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※機種によっては正しく表示されない場合があります。
スマートフォン用

品川区ツイッター
アカウント／shinagawacity

カフェ

パティシエが考案したオリジナル配合の特製

ソフトクリームが看板メニュー。ほかにも、

持ち帰りもできる自家製のスイーツや軽食な

ど、様々なメニューを用意

しています。
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ソフトクリーム350円。

濃厚なのに後味は

さっぱり
フルーツがたっぷりの

シーズナルワッフル1,300円

壁一面にシナモロールと区内のスポットが描かれている店内。かわいさもありながら、家具などをシックなカラーで統一。

世代問わずゆっくりとくつろげる居心地のよい空間が広がります

しながわの観光パンフレットなどを配布し

ています。また、カフェスタッフが区内のお

すすめ観光スポットなどを紹介します。お

気軽にお声掛けください。

様々なパンフレットを配布しています

●しながわ旅本（日本語・多言語版）

●東京品川達人（日本語・多言語版）

●しながわ百景ウォーキングマップ

　（日本語・多言語版）

●しながわみやげパンフレット

●しながわ観光M
マ ッ プ

AP　ほか

11月10日㈯、スクエア荏原内にinfo&cafe SQUAREがオープンしました。

しながわの観光情報の収集や、飲食、地域での交流や談笑の場など、様々な目

的でご利用いただける空間です。自家製にこだわったカフェメニューを楽しみ

ながら、品川区の魅力を探してみませんか。

しながわ観光協会（☎5743－7642 Fax5743－7643）

文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

info ＆ cafe SQUAREinfo ＆ cafe SQUARE

時　間 午前10時～午後6時

定休日 水曜日

場　所 スクエア荏原1階（荏原4－5－28）

☎3783－7200
 http://infoandcafesquare.jp/問い合わせ

観光案内所と観光案内所とカフェが一緒になったカフェが一緒になった

コミュニティ型スペースが誕生！コミュニティ型スペースが誕生！

カフェ

メニュー

旬のフルーツをのせた

タルトは600円から、

焼きたてのワッフルは

800円からいただ

けます

問い合わせ

しながわ
観光大使

しながわ
観光大使

シナモロ
ールが

シナモロ
ールが

お出迎え！お出迎え！

みなさんみなさん

遊びにき
てね！

遊びにき
てね！

観光案内

ブース
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   ご協力ください

■拠点回収

（古着・古布、廃食用油、不用園芸土、小型家電<特定品目>）

12月8日㈯・22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。

■使用済み家庭用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。

  フリーマーケット

■出店者募集

●12月1日㈯ 午前9時30分～午後2時

※雨天時は2日㈰。

募集数／40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

  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」を紹介し、区施

設などに置いてあります。1月号の掲載は、12月18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。希望する方

は電話か店頭で予約してください。

※出品時、住所・年齢の確認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。

定休日／両店とも水曜日

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30分

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）。

●「小型家具」の出品募集と「感謝セール」

日12月2日㈰～8日㈯

※電話台・木製の小引き出し・小型机などで汚れや

破損がないもの。

※出品は1人1回限り5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7時（祝日は午後5時まで）

取扱商品／衣服など日用品

●「婦人コート・パート2」と「箱入陶器」の出品募集

日11月22日㈭～26日㈪ 午後1時～4時

※毛皮のロング丈は除きます。

※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。

問
い
合
わ
せ
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川
区
清
掃
事
務
所
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Fax

  ご協力ください

 フリーマーケット

注射針は薬局へお持ちください

注射針は区では収集しません。「使用済み注射針
回収薬局」の看板のある薬局へお持ちください。

回収時間外に置いていく行為はおやめください。

品川区は「都市鉱山からつくる！みんなのメダ

ルプロジェクト」に参加し、拠点回収などで集

めた小型家電を東京2020大会のメダル製作に

提供しています

拠点回収31カ所のほか、区役所（本庁舎2階、オ
リンピック・パラリンピック準備課）、総合体育館、
戸越体育館、品川図書館、清掃事務所（品川庁舎・
荏原庁舎）の開庁日にも回収しています。

家庭用電気式生ごみ処理機購入費の一部助成
助成額・対象など詳しくはお問い合わせください。

電子

 リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）

  リサイクルショップ「リボン」

31年版ごみ・リサイクルカレンダー

地域センター、図書館、文

化センター、シルバーセン

ター、児童センターなどの

区の施設で配布しています。

区では皆さんの「働きたい！」思いを応援するため、ハローワークなどと連携して就業支援に取り組んでいます。ぜひ、ご利用ください。

商業・ものづくり課就業担当（西品川1－28－3中小企業センター2階☎5498－6352 Fax5498－6338）

職業相談・職業紹介
ハローワーク品川の専門相談員が相談をお受けしま

す。また、応募状況の確認や求人企業への連絡を行い、

求職活動がスムーズに行えるようサポートします。

求人検索
全国のハローワークの求人情報をパソコンで検索で

きます。また、就業センター内の掲示板には、おす

すめの求人が掲示されています。

開設時間／月～金曜日午前9時～午後5時

（祝日・年末年始を除く）

※相談内容によっては時間がかかる場合がありま

す。早めに受け付けをお済ませください。

就業相談コーナー　中小企業センター2階

専門のカウンセラーが就業に関する相談に幅広く柔

軟に応じます。

内容／

●就職・転職活動や仕事上の悩み

● 子育て中の再就職活動（仕事を始めるか迷ってい

る方含む）

●育児・介護・家庭と仕事の両立

●応募書類の添削や模擬面接　など

日時／月・金曜日午前10時～午後5時

火～木曜日午後1時～5時（祝日・年末年始を除く）

※相談時間は1回50分。

対象／39歳以下の方（学生含む）、女性の方

申込方法／／電話で、商業・ものづくり課☎5498－

6334へ

※わかもの・女性就業相談ホームページhttp://www.

shinagawa-shigoto.jp/からも申し込めます。

サポしながわ　中小企業センター1階

☎5498－6357 Fax5498－6358

おおむね55歳以上の方を対象とした無料職業紹介所

です。専門相談員による就業相談、紹介が受けられ

ます。

開設時間／月～金曜日午前9時～午後5時

（祝日・年末年始を除く）

就業支援セミナー
就職活動の基礎から、在職者向けにビジネススキル

アップセミナー、女性向けに就活マナー・印象アッ

プ向上セミナーなどを随時開催しています。

問い合わせ

品川区就業センター わかもの・女性就業支援 高齢者の仕事の相談

中小企業センター1階

☎5498－6353 Fax5498－6354

ハローワーク品川の専門相談員が常駐し、区とハ

ローワークが一体となって運営を行い、地域に根差

した就業支援に取り組んでいます。

●事業所の求人申し込みや雇用保険（失業保険）

関係の手続き、職業訓練関係の相談はハローワー

ク品川（港区芝5－35－3☎5419－8609）で行っ

ています。

●12月7日㈮に「しながわジョブトーク（女性向け

セミナー＆企業交流会）」を開催します。詳しくは商

業・ものづくり課就業担当へお問い合わせください。

●就職面接会

サポしながわ主催の面接会を年間複数回実施して

います。

品川区シルバー人材センター

　区内在住で、60歳以上の健康で働く意欲の

ある方が会員として登録できます。

　10月から「シルバー派遣」事業を開始しまし

た。月10日・週20時間未満の就業です。事務補

助・調理補助・保育補助などの仕事を希望する

方をお待ちしています。

年会費／2,500円

問い合わせ／同センター本部

（☎3450－0711 Fax3471－6187）

高年齢者向け「出張新規登録会」開催

日時／12月3日㈪午前9時～正午

会場／大崎第一区民集会所

　　　（西五反田3－6－3）

対象／おおむね55歳以上の就職希望者

※登録を希望する方は、写真を貼った履歴書をお

持ちください。

問い合わせ／サポしながわ

あなたの“働きたい”を応援します！

シルバー人材センター体験のつどい

仕事の実演コーナー（包丁研ぎ）、おしゃれスカー

フの巻き方講座などを開催します。ぜひご参加

ください。

日時／11月26日㈪ 午前10時～午後3時

会場／荏原第一区民集会所（小山3－22－3）
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住所：品川区戸越1-20-9

「広報しながわ」を
個別配送します

「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
告
〉

人権尊重都市品川宣言25周年

しながわ人権のひろば2018

●女性弁護士による法律相談

時間／①午前9時30分～正午 ②午後1時30分～4時

会場／3階 男女共同参画センター

定員／各5人（先着）

申込方法／12月7日㈮までに、電話で男女共同参画センター（☎5479－4104 Fax5479－

4111）へ

●家庭教育講演会「親と子で考える健康づくり～これからのがん教育について～」

2人に1人が生涯のうちにがんになると言われています。最強最高のがん知識を身につけませんか。

時間／午前10時～正午

講師／中川恵一（東京大学医学部附属病院放射線治療部門長）

定員／1,000人（先着）※手話通訳付き。

託児／2歳～就学前のお子さん40人（先着）　※おやつ代100円。

○託児希望の方は、11月22日㈭までに、電話で庶務課へ。

会場・参加方法／当日、直接大ホールへ

問い合わせ／庶務課庶務係（☎5742－6824 Fax5742－6890）

● 「小学生人権メッセージ」と「中学生人権作文」の各学校代表作品

の朗読

●映画「この世界の片隅に」ＤＶＤ上映会　※字幕付き。

時間／午後1時30分～4時30分

定員／250人（先着）

会場・参加方法／当日、直接小ホールへ

問い合わせ／人権啓発課

●人権擁護委員による人権身の上相談

時間／①午前10時～正午 ②午後1時～3時

会場／第1グループ活動室

定員／各2人（先着）

申込方法／12月7日㈮までに、電話で区民相談室（☎3777－2000 Fax

5742－6599）へ

小中学生人権標語・ポスター展、人権啓発パネル展は、引き続き会

場を変更して実施します。

日時／12月11日㈫～21日㈮午前8時30分～午後5時15分

　　　※21日は午後5時まで。

会場／区役所第二庁舎3階ロビー

12月8日㈯
～10日㈪

きゅりあん（大井町駅前）

人権啓発課（☎3763－5391 Fax3768－5092）

会場

問い合わせ

12月8日㈯～10日㈪

12月8日㈯

12月9日㈰

●小中学生人権標語・ポスター展

●人権啓発パネル展（人権擁護委員の活動紹介など）

●人権をテーマにした複数の啓発ブース

時間／午前9時～午後7時

　　　※10日は午後3時まで。

会場／イベントホール

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人数などを

電話かFAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直接お申し込み

ください。※予約受付は先着順。ただし、繁忙期は抽選、締め切りは

受付開始月の月末（午後6時）。GW期間（31年4月27日㈯～5月5日㈷）

の締め切りは11月末日（午後6時）です。※品川荘の2階客室は、31年

1月7日㈪～3月29日㈮の間、改修工事のため利用できません。

区民の方

（区内在住・在勤・在学）

利用月の6カ月前の1日より
6月分の受付／12月1日㈯より

区民以外の方 利用月の4カ月前の1日より

電話受付 午前9時～午後6時

伊東市広野1－3－17
☎0557－35－0321
Fax0557－35－0345

www.shinagawasou.com/

日光市細尾町676－1
☎0288－54－0988
Fax0288－54－0954

www.korinsou.com/

品川荘 光林荘

※1泊2食付き。1室1名利用の場合は2,160円の割り増し。　※品川荘は、入湯税150円がかかります。

※光林荘Ｂタイプ（室内にトイレなし）は、上記の料金から540円引き。

○ 区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免許証、健康

保険証、社員証など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は、補助は受けられません）。

● 次にあてはまる区内在住の方は上記区民料金から1,000円割引となります。

　 ①乳幼児同伴の父母または養父母（2人まで）②要介護高齢者の家族介護者（2人まで。要介護状態区分「要

介護1～5」）③高齢者（70歳以上）④障害児（者）と同伴の介護者1人（障害の等級など条件あり）

　 ※宿泊時に確認できるもの（乳幼児医療証、介護保険被保険者証写し、身体障害者手帳など）をお持ちください。

利用料金

各施設へお問い合わせください

問地域活動課（☎5742－6687 Fax5742－6877）
乳幼児の子育て、

介護リフレッシュに
保養所をご利用ください！

割引価格でお泊まり
いただけます

※「区民」は区内在住・在勤・在学の方

品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金（税込）
区外料金（税込）

区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 6,260円 8,560円 10,260円

休前日 6,800円 9,100円 10,800円

繁忙期 7,760円 12,340円 14,040円

子ども（小学生）
通年

4,976円 7,560円   8,856円

乳幼児 寝具・食事不要の場合は無料　※食事のみは1,080円、寝具のみは3,000円
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893

　●文化振興係　☎5742－6836　

　●生涯学習係　☎5742－6837

●スポーツ推進課  Fax5742－6585

　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館

〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401

受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館

〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　

Fax3781－6699

区立保育園・幼稚園では、随時保
育体験や子育て相談、園庭開放、
季節の行事などを実施しています。

人区内在住で、保育園・幼稚園に通っていない就学前のお子さんと保護者・祖父母・妊産婦の方
※定員は実施園、実施内容により異なります。
申参加希望日前日の午後5時までに希望の園へ
問実施園、保育課施設・運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

※日程などについて詳しくは各園へお問い合わせください。　※各園の問い合わせ先は区ホームページでご覧ください。

●園庭開放

月～金＝ 八ツ山保、北品川保、東五反田保、冨士見台保、
伊藤保、西中延保、大井保、東大井保

月～土＝平塚保
火～金＝荏原西保
水＝台場保　※26日㈬は除く。
水・金＝荏原保　※14日㈮・21日㈮は除く。
木＝一本橋保
4日㈫＝伊藤幼
11日㈫＝平塚すこやか園、二葉すこやか園

●身体測定

3日㈪＝五反田保（乳児）
4日㈫＝五反田保（幼児）
5日㈬＝西五反田第二保（幼児）
6日㈭＝西五反田第二保（乳児）
12日㈬＝東品川保

●未就園児交流会

7日㈮＝城南幼
●年末お楽しみ会

14日㈮＝小山台保

●もちつきの会

14日㈮＝品川保
21日㈮＝南大井保、八ツ山保
26日㈬＝水神保

●こどもかい

21日㈮＝南ゆたか保
●保育体験

日程など詳しくは各園へお問い
合わせください。

　 保育園・幼稚園をチャイルドステーションとしてご利用ください

　12月に参加できる主な事業 保＝保育園、幼＝幼稚園

日12月16日㈰ 午後2時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
内ビンゴ大会など
※軽食あり。
人ひとり親家庭の親子20人（抽選）
￥300円　
主催／ひとり親家庭福祉協議会
申 問11月30日㈮までに、電話で子ど
も家庭支援課ひとり親相談担当（☎
5742－6589 Fax5742－6387）へ

　ひとり親家庭
　「年末お楽しみ会」

対象／18歳以上の方　※高校生不可。
任用開始／31年4月1日
社会保険など／勤務形態により加入
交通費／区の規定により支給

非常勤職員申込書配布場所／ 1 ～ 10人事課（本庁舎５階）、
保育課（第二庁舎７階）、子ども育成課（第二庁舎７階）
11人事課（本庁舎５階）、庶務課（第二庁舎７階）

※区ホームページからダウンロードもできます。
※申込書の入手が困難な場合は、市販の履歴書での申し込みも可。
申込方法／12月3日㈪（消印有効）までに、区指定の非常勤職員申
込書（写真貼付）に必要事項を記入して、人事課人事係へ郵送か
持参

※市販の履歴書（写真貼付）の場合は、区分（ 1 ～ 9 は勤務を希望
する時間帯、10は「週3日」「週5日」「どちらでも可」も）を記入。

※応募は1人1区分です。
※書類選考、面接があります。
※結果は31年2月中に通知します。
※申込書・履歴書は返却しません。
※勤務条件は現時点での予定です。

区分 勤務場所 勤務内容 勤務時間 勤務日数
報酬

（時給）
任用
期間

採用予定数
（選考）

応募資格 問い合わせ

1

保育園 保育補助業務

7:30～21:00のうち3時間
週5日（月～土曜日） 各

1,200円

1年間

約500人

働く意欲のある方

保育課
保育管理係
☎5742－6597

2 7:30～20:30のうち5時間
若干名

3 7:30～20:30のうち6時間 週4日（月～土曜日）

4 7:30～20:30のうち5時間
週5日（月～土曜日）

1,500円
約190人 保育士資格＊を持ち、働く意欲

のある方
5 16:00～22:00のうち5時間 1,800円

6 7:30～20:30のうち7時間45分 週3日（月～土曜日） 1,500円 約20人

7

幼稚園 保育補助業務

7:30～10:30、14:00～19:30のうち3時間
　（水曜日12:00～19:30のうち3時間）
　（土曜日・休業期7:30～19:30のうち3時間）

週5日（月～土曜日）

1,200円

約20人

働く意欲のある方

8 1,300円
子育て支援員（地域保育コー
ス修了）として認定を受けてお
り、働く意欲のある方

9

7:30～19:30のうち5時間
　（水曜日12:00～19:30のうち5時間）
　（土曜日・休業期7:30～19:30のうち5時間）

1,500円 約30人
幼稚園教諭免許か保育士資格＊

を持ち、働く意欲のある方

10
すまいる
スクール

運営企画・補助
勉強会の企画・
運営、児童指導

月～金曜日（主に13:15～18:15）
土曜日・学校休業日（8:15 ～18:15のうち5時間）

週3日か5日
（月～土曜日）

1,500円 約30人
教員免許か幼稚園教諭免許を
持つ方

子ども育成課
育成支援係
☎5742－6596

11

小・中学校
義務教育
学校

学校事務
月～金曜日8:30～15:30（9:30～16:30の場合あり）
土曜日8:30～12:30（8:30 ～15:30の場合あり）

月平均16日
（月～土曜日）

1,140円 約50人
パソコン操作ができ、働く意欲
のある方

庶務課庶務係
☎5742－6823

＊保母資格のままの方は保育士登録が必要です

問い合わせ／人事課人事係（〠140－8715 品川区役所本庁舎5階☎5742－6628 Fax5742－6872）31年度　非常勤職員募集

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、区内

で開催される文化イベントを通して、新たな区の文化の発掘や伝統

文化の魅力発信をしていきます。

　参加が決定したイベントは、オリジナルのロゴマークを使用できます。また、特製バッ

ジを贈呈します。「しながわ文化プログラム」に参加しませんか。

実施期間 33年3月31日まで

対象 次のいずれかにあてはまる事業で文化的なイベント

 ①区および公益財団法人品川文化振興事業団が主催する事業　

 ②区が共催・後援・協賛・推薦を承認する事業

 ③品川区文化芸術振興協議会が主体的に実施する事業

 ④区民・区内団体が主体的に実施する事業

※参加方法など詳しくは、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。

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）

し な が わ 文 化 プ ロ グ ラ ム区の子育て情報はこちらから
入手できます

問い合わせ／子ども育成課（☎5742－6720 Fax5742－6351）

しながわパパママ応援サイト・アプリ

妊娠・出産、育児に役立つ子育て支援情報や施設マップなど、妊娠期
から子育て中の保護者が知りたい区の子育て情報を発信します。

● スマートフォンはこちらから

city-shinagawa-
kodomomirai.tokyo/

● パソコンはこちらから

2020年に向かって、品川区から東京2020大会をみんなで

盛り上げていきましょう！！

iPhone 端末はこちら Android 端末はこちら
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問各保健センター
キリトリ線

行く前に必ず電話連絡を。
健康保険証を忘れずに！

  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
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30分で終了）

11月23日㈷
25日㈰

品川区医師会休日診療所 北品川 3 － 7 －25 ☎3450－7650

荏原医師会休日診療所 中　延 2 － 6 － 5 ☎3783－2355

品川薬剤師会薬局 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）

11月23日㈷

　　　ふじいクリニック 西大井 4 －15－ 4 ☎5718－1417

　　　すずき歯科五反田Ｇタワ－クリニック 西五反田 1 － 7 － 1 ☎3492－8020

　　　荏原グランアート歯科医院 荏　原 7 － 5 － 3 ☎3787－8888

　　　篠原接骨院 西大井 2 － 4 －19 ☎3775－2407

荒川接骨院 中　延 4 － 5 －21 ☎3787－9520

11月25日㈰

　　　浅野医院 大　井 6 －21－ 5 ☎3771－2692

西元歯科医院 東五反田 1 －21－ 8 ☎3449－2345

トミヤマ歯科クリニック 旗の台 5 －14－ 3 ☎5498－1184

つじ接骨院 南品川 2 － 8 －13 ☎3471－0263

昭和通り接骨院 西中延 2 － 9 －13 ☎3788－7470

  土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時30分で終了）

11月24日㈯
　　　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

小

小

内

内

内

内

小

小

小

小

歯

歯

歯

歯

骨

骨

薬

薬

応 急 診 療 所
小内 ＝内科 ＝小児科 歯 ＝歯科 骨 ＝接骨 薬 ＝薬局

※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。

骨

骨

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。

乳がん検診（予約制）＊…34歳以上の女性（偶数年齢時）
※29年4月1日より視触診はなくなりました

各医師会、契約医療機関
検診車

子宮がん検診＊…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

20歳からの健診…20～39歳
※30年度まで16～19歳の女性も受診可

対象年齢が
重なった方
は、どれか
1つを選択

胃がん内視鏡検診（予約制）＊
…50歳以上（偶数年齢時）

胃がんリスク検診＊…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）＊
…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＊
…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…20～39歳 各歯科医師会へ電話で事前連絡

結核検診（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＝国保医療年金課高齢者医療係（☎5742－6736 Fax5742－6741）

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

＊受診券あり

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   7日㈮   5日㈬ 21日㈮
うつ病あんしん相談 21日㈮   5日㈬ 26日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫ 18日㈫ 12日㈬
児童思春期のこころの相談   5日㈬ 13日㈭ 27日㈭

保健センターのこころの健康専門医相談 12月

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）　 ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）

　☎5272－0303 Fax5285－8080 　　　☎＃7119　IP電話などは☎3212－2323

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～午後11時　土・日曜日、祝日／午前9時～午後11時

健康ガイド
〠140－0001  北品川3－11－22  

☎3474－2225　Fax3474－2034
品川保健
センター

〠140－0014  大井2－27－20  

☎3772－2666　Fax3772－2570
大井保健
センター

〠142－0063  荏原2－9－6  

☎3788－7016　Fax3788－7900
荏原保健
センター

骨盤ケア・腱
けんしょうえん

鞘炎予防など、産後の体にやさしい運動を助産師が指導します。
日12月20日㈭、31年1月10日㈭・24日㈭ 午前10時～11時30分（全3回）
場大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
人区内在住か在勤で、生後1～3カ月の乳児と母親15組（先着）
※同室での見守り託児あり（6人先着）。
申問12月5日㈬（必着）までに、往復はがきかFAXに「産後ママのボディケア第7クー
ル」とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話・FAX番号、Eメールアドレス、見
守り託児希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・月齢を子ども育成課庶務係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6692 Fax5742－6351）へ

日12月20日㈭午後1時30分～3時30分
内グループリハビリと交流
講師／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難病の方と家族20人（先着）
場 申問電話で、大井保健センター☎3772－2666へ

妊婦の方や初めてのお子さんを持ったお母さんのための交流の場です。
日①12月3日㈪午前10時30分～正午 ②12月17日㈪午前10時30分～正午
内①クリスマスリース作りと交流会
②産前産後のバランスボールエクササイズと交流会
講師／①小瀧美行（フラワーアレンジメント講師）
②高橋葉子（マドレボニータ認定産後セルフケアインストラクター）
人区内在住で、初めての妊娠22週以降の方各10人、初めてのお子さんが0歳児の親
子各10組（先着）　※②は運動制限のない方。
￥①500円（フラワーアレンジメント代）
場 申問電話か直接、①は水神児童センター（南大井5－13－19☎3768－2027 Fax

3768－2056）、②は三ツ木児童センター（西品川2－6－13☎・Fax3491－1005）へ

　自分でできる産後ママのボディケア（第7クール） 電子 　難病の方のためのリハビリ教室

　プレママ・プチママタウン2

眼科の救急診療
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

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、診療
をお待ちいただくか他院を紹介する場
合があります。

キ
リ
ト
リ
線

食欲の秋、読書の秋、そして健診の秋。過ごしやすいこの

時期に健診を受診し、健康状態を確認しましょう。健診結

果を元に生活習慣を見直すことで生活習慣病を予防でき、

医療費も抑制できます。

受診期間／31年1月31日㈭まで

受診方法／4月下旬に送付した受診券・問診票・保険証を持っ

て、区内契約医療機関へ　

※土・日曜日に受診できる医療機関もあります。

※受診券が見当たらない場合は再発行もできます。

問い合わせ／国保医療年金課保健指導係

（☎5742－6902 Fax5742－6876）

受診はお早目に受診はお早目に
国保基本健診！国保基本健診！
受診はお早目に
国保基本健診！ 保険料が年金から差し引かれている方以外は、口座振替が原則

です。毎月支払いに行く手間が省け、支払い忘れの心配もあり

ません。

口座振替日／毎月末（月末が金融機関休業日の場合は翌営業日）

○口座振替新規申し込みキャンペーン！

期間中に国保医療年金課の窓口で口座振替の登録をした方に、「マイクロファイバーモコモコ

ふきん」をプレゼントします。　※数に限りがあります。

1年に2回、6月と11月に郵送しています。11月中旬に30年度後

半（11月期～3月期分）の納付書5枚を郵送しました。お近くの

金融機関、ゆうちょ銀行、区役所、地域センター、コンビニエン

スストアをご利用ください。

無料
国民健康保険料は納期限までにお支払いください

問い合わせ／国保医療年金課収納係（☎ 5742－6678 Fax5742－6876）

12月2日㈰～28日㈮

国民健康保険料の

お支払いは

口座振替が原則です

納付書でのお支払い
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4月からの保育園・地域型保育の

利用申し込みを受け付けています

人 31年2月3日までに生まれた（生まれる
予定の）お子さん
申込期限／12月14日㈮　
申込書など配布場所／保育課入園相談係

（第二庁舎7階）、認可保育園
申 申込書と必要書類を保育課入園相談係
か希望する園のうち最上位の既存の認可保
育園へ持参

●4月1日開設予定の認可保育園

基本開園時間／午前7時30分～午後6時30
分　※延長夜間保育あり。

名称（仮称） 所在地 対象・定員

チャイルドマイン
ダー小山台東

小山台
1－25

0～5歳児
73人

はぐはぐキッズ
中延

中延3－13
0～5歳児

80人

空のはねこども園
はたのだい

旗の台2－6
0～5歳児
59人＊1

ウィズブック保育
園西五反田

西五反田
3－8－8　1階

0～5歳児
101人

不動前えほん
保育園

西五反田
3－12－12 
1・2階

0～5歳児
73人

大井町えほん
保育園

東大井
5－21－9

0～5歳児
73人

こころしながわ
えばら保育園

中延2－6
0～5歳児

107人

なぎさ通り保育園
南品川
2－15

0～5歳児
67人

みらいく東大井園
東大井
4－12

0～5歳児
60人

まなびの森保育園
品川シーサイド

東品川
4－11

0～5歳児
80人

太陽の子西五反田
保育園

西五反田
7－19－1 2階

0～5歳児
60人

ほうさん保育園
（公設民営）＊2

豊町
3－5－31

1～5歳児
105人

＊1 空のはねこども園はたのだいの初年度
の募集は、0～3歳児39人となります。
＊2 ほうさん保育園の開設期間は、開設か
ら5年間（予定）となります。
問 保育課入園相談係（第二庁舎7階☎
5742－6725 Fax5742－6350）

相続説明会

～相続に備える、資産を生かす～

相続の基礎知識や相続税について解説しま
す。

日 12月20日㈭午後2時～4時
場社会福祉協議会（大井1－14－1）
講師／原田豊行（税理士）　
人 30人（先着）
申 問 12月19日㈬までに、電話で品川成年
後見センター（☎5718－7174 Fax6429－
7600）へ

「わかりやすい国保」「こんにちは国保

です4月号」に広告を掲載しませんか

品川区国民健康保険被保険者の方を対象
に発行している、①国民健康保険制度パン
フレット「わかりやすい国保」と、②国民
健康保険広報紙「こんにちは国保です4月
号」に掲載する広告を募集します。
広告掲載時期／31年4月
発行予定部数・料金・色／

①8万部・3万円から・カラー
②7万部・7万5千円から・カラー
申 問 12月25日㈫（必着）までに、国保
医療年金課（本庁舎4階）で配布する申
込書と原稿の見本を同課保険事業係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6675 
Fax5742－6876）へ郵送かFAX、持参

※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。

園芸講座「お正月の寄せ植え」

梅を中心に華やかな花をふんだんに使った
寄せ植えを作ります。
日 12月18日㈫ 午後2時～4時　
場こみゅにてぃぷらざ八潮

（八潮5－9－11）
講師／山口昌哉（プランツ・モジュール代表）
人中学生以上の方15人（抽選）
￥1,500円　
持ち物／園芸用手袋、エプロン
申 問11月28日㈬（必着）までに、往復はが

きで講座名、参加者の住所・氏名・年齢・
電話番号を環境情報活動センター（〠140－
0003八潮5－9－11☎・Fax5755－2200）へ
※ shinagawa-eco.jp/からも申し込め
ます。
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ファイル情報 
〠140－8715広町2－1－36（第二庁舎6階）
●文化観光課  Fax5742－6893

　●文化振興係　☎5742－6836　

　●生涯学習係　☎5742－6837

●スポーツ推進課  Fax5742－6585

　●地域スポーツ推進係　☎5742－6838

●品川区スポーツ協会・総合体育館

〠141－0022東五反田2－11－2　
☎3449－4400　
Fax3449－4401

受付時間 : 午前9時～午後7時  
※土・日曜日、祝日は午後5時まで。

●戸越体育館

〠142－0042
豊町2－1－17
☎3781－6600　

Fax3781－6699

マンション管理士・一級建築士を

派遣します

内マンション管理士＝マンションの維持管
理や管理組合の運営についての相談
一級建築士＝マンションの大規模修繕につ
いての相談
※1回2時間程度。土・日曜日も可。
人区内にある分譲マンション管理組合
※1組合につき各3回まで。
申 問 電話で、住宅課住宅運営担当（☎
5742－6776 Fax5742－6963）へ

都市計画案の縦覧

都市計画案を縦覧します。この案に意見のあ
る方は、意見書を提出することができます。
日 12月4日㈫～18日㈫
内 ①東京都市計画地区計画の決定（戸越
六丁目東地区）【品川区決定】
②東京都市計画用途地域の変更（補助29号
線沿道（戸越公園区間南側））【東京都決定】
③東京都市計画高度地区の変更（補助29号
線沿道（戸越公園区間南側））【品川区決定】
④東京都市計画防火地域及び準防火地域
の変更（補助29号線沿道（戸越公園区間
南側））【品川区決定】
⑤東京都市計画公園の変更（第5・5・25
号目黒公園）【東京都決定】
⑥東京都市計画公園の変更（第3・2・19
号小山台公園）【品川区決定】
縦覧場所・意見書の提出先・問

②⑤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☎
5388－3225）
※縦覧のみ品川区都市計画課でも可。
①③④⑥品川区都市計画課（区役所本庁
舎6階☎5742－6760 Fax5742－6889）
●①～④の説明会を開催します

日 12月3日㈪午後7時～8時30分
場大原小学校（戸越6－17－3）
問①都市開発課（☎5742－6962 Fax5742－
6942）、②～④都市計画課（☎5742－6760
 Fax5742－6889）
●⑥の説明会を開催します

日 11月29日㈭午後7時～8時30分
場小山台小学校（小山台1－18－24）

問公園課公園建設担当
（☎5742－6801 Fax5742－9127）

環境影響評価書案の

縦覧・意見書の提出・説明会

●環境影響評価書案の縦覧

事業名／（仮称）品川駅北周辺地区1街区、
2街区、3街区、4街区開発事業
縦覧・閲覧期間／11月21日㈬～12月20日
㈭
縦覧・閲覧場所／環境課（本庁舎6階）、
品川図書館、品川第一・大崎第一・大崎第
二・荏原第三・荏原第五地域センター、東
京都環境政策課（都庁第二本庁舎19階）
●意見書の提出

評価書案について意見書を提出できます。
提出期間／11月21日㈬～31年1月4日㈮
（消印有効）
提出方法／事業名、住所、氏名、意見を
東京都環境政策課（〠163－8001東京都
環境局都庁第二本庁舎19階☎5388－
3406）へ郵送か持参

●事業者説明会

日第1回＝12月10日㈪午後7時～8時30分
第2回＝12月15日㈯午前10時～11時30分
場東海大学高輪キャンパス

（港区高輪2－3－23）
────────共通────────
問東京都環境政策課☎5388－3406
品川区環境課

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

飼い猫の不妊・去勢手術費の一部を

助成します 電子

対象／品川区に住民登録をしている方の生
後6カ月以上の飼い猫
※1世帯2頭まで。
助成（先着）／去勢（オス）＝4,000円、40
頭、不妊（メス）＝8,000円、55頭
※獣医師会でも同額を助成。
助成方法／区指定の動物病院で、31年2月
1日㈮～28日㈭に手術を受けたときに、手
術料金から助成金額を差し引き
申 問 12月3日㈪～31年2月8日㈮に、生活
衛生課で配布する申請用紙を同課庶務係

（〠140－8715品川区役所本庁舎7階☎
5742－9132 Fax5742－9104）へ郵送か
持参

講座・講演

　29年中のHIV感染者・エイズ患者報告数は全国で1,389

人、都内では464人でした。HIV感染者は20～30歳代に

多く、エイズ患者は30～40歳代に多くなっています。

　HIVに感染すると、平均10年でエイズを発症するといわ

れています。感染初期は症状がなく、検査を受けないと

感染の有無はわかりません。現在では早期に治療を始め

ることにより発病を遅らせられるようになり、日常生活へ

の影響も少なくなりました。

　保健センターではHIV抗体や性感染症の検査を無料・

匿名で受けられますので、感染が気になる方は早めにご

相談ください。

12月1日は世界エイズデーです

●エイズ情報コーナー

保健センター、図書館、児童センターなどでパン

フレットなどを用意して、情報を提供しています。

●電話相談（HIVと人権・情報センター）

　日本語相談　☎3292－9090

　 月～木曜日午前9時～午後9時、金曜日午前

9時～午後6時、祝日午後2時～5時

　 ※同じ番号で、金曜日午後6時～9時、土・

日曜日午後2時～5時は「ぷれいす東京」が

相談を受けます。

　HIV感染者・家族（パートナー）専用相談

　☎5259－0619

　月曜日 午後4時～7時（祝日を除く）

　セクシャル・マイノリティ専用相談

　☎5259－0750

　第2・4土曜日 午後7時～9時

　英語相談　☎5259－0256

　第1土曜日 正午～午後3時

●聴覚・言語障がい者専用FAX相談

　Fax5259－0643（24時間受付）

11月16日㈮～12月15日㈯はエイズ予防月間です

HIV抗体検査（予約制）

品川保健センター（北品川3－11－22）

荏原保健センター（荏原2－9－6）

日時／偶数月第1木曜日 午前9時～10時

会場・申込方法／／電話で、同センター☎3474－2225へ

日時／奇数月第2火曜日 午前9時30分～10時

会場・申込方法／／電話で、同センター☎3788－7013へ

問い合わせ／保健予防課（☎5742－9153 Fax5742－9158）

感染の機会から2カ月以上経ってから受けてください。そ

れ以前では正確な結果がでません。

家に侵入してくる

ネズミにご用心！
　天井裏でゴソゴソ走る音がする、室内で食べ物や石けん

がかじられている時などは、ネズミによる被害が考えられます。

　この時期、ネズミは暖かい場所を好むため、家の中に侵入してくる

ことが増えます。ネズミ対策で大切なことは次の3つです。

①エサになるものは片付ける

 ・ 生ごみは蓋付きの容器に入れましょう。三角コーナーや台所の排水

トラップのごみはその日のうちに片付けましょう。

  ・    食べ物は出したままにせず、戸棚や冷蔵庫の中にしまいましょう。

食べるものがある環境では、毒エサをしかけてもなかなか食べて

くれません。

②巣を作らせない

     ・ 家の中ではなるべく荷物を積んだりせず、物陰を作らないようにし

ましょう。

  ・ 紙くず、ビニール袋、段ボールなど、巣の材料になりそうなものは

出したままにせず、片付けるようにしましょう。

常に整理整頓を心がけることが大切です。

③侵入口を塞ぐ

  ・ 1.5㎝ほどの隙間や穴でも侵入口となります。家の壁などに隙間や穴

がないか点検し、あれば塞ぐようにしましょう。

 ・ ドアや窓を開けっ放しにしないようにしましょう。

問い合わせ／生活衛生課医薬環境衛生担当

（☎5742－9138 Fax5742－9104）

お知らせ！
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中途失聴・難聴者サポーター養成講座

聞こえにくい悩みを持った方の支援方法を
学び、関わりの中で役立ててみませんか。
日 31年1月9日～2月27日の水曜日
午後1時30分～3時30分（全8回）
人 区内在住か在勤で、18歳以上の健聴の
方20人（抽選）
場 申 問 12月17日㈪（必着）までに、往復

はがきで講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、在勤の方は勤務先名・住
所を心身障害者福祉会館（〠142－0064
旗の台5ー2ー2☎5750－4996 Fax3782－
3830）へ郵送か持参

認知症サポーターレベルアップ事業

日 12月8日㈯ 午後2時～3時30分
場ＮＴＴ東日本関東病院

（東五反田5－9－22）
内「うたごえサロン開催！～認知症ケアに
音楽を活

い

かす～」
講師／廣瀬めぐみ（音楽療法士）
人区内在住か在勤の方35人（先着）
申 問電話で、上大崎在宅介護支援センター

（☎3473－1831 Fax3473－1554）へ

メイプルカルチャー講座

現在募集中の講座です。定員になり次第締
め切ります。
①時短・カンタン！すてきなおばんざい料

理教室

日 11月30日㈮、12月21日㈮
午前10時～正午（全2回）
※全3回のうち、2回目からの途中入会。
※託児無料。要予約。
人 24人（先着）　￥6,600円（教材費込）
②日本舞踊坂東流

日 11月30日～12月21日の金曜日
午後1時30分～3時15分（全4回）
※全10回のうち、7回目からの途中入会。
人 15人（先着）　￥6,000円
③T

ト ラ イ

RY！ダイエットエクササイズ

～ソフトエアロ・ストレッチ・筋トレ～

日 12月1日～22日の土曜日
午前10時～11時15分（全4回）
※全10回のうち、7回目からの途中入会。
人 18人（先着）　￥5,200円
④鎌倉彫

日 11月26日～12月17日の月曜日
午後1時～3時（全4回）
※全10回のうち、7回目からの途中入会。
人 12人（先着）　￥8,530円（教材費込）
⑤土曜日に学ぶ実用書道～毛筆・ペン字

日 11月24日㈯、12月1日㈯・15日㈯
午後6時～8時（全3回）
※全6回のうち、4回目からの途中入会。
人 14人（先着）　￥6,746円（教材費込）

────────共通────────
場①きゅりあん（大井町駅前）
②～⑤メイプルセンター（西大井駅前）
申 問電話で、メイプルセンター（☎3774－
5050 Fax3776－5342）へ

第8回城南・ふれあいフォーラム

延焼遮断帯計画道路と住宅密集地の防
災、空き家などに関連したフォーラムを
開催します。
日 12月15日㈯ 午後1時30分から
場東京工業大学（目黒区大岡山2－12－1）
申 11月30日㈮までに、FAXかEメール

でフォーラム名、住所、氏名、年齢、電
話番号、参加人数を日本建築家協会城
南 地 域 会（Fax3473－9526 bureau
@jia-johnan.jp）へ
○電話での申し込みは建築課事務調査
係へ。
問建築課事務調査係

（☎5742－6767 Fax5742－6898）

品川＆早川ふるさと交流

ゆく年くる年プラン

山里の早川町で年越しをしませんか。
日 12月31日㈪～31年1月6日㈰のうち
1泊
宿泊／町営ヘルシー美里（山梨県・温泉）
人区内在住の方
￥6,750円、小学生以下5,620円

（1泊2食付き宿泊費・プログラム参加費・
消費税込）
申宿泊日の1週間までに、電話かEメール

でヘルシー美里（☎0556－48－2621
info@hayakawa-eco.com）へ
問地域活動課市町村交流担当

（☎5742－6856 Fax5742－6877）

いきいきウオーキング

山手線新駅を見に行こう

日 12月2日㈰ 午前9時～正午（ゴール
最終受付）　※雨天決行。
コース／城南第二小学校～天王洲アイ
ル～高輪台～総合体育館　※約7.5㎞。
￥100円
参当日午前9時～9時30分に、費用を持っ
て、直接城南第二小学校（東品川3－4－
5）へ
※参加スタンプホルダー（首にかける名
札）をお持ちの方は持参してください。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

催　し

五反田文化センタープラネタリウム
場問同センター（〠141－0031西五反田6－5－1☎3492－2451
Fax3492－7551 shinagawa-gotanda-planetarium.com/）

　★12月のプラネタリウム

特別投影などの回を除き開催しています。詳しくはホームページをご覧いただく

か、お問い合わせください。
日 内土・日曜日・祝日①午前11時＝小学3年生以下親子向け投影

②午後1時30分 ③午後3時30分＝特集のお話

○ヒーリングプラネタリウム＝7日㈮午後7時。

※24日㉁、29日㈯～31年1月3日㈭は休館。
人各86人（先着）　※小学生未満は保護者同伴。
￥各200円、4歳～中学生50円　観覧方法／当日、直接会場へ

★お昼のくつろぎプラ
ネタリウム（無料）
日水・木曜日
午後0時35分～50分

  1 特別投影
　　「林完次の星空散歩」

日12月8日㈯

午後3時30分～5時
人小学生以上の方86人（抽選）
￥300円、小・中学生100円

  2 天体観望会「プレアデス星団」

プラネタリウムの投影のみ開催します。
日12月21日㈮ 午後6時30分～7時30分

講師／松谷研、宮坂憲央
人60人（抽選）

※中学生未満は保護者同伴。

申1は11月27日㈫、2は12月11日㈫（必着）までに、往復はがき（4人まで）
で講座名、住所、電話番号、参加者全員の氏名（ふりがな）・年齢を同センター
へ　※定員に満たない場合は、1は11月29日㈭、2は12月13日㈭午前10時
から電話受け付け（先着）。

共
通

高齢者や低体力者を対象とした、プールで歩く教室です。膝や腰に負担をかけず

に効果的に運動ができます。　※泳いだり、プールに顔をつけることはしません。

水中散歩教室

番号 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）

31年1月10日
～3月28日

木

各
11回

 9:45 各
80人

各
5,500円② 11:45

③
日野学園温水プール

（東五反田2－11－2）
10回 13:45 70人 5,000円

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

各
11回

 9:45 各
60人

各
5,500円⑤ 11:45

⑥ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

1月4日
～3月29日

金

各
13回

 9:45 各
80人

各
6,500円

⑦ 11:45

⑧
豊葉の杜学園温水プール

（二葉1－3－40）
各

13回

 9:45
各

60人⑨ 11:45

※時間は1時間

申問12月3日㈪（必着）までに、往復はがきで教室名、番号、住所、氏名（ふりが

な）、年齢、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票が必要です。

レッツ スポーツ

税に関するお知らせ

1 配偶者控除の見直し

2 配偶者特別控除の見直し

税務課課税担当（☎5742－6663～6 Fax5742－7108）問い合わせ

合計所得金額
住民税控除額

控除対象配偶者 老人控除対象配偶者

900万円以下 33万円 38万円

900万円超950万円以下 22万円 26万円

950万円超1,000万円以下 11万円 13万円

配偶者の合計所得金額

納税義務者の合計所得金額

900万円以下
900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円

90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円

95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円

100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円

105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円

110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円

115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円

120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円

合計所得金額900万円（給与収入1,120万円）を超える納税義務者の配偶者控除

および配偶者特別控除については、控除額が徐々に減少し、合計所得金額1,000

万円（給与収入1,220万円）を超えた時点で控除の対象外となります。

配偶者特別控除について、配偶者の所得制限の上限が合計所得金額76万円（給

与収入141万円）未満から合計所得金額123万円以下（給与収入201.6万円未満）

に引き上げられました。

住民税の控除額

青色申告決算書・収支内訳書の書き方などについて説明を行います。品川税務署

と荏原税務署が合同で開催します。

日時 対象者 会場

11月26日
㈪

10:00～12:30 事業所得者
国民生活センター会議室

（港区高輪3－13－22）
※品川税務署の後ろの建物です

14:00～16:30 不動産所得者

11月27日
㈫

10:00～12:30 不動産所得者

14:00～16:30 事業所得者

日時／12月6日㈭

①法人事業者向け＝午前10時30分～11時15分

②個人事業者向け＝午後2時30分～3時15分

会場・申込方法・問い合わせ／12月3日㈪までに、電話で品川税務署（港区高輪3

－13－22☎3443－4171 ①は法人課＜内線323＞、②は個人課＜内線414＞）へ

31年度以降の住民税において、

配偶者控除と配偶者特別控除が見直されます

消費税軽減税率制度説明会
～具体的事例と適格請求書など保存方式（インボイス制度）～

決算説明会



12月最終の収集日
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● 人事行政の運営状況
● マイセルフ品川プラン（素案）
● 品川区空き家等対策計画（素案）
● 障害者週間・記念のつどい

スマホで読める！ 
広報しながわ
デジタルブック配信中！

「カタログポケット」このアイコンが目印▶

災害発生時に医療関係機関と協力して、

緊急医療救護所と学校医療救護所を設置します

　発災直後からおおむね72時間までは、多くの傷病者が大きな病院に殺到し、

病院が機能しなくなることが予想されます。

　そこで、区では、区内病院7カ所（下表）の病院前に緊急医療救護所を設置し、

医療関係機関の協力を得て、傷病者のトリアージ＊と軽傷者の応急処置を行います。

　大規模災害発生時には、診療所などの医療従事者は緊急医療救護所などでの救

護活動に当たるため、多くの診療所などは休診となります。

○緊急医療救護所設置病院一覧

病院名 所在地

第三北品川病院 北品川3－3－7

品川リハビリテーション病院 北品川5－2－1

NTT東日本関東病院 東五反田5－9－22

東京品川病院 東大井6－3－22

昭和大学病院 旗の台1－5－8

旗の台病院 旗の台5－17－16

昭和大学病院附属東病院 西中延2－14－19

　発災後おおむね72時間以降から1週間程度までは、区内13カ所の学校（下表）

の保健室などに学校医療救護所を設置します。

　学校医療救護所は、地域医療が回復するまでの間、地域住民の方に医療機能を

提供することを目的に、医療関係機関の協力を得て、地域における傷病者の治療や

被災者の健康管理を行います。学校医療救護所は、区内13地区にそれぞれ1カ所を

あらかじめ定めていますが、学校などの被災状況を勘案した上で設置を行います。

○学校医療救護所一覧

学校名等 所在地

品川学園 北品川3－9－30

城南小学校 南品川2－8－21

第一日野小学校 西五反田6－5－32

三木小学校 西品川3－16－28

浜川中学校 東大井3－18－34

山中小学校 大井3－7－19

ウェルカムセンター原 西大井2－5－21

後地小学校 小山2－4－6

第二延山小学校 旗の台1－6－1

京陽小学校 平塚2－19－20

源氏前小学校 中延6－2－18

豊葉の杜学園 二葉1－3－40

八潮学園 八潮5－11－2

開設の目安

医療救護所

緊急医療救護所（病院の前に設置）

13カ所7カ所

緊急医療救護所 学校医療救護所

　区では、東日本大震災を契機として、防災対策を最重点施策
と位置付けて「自助」「共助」「公助」の考え方に基づく防災体
制や災害対策について検討・整備を行ってきました。
　昨年度、最新の知見をもとに、「品川区地域防災計画」を全
面的に修正し、その中で、現時点における大規模災害発生時の
医療救護体制について整理を行いましたのでお知らせします。

区内一斉防災訓練

大きな地震に備えましょう！！
※訓練開始のサイ

レンが鳴ります。

大きな地震の発生を想定し、各地域で一斉に避難所の開設や運営の訓

練が行われます。この機会に家庭での備えや地震時の行動などを確認

しましょう。

品川学園、御殿山小、台場小、城南小、浅間台小、城南第二小、東海

中、第一日野小、日野学園、第三日野小、第四日野小、芳水小、三木

小、大崎中、立会小、鮫浜小、浜川小、鈴ケ森小、浜川中、鈴ケ森中、

山中小、伊藤学園、大井第一小、ウェルカムセンター原、伊藤小、冨

士見台中、小山台小、後地小、荏原第一中、荏原第六中、第二延山小、

清水台小、京陽小、スクエア荏原、中延小、延山小、宮前小、荏原平

塚学園、戸越台中、大原小、上神明小、戸越小、杜松ホーム（旧杜松小）、

豊葉の杜学園、旧荏原第四中、明晴学園

※区民避難所は町会・自治会ごとに指定しています。

問い合わせ／防災課啓発・支援係（☎5742－6696 Fax3777－1181）

訓練を実施する区民避難所

12月9日㈰午前10時～正午

問い合わせ／品川区清掃事務所　品川庁舎（☎3490－7051 Fax3490－7041）
　　　　　　　　　　　　　　　荏原庁舎（☎3786－6552 Fax3783－5780）

燃やす
ごみ

月・木曜日地区 30日㈰

火・金曜日地区 28日㈮

水・土曜日地区 29日㈯

資源

月曜日地区 30日㈰ 木曜日地区 27日㈭

火曜日地区 25日㈫ 金曜日地区 28日㈮

水曜日地区 26日㈬ 土曜日地区 29日㈯

●八潮パークタウン・大森駅前住宅

燃やす

ごみ

月・水・金曜日
地区

30日㈰

火・木・土曜日
地区

29日㈯

※午前8時（早期収集地区は

午前7時30分）までに決めら

れた場所に出してください。

※年始は31年1月4日㈮から

通常通り収集します。

※分別されていないごみ・資

源は回収できません。

※月曜日が燃やすごみと資

源の収集日にあたる地区は、

30日㈰に収集します。

年末のごみ・資源収集スケジュール

災害時における
傷病者への対応

発災 72時間

学校医療救護所（学校の中に設置）

1週間程度 1カ月程度超急性期超急性期 急性期急性期 亜急性期亜急性期

陶 器・
ガラス・
金属ごみ

第
１
・
３
収
集
地
区

月曜日地区 17日㈪
第
２
・
４
収
集
地
区

月曜日地区 24日㉁

火曜日地区 18日㈫ 火曜日地区 25日㈫

水曜日地区 19日㈬ 水曜日地区 26日㈬

木曜日地区 20日㈭ 木曜日地区 27日㈭

金曜日地区 21日㈮ 金曜日地区 28日㈮

土曜日地区 15日㈯ 土曜日地区 22日㈯

健康課（☎5742－6744 Fax5742－6883）
防災課（☎5742－6695 Fax3777－1181）

問い合わせ

＊トリアージとは

多数の傷病者が発生した場合に、傷病の緊急度や重症度

に応じて、治療の優先度を決めることです。重症者から

優先的に治療することができ、一人でも多くの命を救う

ことにつながります。

傷病者の重症度がわかるように体に取り付けられる札

（トリアージタグ）


