き家のリス
クと活用術

印南俊祐
（ジェクトワンシニア
マネージャー）

●第二部（ワークショップ）
エンディングノートを使ったワークショッ
プ
●第三部（個別相談会）
日 9月25日㈯ 午後2時～4時
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
人 空き家所有者（予定者含む）など
会場受講＝30人、オンライン受講＝100人
申 9月24日㈮までに、ホームページの専
用フォームか電話で、住所、氏名、電話番
号、Eメールアドレスをジェクトワン（☎
6427－9832 HP peatix.com/group/
2042020）へ
問 住宅課（☎5742－6777 Fax5742－6963）

高齢者のための料理教室「夏の疲れ
をとって秋の薬膳で免疫アップ！」
日 9月16日㈭ 午前11時～午後1時
場 きゅりあん（大井町駅前）
内 豚と長芋のみそ焼き、帆立きのこごは
ん、れんこんのくるみ酢サラダ、豆乳汁、
季節の果物
人 60歳以上の方12人（先着）
￥ 1,000円
持ち物／マスク、エプロン、三角巾、食器
用・台ふきん各1枚、筆記用具
運営／品川栄養士会
申 問 9月10日㈮までに、電話で健康課健
康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－
6883）へ
※マスク、手袋（当日配布）を着用して調
理します。

第2回　外国人採用・定着セミナー
〈オンラインセミナー〉
日 9月15日㈬ 午後6時～8時
内「～外国人雇用の実践方法を学ぶ（1）
～外国人留学生（高度外国人材）の受け入
れを成功させる3つのポイント」
講 千葉祐大（キャリアマネジメント研究
所代表理事）
人 区内にある中小企業の経営者・人事担
当者など20人（先着）
※申込方法など詳しくは、中小企業支援
サイトHP 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

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

立正大学文学部公開講座　江戸の魅力
〈オンライン同時開催〉

日程（全5回） テーマ・講師

9月29日㈬
江戸時代の俳句
伊藤善隆（同大学文学部
教授）

10月6日㈬

江戸の表玄関・品川の護
り
寺門雄一（品川区庶務課
文化財係係長）

10月13日㈬
浮世絵美人の化粧・髪型
村田孝子（国際文化学園
美容考古学研究所所長）

10月20日㈬

日本におけるビール業の
形成
牛米努（明治大学兼任講
師）

10月27日㈬
江戸の教育、明治の教育
石山秀和（同大学文学部
准教授）

※時間は午後6時～7時30分。
場 立正大学（大崎4－2－16）
人 16歳以上の方（抽選）
①会場型＝95人 ②オンライン型＝300人
申 問 ①は9月13日㈪（必着）までに、往復
はがきに「江戸の魅力〈会場型〉」とし、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を
文化観光課生涯学習係（〠140－8715
品川区役所☎5742－6837 Fax5742－
6893）へ。②は9月13日㈪までに、区
ホームページの電子申請で申し込み
※会場型も電子申請での申し込み可。

品川区発達障害・思春期サポート事
業　「発達特性の理解と対応ステップ
アップ講座」〈オンラインセミナー〉
日 10月2日㈯、11月6日㈯、12月4日㈯ 
午後1時30分～4時
講 上原芳枝（リソースセンターone代表
理事）
人 90人（先着）

申 9月28日㈫までに、Eメールで講座名、
希望日程（複数可）、氏名、電話番号、E
メールアドレスをパルレ moushikomi
@npo-parler.comへ
※オンライン参加が難しい方は、パルレ
☎5793－7081までご連絡ください。
問 障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

東京医療保健大学パートナーシップ
講座〈オンラインセミナー〉
日 9月25日㈯ 午後1時30分～3時
内「新型コロナウイルスと生きるPart2～
明るい未来までもう少し!?～」
講 菅原えりさ（東京医療保健大学教授）
人 16歳以上の方200人程度
申 9月15日㈬までに、区ホームページの
電子申請で申し込み
問 文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）

立正大学心理学部公開講座
〈オンライン講座〉
日 9月18日㈯ 午後3時30分～5時
内「コロナ禍のメンタルヘルスを考える
－心的トラウマとしてのコロナ－」
講 湯野貴子（臨床心理士）、沼初枝（立正
大学心理学部教授）
人 16歳以上の方300人（抽選）
申 9月7日㈫までに、区ホームページの
電子申請で申し込み
問 文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）

移動支援従業者養成研修（通学形式）
知的障害により単独での外出が困難な方
へのサポートをするガイドヘルパーにな
りませんか。
日 9月25日㈯・26日㈰、10月2日㈯
午前9時～午後5時（全3回）
人 16歳以上で、全日程に参加できる方
15人（抽選）
※区内在住か在勤・在学の方を優先。
￥ 1,500円（テキスト代）
場 申 9月15日㈬（必着）までに、往復はが
きで講習会名、住所、氏名（ふりがな）、年
齢、電話番号を障害者地域活動支援セン
ター（〠142－0064旗の台5－2－2心
身障害者福祉会館内☎5750－4996 
Fax3782－3830）へ
※募集要項は心身障害者福祉会館、障害
者福祉課（本庁舎3階）、地域センター、文
化センター、図書館などで配布。心身障
害者福祉会館ホームページからダウン
ロードもできます。
問 障害者福祉課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

以下は広告欄です。内容については、各広告主にお問い合わせください。
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運動指導者養成セミナー
日 9月11日㈯・18日㈯・25日㈯
午後2時～4時（全3回）
場 南大井文化センター（南大井1－12－6）
内 健康ストレッチと筋力トレーニング

（講義・実技）
人 区内在住か在勤で全回出席できる方
15人（抽選）
￥ 1,000円（資料代など）
申 問 8月31日㈫までに、電話で健康課健
康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－
6883）へ　※事前の検温、マスクの着用
にご協力ください。

募　集
品川区障害者作品展　出展作品募集

部門 仕様

書道
半切紙（348㎜×1,365㎜）以
下で台紙などに貼る
※額付きも可

絵画
10号（530㎜×455㎜）以下
で台紙などに貼る
※額付きも可

手工芸
縦×横×高さ各50㎝以内で搬
入出用の入れ物に入れる
※倒れないようなものとする

日 11月19日㈮～25日㈭
※21日㈰・23日㈷を除く。
場 障害児者総合支援施設（南品川3－7－7）
人 区内在住か在勤で、身体障害者手帳・
愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお
持ちの方か、区内の障害者福祉サービス
などを利用している方

申 問 8月23日㈪～10月8日㈮（必着）に、
障害者福祉課・区内障害者福祉施設など
で配布する申込用紙を同課障害者福祉係

（〠140－8715品川区役所本庁舎3階☎
5742－6707 Fax3775－2000）へ郵送
かFAX、持参
●作品受付・返却は障害児者総合支援施
設です
作品受付／10月26日㈫～28日㈭
作品返却／12月1日㈬・2日㈭

「しながわ地域貢献活動展」参加団体
を募集します
区内で活動している団体の皆さんの、地
域課題解決に向けた取り組みや情報など
を動画や冊子で発信します。地域や他団
体とのつながりを持ちたい団体の応募を
お待ちしています。
参加方法／①活動紹介動画への出演
②団体紹介冊子への情報掲載
※①②両方への参加可。
申 問 8月31日㈫までに、電話で地域活動
課協働推進係（☎5742－6693 Fax5742
－6878）へ　※詳しくは、しながわすま
いるネットホームページ HP www.shina
gawasmile.netをご確認ください。

子育て自主グループ支援事業
利用グループを募集します
乳幼児から思春期のお子さんの保護者を
対象とした子育て学習会や講座などを、
区に代わって開催するグループを募集し
ます。

テーマ／乳幼児の成長と親のかかわり、
思春期の子との親子関係など
日 内 11月30日㈫～4年3月10日㈭に、原
則として1回の講座（学習会など）を開催す
るグループに委託料（上限50,000円）の支
払い
※委託料使途は講師謝礼・保育者謝礼・
会場使用料・事務用消耗品費など。
人 次にあてはまるグループ5団体（選考）

・5人以上で構成され、代表者と半数以上
が区内在住か在勤・在学である
・乳幼児～思春期の子どもの親が会員と
なって活動しているか子育て支援などの
活動をしている　など
※詳しくは区ホームページをご覧いただ
くか、お問い合わせください。
申 問 9月6日㈪（必着）までに、子ども育成
課・児童センターで配布する申請書を同
課育成支援係（〠140－8715品川区役所
第二庁舎7階☎5742－7823 Fax5742－
6351）へ郵送か持参

助　成
アスベストの除去工事費を助成します
助成対象／アスベスト除去工事費
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やマンション
の管理組合など
助成額／除去工事費の3分の2（上限戸建
て50万円、共同住宅等100万円／棟）
助成件数／2件（先着）
※今年度のアスベスト分析調査費助成の
募集は終了しました。

●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。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
件数／4件（先着）
問 環境課指導調査係

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

太陽光発電システムを設置する際に
要する経費の一部を助成します
●区民の方への助成
助成額／3万円／kW（上限9万円）
助成予定件数／30件（先着）
人 次の全てにあてはまる方

・機器設置工事が完了し、機器の設置日
が3年4月1日以降である
・区内在住で住民税を滞納していない
・工事対象住宅に居住している
・工事対象住宅の所有者か賃借人（賃借
人の場合は所有者から工事などの承諾を
得ている）
・過去にこの制度に基づく助成を受けて
いない
申 問 4年3月18日㈮（必着）までに、環境
課で配布する申請書を同課環境管理係

（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎
5742－6949 Fax5742－6853）へ郵送
か持参
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。
※予算額に到達した時点で受け付け終了。

令和4年5月1日、戸越公園内にオープンする予定の「品川区立環境学
習交流施設」の愛称を募集したところ、220件の応募がありました。
子どもから高齢者まで多世代が親しみやすく、覚えやすい愛称とし
て寺田琉利さん（10歳）の応募作品「エコル」が採用され、検討会の意
見を参考に地域名を加えた「エコルとごし」に決定しました。

環境学習交流施設「エコルとごし」とは
戸越公園の豊かな自然や体感を重視した展示物をはじめ、環境を楽しみながら学ぶことができる施設
です。また、公園内の一施設として、区民の皆さんや公園利用者の皆さんの憩いと交流の場として利用
できます。施設の概要など詳しくは、区ホームページをご覧ください。
所在地／豊町2－1－30（戸越公園内）
交通／大井町線戸越公園駅・下神明駅　各徒歩7分

問い合わせ  環境課環境推進係（☎5742－6755 Fax5742－6853）

品川区立環境学習交流施設の
愛称が決まりました

北側外観イメージ

自立訓練事業とは「自分らしく暮らすために」をテーマに、一人
ひとりに合った仕事や生活方法、社会との関わり方を練習する場
です。

開設日時  月～金曜日午前9時30分～午後3時
訓練内容   軽作業、机上課題、通所訓練、調理訓練、専門職に

よる指導　など
対　　象   障害者手帳をお持ちの方や高次脳機能障害の診断

がある方
利用料金  1回800円程度（課税世帯の場合）

※所得によって1カ月あたりの利用料金の上限が異なります。

利用までの流れ  

※利用を検討されている方は無料で体験できます。詳しくはお問
い合わせください。

①
相談受付

②
障害福祉サービス

利用の申請

③
契約・利用開始

場所・問い合わせ  心身障害者福祉会館
（旗の台5－2－2☎3785－3322 Fax3785－3353）

防水板設置工事助成
大雨による浸水被害を防ぐた
め、住宅・店舗・事務所などの出入り口
に防水板を設置しておくと安心です。
助成内容

個人＝設置費用の4分の3
法人＝設置費用の2分の1
※品川区に住民登録している方か登記後
1年以上の法人は上限100万円。その他
は上限50万円。

雨水利用タンク設置助成
屋根に降った雨水をタン
クにためると、浸水被害の軽減につ
ながるほか、植物の水やりなどにも
有効活用できます。
助成内容

タンク本体購入費と設置工事費の合
計の2分の1（上限5万円。そのうち設
置工事費の上限は1万5千円）

雨水浸透施設設置助成
宅地内のますや、ますを
つなぐ排水管を浸透式
に変更することで、浸水
被害の軽減につながりま
す。
助成内容

設置工事費の一部（上限
40万円）

助成制度の利用には事前申請が必要です。助成条件や申込方法など詳しくは、区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。

浸透管 浸透
ます

浸水被害を軽減するまちづくりの助成制度を利用してみませんか浸水被害を軽減するまちづくりの助成制度を利用してみませんか

問い合わせ  河川下水道課水辺の係（☎5742－6794 Fax5742－6887）

エコルとごし

令和4年5月
オープン予定

愛称の意味
「エコな活動をする＝エコる」をカタカナにして「エコル」としました。エコにつながる活動が広く伝わ
り、品川区の中心に位置する戸越の地から、活動の輪や施設を通して生まれる交流の輪が広がってほし
いという願いが込められています。

愛称



●�現在、国から供給されるワクチン量が減少し、当初予定の接種予約枠を制限せざるを得ない状況です。なお、次回の新規予約受付の再開は、8月23日㈪
午前9時からコールセンター、午前10時からWEBで予定しています。今後の新規予約受付については、事前に区ホームページ等でお知らせします。

電子＝区ホームページから電子申請可　 DL＝申請書などは区ホ−ムペ−ジからダウンロ−ド可　⃝費用の記載がないものは無料　⃝対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

72021年８月21日号●各施設や事業などで行っている新型コロナウイルス感染予防対策にご協力ください。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
日ごろ受診されている医療機関に電話でご相談ください。
�（発熱等の症状がない場合も、不安な症状がある方は、日ごろ受診されている医療機関にご相談ください。）

症状に応じて、地域の身近な医療機関をご案内します。
●東京都発熱相談センター	☎5320－4592　　受付時間／24時間（土・日曜日、祝日を含む毎日）
　�対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タイ語、フランス語、ポルトガル
語、スペイン語

新型コロナウイルスに関する感染の予防、感染不安などの相談に対応します。
●品川区電話相談窓口　☎5742－9108　
　受付時間／月～金曜日午前9時～午後5時（祝日を除く）
●東京都電話相談窓口　  0570－550571�Fax5388－1396
　�（日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ミャンマー語、タ
イ語、フランス語、ポルトガル語、スペイン語対応）�

　受付時間／午前9時～午後10時（土・日曜日、祝日も実施）
●厚生労働省の電話相談窓口　  0120－565653�Fax3595－2756
　受付時間／午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日も実施）

感染拡大に伴う不安や生活への影響について、外国人
の方の相談に対応します。
※14言語に対応（やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナ
ム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、ヒンディー語、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア語）
●東京都多言語相談ナビ　
☎6258－1227　
受付時間／午前10時～午後4時（土・日曜日、祝日を除く）

かかりつけ医が
いる方

かかりつけ医が
いない方

外国人の
方で
不安に
思う方

発熱等の
症状が
ある

発熱等の
症状が
ない

症状に適した、かかりつけ医
となる医師を紹介します。

品川区医師会かかりつけ医紹介窓口�☎3450－6676
荏原医師会�かかりつけ医紹介窓口�☎5749－3088

　受付時間／午前9時～午後5時
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

問い合わせ �
保健予防課感染症対策係（☎5742－9153�Fax5742－9158）

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

電話番号 03−6633−2433　 FAX番号 03−6684−4845＊
受付時間 午前9時～午後5時（火曜日は午後7時まで）

※土・日曜日、祝日を含む毎日開設。　※英語・中国語も対応。
＊FAXは言語・聴覚障害の方のための専用番号です。その他の方のご利用はご遠慮ください。
※電話番号のかけ間違いが多くなっています。番号をよくご確認のうえおかけください。

電話番号 0120−761770　 受付時間 午前9時～午後9時

随時、新しい情報に更新しています。
区ホームページ

「新型コロナウイルス
ワクチン接種に
ついてのお知らせ」

品川区における新型コロナウイルスワクチン接種に関する様々な相談をお受けします。

接種後に副反応の症状が見られた場合、医療職が相談をお受けします。
	 電話番号 03−6258−5802　 受付時間 24時間対応

国における新型コロナウイルスワクチン施策等に関する相談をお受けします。

（日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、ビルマ語（ミャンマー語）、タイ語、
フランス語、ポルトガル語、スペイン語対応）

海外渡航の予定がある方を対象に、新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）の申請を受け付けています。原則、即日発行します。

●右記の全てに
　あてはまる方

●�次のいずれかにあてはまる方は、
窓口・郵送申請ともに別途書類が
必要です

・旅券に旧姓・別姓・別名（英字）
が記載されている ➡ 旧姓・別姓・別名（英字）が確認できる本人確認書類（旧姓など

が併記された運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し
・代理人による申請をする ➡ 委任状　※同一世帯員の場合でも必要

●窓口で申請する方
必要書類／1.旅券（パスポート）
　　　　　	2.接種券（接種済証）か接種記録書
受付窓口・時間（祝日を除く）／
・戸籍住民課（本庁舎3階）�・荏原第一地域センター
　日～金曜日午前8時30分～午後5時（火曜日は午後7時まで）
・地域センター
　月～金曜日午前8時30分～午後5時
・大井町・品川区目黒行政サービスコーナー
　月～金曜日午前8時～午後7時（日曜日は午前10時～午後3時）
　※土曜日は受け付けできません。

●郵送で申請する方
必要書類／1.交付申請書、2.旅券（パスポート）の写し、3.接種券（接種済証）
か接種記録書の写し、4.返信用封筒（切手の貼付不要）、5.返送先の住所が記
載された本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）の写し
※交付申請書は左記の各窓口で配布するほか、区ホームページからダウン
ロードもできます。
郵送方法／朱書きで封筒の表面に「新型コロナワクチン接種証明書」、裏面に
返送用の宛先を記載し、必要書類を同封のうえ戸籍住民課ワクチン接種証明
担当（〠140－8715品川区役所）へ

対象者

必要書類
・

申請方法

新型コロナワクチン接種証明書（ワクチンパスポート）について海外渡航用

1. 海外渡航の予定がある 2. 有効期限内のパスポートを持参できる 3. 品川区の接種券でワクチンを接種済み

8月10日時点の情報です新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

問い合わせ

申請書に「渡航予定国
名」と「渡航予定日」を
記載します。

№ 会場 日程 曜日 回数 開始時間 定員（抽選） 金額
① 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

12月2日～
12月23日

木

各4回
		9:45

各30人

各2,000円
② 11:45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

10月7日～
12月23日 12回 13:45 6,000円

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

11月25日～
12月23日 各5回

		9:45
各2,500円

⑤ 11:45
⑥ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

11月5日～
12月24日 金 各8回

		9:45
各4,000円

⑦ 11:45
※時間は1時間。

高齢者や低体力者を対象とした「プールで歩く運動」です。プールで歩く運動
は、膝や腰に負担をかけずに効果的に行えます。泳いだり、プールに顔をつけた
りすることはありません。	
申込方法・問い合わせ／9月7日㈫（必着）までに、往復はがきで教室名、№、住
所、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、電話番号を品川健康センター（〠140－
0001北品川3－11－22☎5782－8507	Fax5782－8506）へ
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果表が必要です。

水中散歩教室



8 2021年８月21日号

しながわ2020スポーツ大使

古紙を配合した再生紙を使用しています

●次号予告 9月1日号 ⃝がん検診　⃝地震や風水害に備える　ほか

人間の能力の可能性に
心揺さぶられる

パラスポーツから
多様性を学ぼう

　パラリンピックの多くの競技種目は、陸上競技や球技、水
泳など、オリンピックと同じ種目ですが、観戦してみるとまっ
たく違うスポーツだと感じられると思います。例えばサッ
カー。足でボールをつなぎ、ゴールにシュートするという基本
ルールは一緒ですが、視覚障害者が行うブラインドサッカー
では、ボールを見ることができません。仲間の声や音をたよ
りにプレーしなければならないため、視覚以外の感覚を研ぎ
澄ます必要があります。生まれつき障害のある人も、途中か
ら障害のある人も、制約のある中で世界と戦うための技術を
習得する、その地道な努力と精神力はすごい。僕自身も同じ

アスリートとして分かるのですが、練習を行うために毎回義
足をつけるなど面倒くさいことが多々あるんです。それでも
競技をやりたいという強い思いがそこにある。そんな葛藤や
苦悩などを乗り越え、自分の可能性を追求し挑戦しつづけて
きた選手たちのプレー
は、試合の勝敗だけで
なく観るものの心を揺
さぶり、大きな感動を
与えてくれます。

　パラリンピック競技は多様性を学べるところも魅力です。従
来スポーツは、勝敗をフェアに競うためにルールがありますが、
パラスポーツの場合はルールの概念が少し異なります。障害の
ある人は体の動きに制限があるので、ルールがプレイヤーに合
わせて工夫されています。ブラインドサッカーのように視力に
障害があってもサッカーという競技ができるのは、障害がある
なし関係なくみんながスポーツを楽しめるように、競技が様々
に変化し、多様性を受け入れて発展してきたからこそだと思い
ます。そんなパラスポーツの持つ魅力や可能性に注目するのも
面白いと思います。

　僕が注目する競技は、もちろん品川区で応援しているブライ
ンドサッカー！　感覚を研ぎ澄まし、フィールドを躍動する超人
的な選手たちの姿は本当にかっこいい。ほかには走り幅跳び。
ドイツ代表のマルクス・レーム選手は、自身の自己ベストがリ
オデジャネイロオリンピックの金メダル記録を超えているの
で、今大会も注目しています。
　パラリンピックは多様性と可能性を秘めた世界的な祭典で
す。競技を観戦し、パラリンピアンのかっこよさやチャレンジす
る姿勢を見届けてほしい。そしてそれぞれの個性を受け入れる
社会への理解を深め、視野を広げてもらえるとうれしいです。

6月20日㈰・27日㈰、7月4日㈰、しながわ2020スポーツ大使の大前光市さんを講師と
して、ジュニアダンス教室が開催されました。オンラインで生配信されたこの教室には
小学生約270人が参加。ダンスレッスンには障害のある人もない人も楽しめる振り付け
が用意されており、大前さんの動きの真似をして、みんなが楽しそうに踊っていました。
大前さんも子どもたちのパワーに圧倒された様子。「子どもはエネルギーのかたまり。
先に僕の方が疲れてしまいました（笑）。夢はかたちを変えても叶うと信じてほしい。
レッスンを通じて、そのメッセージが伝わるとうれしい」と思いを語ってくれました。

TOKYO 2020

特殊なボールから出るシャカシャカという音や敵陣のゴール裏に立ち、ゴールの位
置・距離・角度を伝えるガイド、ゴールキーパーの声を頼りに、頭の中で周りの状況を
イメージします。まるで全て見えているかのような動きに注目です！

男子予選グループA

初戦 �VS�フランス 8月29日㈰ 午前9時～午後1時
2戦目 �VS�ブラジル 8月30日㈪ 午前9時～午後1時
3戦目 �VS�中国 8月31日㈫ 午前9時～午後1時

品川区オリンピック・
パラリンピック特設サ
イトはこちらから

品 川 区 応 援 競 技

　義足のプロダンサーとして世界で注目を浴びる大前光
市さん。パラリンピックとの関わりも深く、リオデジャネ
イロパラリンピックの閉会式では圧巻のダンスパフォー
マンスを披露しました。その後、2018年に「しながわ
2020スポーツ大使」に就任。東京2020大会の聖火リ
レーでは、出身地の岐阜県でランナーを務めました。
　パラリンピアン同様、世界と戦う同じアスリートとし
て、パラリンピックの意義や魅力をお話いただきました。

スポーツの多様性・可能性を秘めた祭典

を
応援しよう！

 プロフィール
大阪芸術大学でクラシックバレエを学ぶも、
24歳の時、交通事故で左膝下を切断。約10年
間の苦悩と葛藤の日々を過ごす。2008年、世
界的なダンサーであり振付師のアレッシオ・
シルヴェストリンの作品に出演し脚光を浴び
る。2016年リオデジャネイロパラリンピック
閉会式のダンスパフォーマンスで世界を魅了。
また、2017年のNHK紅白歌合戦に出演する
など、活躍の場を広げている。

8月24日㈫〜9月5日㈰開催

五人制サッカー（ブラインドサッカーR）をみんなで
応援しよう 8月29日㈰〜9月4日㈯

試合
スケジュール

©JBFA/H.Wanibe

パラリンピック

会場 青海アーバンスポーツパーク
（江東区青海1－1）

問い合わせ  オリンピック・パラリンピック準備課（☎5742－9109 Fax5742－6585） ※8月10日時点の情報です。

大前光市さん


