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まち歩きアプリ“ココシル品川・大森貝塚”で歴史散歩
区の観光スポットなどをAR（拡張現実）機能＊を使ってより分かりやすく紹介したり、ス
タンプラリーなどを楽しんだりできるアプリ「ココシル品川」。その姉妹版アプリ“ココ
シル品川・大森貝塚”を使って、区の魅力をより知ってみませんか。スマートフォンで
手軽に楽しめます。
＊カメラなどを使って現実の空間に絵や情報などを重ね合わせて表示する手法。

9月21日に教育特集号も発行しています

　僕たちの遊び場、大森貝塚遺跡庭園。今日はスマートフォンを持っていつもとは違う探検へ。
スマートフォンをかざしながらぐるりと巡ってみると、画面の中には縄文時代の風景があちこちに。

「この近くは海だったの？」「縄文時代の家？」「土器ってこんな風に使っていたんだ」。
　今と昔の風景をつなぐ時間は新発見の連続。お気に入りの遊び場ってすごい場所なんだなと、
ちょっと誇らしく思いました。

・・スタンプラリーに参加するには「ココシル」アプリ（無料）のダウンロードが必要です
・・使用できる端末：ios11以上のiPhoneまたはiPad/Android6.0以上のスマートフォンまたはタブレット端末

大森貝塚の 今 と 昔 を
“ココシル品川・大森貝塚”でつなぐ

QRコードを読み
取ってWebサイ
トへアクセス

「ココシル」アプリ
をダウンロード

「ココシル」
アプリを起動

ココシルセレクト（地域
選択画面）で【ココシル
品川・大森貝塚】を選択

無料

ココシル品川・大森貝塚－大森貝塚のポータルサイト
https://omori-kaizuka.kokosil.net/でもご覧いただけます。

大森貝塚遺跡庭園  

大井6－21－6
開園時間  午前9時～午後5時

（7・8月は午後6時まで、11～2月
は午後4時まで）

指定スポットでスマートフォンをかざすと
縄文時代の様子が画面に映ります

さあ、次の
スポットへ

AR画面の中に入ってポーズ。
まるで縄文時代へタイムスリップ
したみたい

歴史館で縄文土器
を見学
歴史館 縄文土器器

おもしろそう！

ココシルアプリ利用方法

わくわくするね！探検へ
出発！

地層の回廊を
じっくりと観察

大森貝塚
遺跡庭園
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【ココシル品川・大森
貝塚】で大森貝塚を
楽しもう！

問い合わせ／品川歴史館（☎3777－4060 Fax3778－2615）
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就学時健康診断を実施します

小学校・義務教育学校（前期課程） 平成26年4月2日～27年4月1日に生まれた方

中学校・義務教育学校（後期課程） 平成20年4月2日～21年4月1日に生まれた方
区では義務教育9年間の一貫教育を行い、中学1年生を7年生、2年生を8年生、3年生を9年生としています。

　3年4月に小学校・中学校・義務教育学校の新1・7年生になるお子さんがいる家庭へ、9月末までに希望申請票と学校案内
パンフレットを送ります。
　通学区域外の小学校・中学校・義務教育学校に入学を希望する方は、10月30日㈮（郵送の場合は10月31日㈯消印有効）
までに希望申請票を学務課へ提出してください。
※通学区域は、学校案内パンフレットか区ホームページをご覧ください。
●指定された通学区域の学校に入学を希望する場合は、希望申請票の提出は不要です
なお、義務教育学校6年生に在籍しているお子さんがいる家庭にも、学校案内パンフレットなどのお知らせを送ります（希望申
請票は同封しません）が、引き続き在籍校で進級する場合は、手続きは不要です。詳しくは学校案内パンフレットをご覧ください。

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級数） 学校公開日

城南 3471－7919 130人（4） 10/16㈮・17㈯
浅間台 3474－2727 60人（2） 10/16㈮・17㈯
三木 3491－0404 90人（3） 10/16㈮・17㈯
御殿山 3441－0814 90人（3） 10/3㈯・17㈯
城南第二 3471－7481 90人（3） 10/16㈮
第一日野 3492－6258 90人（3） 10/16㈮・17㈯
芳水 3491－1555 130人（4） 10/2㈮・3㈯
第三日野 3441－6452 130人（4） 10/17㈯
第四日野 3491－1281 90人（3） 10/3㈯・17㈯
台場 3471－3397 60人（2） 10/17㈯
日野学園 3441－3209 90人（3） 10/15㈭～17㈯
品川学園 3474－2671 130人（4） 10/16㈮・17㈯
大井第一 3771－5240 130人（4） 10/12㈪
鮫浜 3765－2844 90人（3） 10/17㈯・19㈪
山中 3772－3006 60人（2） 10/2㈮・3㈯
立会 3474－3424 90人（3） 10/17㈯
浜川 3761－0530 130人（4） 10/2㈮・3㈯
伊藤 3771－5331 90人（3） 10/5㈪
鈴ケ森 3763－6631 130人（4） 10/17㈯
伊藤学園 3771－3374 90人（3） 10/2㈮・3㈯
八潮学園 3799－1641 90人（3） 10/3㈯
京陽 3781－4775 60人（2） 10/3㈯

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級数） 学校公開日

延山 3781－3806 60人（2） 10/3㈯
中延 3781－4016 60人（2） 10/2㈮・3㈯
小山 3781－0044 60人（2） 10/8㈭～10㈯
第二延山 3781－1348 90人（3） 10/15㈭～17㈯
後地 3781－0890 90人（3） 10/16㈮・17㈯
清水台 3781－4841 60人（2） 10/2㈮・3㈯・5㈪
小山台 3712－7587 60人（2） 10/8㈭
荏原平塚学園 3782－7770 90人（3） 10/2㈮・3㈯
大原 3781－4487 60人（2） 10/3㈯
宮前 3781－4386 60人（2） 10/16㈮
源氏前 3781－4348 60人（2） 10/3㈯
戸越 3781－2856 90人（3） 10/3㈯・16㈮・17㈯
旗台 3785－1687 60人（2） 10/17㈯
上神明 3781－4792 60人（2） 10/2㈮・3㈯
豊葉の杜学園 3782－2930 90人（3） 10/16㈮・17㈯

令和3年度の学校選択の手続きが始まります

新1・7年生の入学対象者 学校選択を行うにあたって

学校改築について（小学校） 学校改修について（中学校）

就学援助の新入学学用品費を入学前に支給します

入学する学校を選択できます

2年4月に入学した方から、学校を選択できる良さを保ちながら「地域とともにある学校づくり」を
推進し、また遠距離通学を解消するため、学校選択制を「ブロック内の選択」から通学区域が隣り合っ
ている（隣接している）「隣接校選択」に変更となりました。詳しくは区ホームページをご覧ください。
施設の状況などにより、通学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように設けます。

小学校・義務教育学校に新1年生として入学する方を対象に各校で11月頃に行います。詳しくは希望
申請票に同封するお知らせをご覧ください。就学時健康診断票も一緒に送ります。

※ は義務教育学校。
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、参観対象者を限定するなど密になら
ないよう各校スケジュールを組んでいます。各校の詳しい公開内容は、希望申請
票に同封する「学校公開日程表」や各校ホームページをご覧いただくか各校へお
問い合わせください。
〇学校へお越しの際は、次のことへご協力ください。
　①検温してからの来校　②マスク着用　③手指消毒か手洗い
　④体調が悪い時は来校を控えていただく
※日程、時間、内容は変更となる場合があります。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各校にご相談ください。抽選となった場合の受け入れ優先順位

学校選択制見直しの経過措置 通学区域見直しの経過措置 

1学級は、小学校35人、中学校
40人までですが、入学後の転
入者枠を除いた人数を受け入れ
可能人数としています。
希望申請の結果、希望者が受け
入れ可能人数を超えた場合、通
学区域外の希望者については公
開抽選とし、日時と結果は該当
者に郵便でお知らせします。

小学校
義務教育学校（前期課程）

　区では、特色ある学校づくりと学校選択制を柱に、教育改革を進めています｡ 学校を選択するにあたっては、保護者の皆さんに学校を
より多く知っていただくことが何より大切です｡ そのため区内の小学校・中学校・義務教育学校では学校公開を行っています。
　この機会にぜひ、学校の様子をご覧ください。

※ は義務教育学校。
〇新型コロナウイルス感染症の影響により、参観対象者を限定するなど密にならないよう各校スケジュール
を組んでいます。各校の詳しい公開内容は、希望申請票に同封する「学校公開日程表」や各校ホームページ
をご覧いただくか各校へお問い合わせください。
〇学校へお越しの際は、次のことへご協力ください。
　①検温してからの来校　②マスク着用　③手指消毒か手洗い　④体調が悪い時は来校を控えていただく

※日程、時間、内容は変更となる場合があります。
※公開日以外の日にご覧になりたい場合は、各校
にご相談ください。

受け入れ可能人数を
超えた場合は、

抽選を行います

　学校案内パンフレットや各校のホームページなどで、学校の特
色や取り組み状況を紹介しています。また、学校公開を行います
ので、参加して学校の雰囲気などをご確認ください。
　災害時の子どもの安全の確保や、実際に毎日歩く通学路の距離
も考えて学校を選択してください。なお、安全の面から自転車通
学は禁止しています。

　就学援助は、区内在住で公立小・中・義務教育学校へお子さんを通学させている家庭に、学用品
費や給食費などを援助する制度です（所得制限あり）。
　新入学を迎える家庭の負担軽減のため、希望する家庭に、援助費目のうち新入学学用品費について、
入学前に支給します。詳しくは、新１年生については、希望申請票に同封するお知らせをご覧ください。
申請書も一緒に送ります。また、新７年生については、6年生で就学援助が認定されている方を対象に、
第３回目支給時に支給します。

改築工事予定は、次のとおりです。

学校名 設計 校舎改築
工事 新校舎使用開始 グラウンド等

整備完了予定 備考

城南小学校 完了 完了 使用中 3年1月末
後地小学校 完了 完了 使用中 3年1月末

鮫浜小学校 完了 工事中 3年9月より 4年5月末 現校舎の一部と仮設
校舎を使用中

浜川小学校 完了 工事中 6年4月より
（新校舎の一部は3年9月より） 7年7月

第四
日野小学校

実施
設計中 3年度より 5年夏頃 8年秋頃

2年12月頃より準備
工事（プール解体）
を行う

　浜川中学校では、学校改築のため2年度から3年度にかけて設
計を、4年度より校舎改築工事を行う予定です。
　戸越台中学校は、戸越台特別養護老人ホームとあわせて、現
在、校舎整備などの改修工事を行っており、工事の終了は令和
3年度末を予定しています。工事期間中は、校舎内の施設や校
庭が全部または一部（時期によって異なります）使用できなく
なるなど、学校生活や部活動に制限を受けることがあります。
なお、給食室についても3年度の夏季休業中から3カ月程度の工
事期間を予定しており、給食の提供を2学期開始から2カ月程度
停止しますので、この期間は弁当の持参をお願いします。

各校とも、校舎改築・改修工事の時期や内容は、今後変更する場合があります。

無抽選受け入れ 通学区域

第1順位 隣接する通学区域内に居住し、兄姉が在籍
（兄弟姉妹優先＊1）

第2順位 隣接する通学区域内に居住（兄姉在籍なし）
＊1  入学を希望する小学校（1～5年生）か義務教育学校　 （1～8年生）に兄姉が

在籍し、同一校に通学させる方

経過措置期間中は、旧制度（ブロック制）での選択対象校を希望
できます。
経過措置期間／
●元年度までに隣接校以外の学校に入学した兄姉が在籍する間
　＝【抽選時の受け入れ優先順位は第1順位】
● 旧制度の選択範囲の学校希望者で兄姉が在籍していない場合は、

2年間（2～3年度入学）＝【受け入れ優先順位は隣接校希望者に
次ぐ順位】

新入生 変更となる方は、経過措置期間中は旧通学区域の学校を希望できます。
経過措置期間／
●元年度までに旧通学区域の学校に入学した兄姉が在籍する間　　
　＝【無抽選受け入れ】
●兄姉が旧通学区域の学校に在籍していない場合は2年間（2～3年度入学）
　＝【受け入れ優先順位は兄弟姉妹優先に次ぐ順位】

在校生 原則として在籍校へ引き続き卒業まで通うものとします。

無抽選受け入れ 通学区域、同じ義務教育学校（前期課程）在籍者

第1順位 兄弟姉妹が在籍（兄弟姉妹優先＊2）

第2順位 希望する学校の連携校に在籍し、その学校の通学区域外に居住（連携グループ在籍優先）

第3順位 区内全域

新入生 変更となる方は、経過措置期間中は旧通学区域の学校を希望できます。
経過措置期間／
●元年度までに旧通学区域の学校に入学した兄弟姉妹が在籍する間
　＝【無抽選受け入れ】
●兄弟姉妹が旧通学区域の学校に在籍していない場合は2年間（2～3年度入学）
　＝【受け入れ優先順位は兄弟姉妹優先に次ぐ順位】
在校生 原則として在籍校へ引き続き卒業まで通うものとします。

詳しい受け入れ順位については、
学校案内パンフレットか

区ホームページをご覧ください。

問い合わせ  学務課（第二庁舎7階☎5742－6828 Fax5742－0180）

区内全域から入学する中学校・義務教育学校（後期課程）を希望できます。
施設の状況などにより、通学区域の内外を合わせた受け入れ可能人数を次のように設けます。

中学校
義務教育学校（後期課程）

抽選となった場合の受け入れ優先順位

通学区域見直しの経過措置 

＊2    希望する中学校（7・8年生）
に兄姉が在籍・義務教育
学校（1 ～8年生）に兄弟
姉妹が在籍し、同一校に通
学させる方

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級数） 学校公開日

荏原第六 3781－7776 105人（3） 10/17㈯
戸越台 3781－6250 105人（3） 10/3㈯・5㈪～9㈮
日野学園 3441－3209 145人（4） 10/15㈭～17㈯
伊藤学園 3771－3374 185人（5） 10/2㈮・3㈯
八潮学園 3799－1641 145人（4） 10/3㈯
荏原平塚学園 3782－7770 145人（4） 10/2㈮・3㈯
品川学園 3474－2671 145人（4） 10/16㈮・17㈯
豊葉の杜学園 3782－2930 145人（4） 10/14㈬・15㈭・17㈯

学校名 電話 受け入れ可能人数
（学級数） 学校公開日

東海 3471－6951 145人（4） 10/16㈮・17㈯

大崎 3491－6623 105人（3） 10/17㈯、
10/12㈪～17㈯部活動見学

浜川 3761－1014 145人（4） 10/6㈫～9㈮
鈴ケ森 3765－2849 185人（5） 10/16㈮・17㈯
冨士見台 3772－0900 105人（3） 10/19㈪～24㈯
荏原第一 3785－1680 185人（5） 10/2㈮
荏原第五 3781－5643 145人（4） 10/3㈯・5㈪～9㈮



日 ＝日時・期間  場 ＝会場・場所  内 ＝内容  講 ＝講師  人 ＝対象・定員  ￥ ＝費用・料金  参 ＝参加方法  申 ＝申込方法  問 ＝問い合わせ  ＝E-mail  HP＝ホームページ（http://  https://）

4 2020年９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。

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。
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● 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

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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   2日㈮ 14日㈬ 16日㈮
うつ病あんしん相談 23日㈮ 14日㈬ 28日㈬
高齢期のこころの相談 27日㈫ 27日㈫   9日㈮
児童思春期のこころの相談   7日㈬   8日㈭ 14日㈬

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）10月

問 各保健センター

がんの夜間相談窓口
日 10月16日㈮　受付時間／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（☎5742－6743 Fax5742－6883）

思春期家族教室（予約制）
不登校・ひきこもりなどの対応につい
て学び合います。相談に心理士が助言
します。
日 10月5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

ひきこもりシリーズ学習会
日 10月22日㈭ 午後1時30分～3時30分
内「アンガーマネジメント その怒りは
何のため？」
人 家族などの不登校・ひきこもりでお
困りの方15人（先着）
場 申 問 電話で、大井保健センター☎
3772－2666へ

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
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30分で終了）

9月21日㈷
22日㈷
27日㈰

内 小
内 小

薬
薬

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
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）

9月21日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

ふじいクリニック 西大井4－15－4 ☎5718－1417
古屋歯科医院 大井2－12－1 ☎6303－8267
まぶち歯科医院 旗の台5－6－7 ☎3788－8211
ケアステ－ション鍼伮・整骨院 大井1－45－4 ☎3771－2727
昭和通り接骨院 西中延2－9－13 ☎3788－7470

9月22日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

おりしきみつるクリニック 東大井2－19－11 ☎5762－2789
大井町駅前歯科クリニック 大井1－23－4 ☎6809－9961
西小山歯科クリニック 小山6－6－8 ☎3781－4664
品川接骨院 南品川4－17－8 ☎3458－1993
上條接骨院 二葉2－8－9 ☎3786－7949

9月27日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

岩端医院 大井1－55－14 ☎3775－1551
平松クリニック 南大井6－17－7 ☎3298－6107
柿﨑歯科医院 旗の台4－7－2 ☎3785－3282
大井整骨療院 大井3－26－8 ☎3772－5847
押田接骨院 小山2－8－13 ☎3787－8036

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）

9月26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

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。
　体調不良の場合は受診を見合わせていただきますようお願いします。医療機関によっ
ては、健（検）診を実施できない機関もありますので、事前にお問い合わせください。

＊1 受診券あり
＊2 年齢は3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)
※新型コロナウイルス感染症の影響で、受診ができ
なかった元年度に対象だった方も受診できます

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・78・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

※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。

お知らせ
10月の保育園・幼稚園の
チャイルドステーションについて
チャイルドステーション事業（保育体験・
子育て相談・園庭開放・季節の行事）は、
現在休止しています。開催が決まり次
第、区ホームページでお知らせします。
問 保育課施設・運営係

（☎5742－6724 Fax5742－6350）

インフルエンザは、毎年11～2月頃の寒い時期に流行します。
帰宅後の石けんでの手洗いの習慣、さらに規則正しい生活や
バランスの良い食事を心がけ体力をつけるなど、予防に努め
ましょう。また、予防接種は発病防止や重症化防止に有効で
すので、おすすめします。なお、接種の際はかかりつけの医
師とよく相談してください。

問い合わせ  保健予防課（☎5742－9152 Fax5742－9158）

子どもインフルエンザ任意予防接種
実施場所／区内契約医療機関
対象／区内在住の1歳～中学3年生のお子さん
※今年度から対象者を拡大。
助成金額／1,000円
※各医療機関で定める予防接種料金から助成額
1,000円を差し引いた金額をお支払いください。
助成回数／12歳以下＝2回まで
13歳以上＝1回のみ
※予診票は医療機関に備え付けてあります。

高齢者インフルエンザ定期予防接種
実施場所／契約医療機関
対象／区内在住で、次のいずれかにあてはまる方
●65歳以上の方（昭和30年12月31日以前に生まれた方）
● 60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイ

ルスによる免疫の機能に障害がある方（障害者手帳1級程度）
接種費用／無料　※今年度は新型コロナウイルス対策のため。
助成回数／1回のみ
※10月1日までに必要書類を送付します。
※診療時間などは医療機関に確認してください。

インフルエンザに気をつけましょう
予防接種期間／／10月～3年1月31日㈰

特集号を発行しましたので、ぜひご覧ください

9月21日
教育特集号

9月11日
子育て支援
特集号

特集号を発行しましたので、ぜひ 覧くださ

10月26日㈪～10月1日㈭～
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52020年９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。

◇「カラダ見える化トレーニング」参加者追加募集のお知らせ
新規会場がオープンするため、追加募集します。民間フィットネスジムで筋力や歩行姿勢などを
専用機器で測定し“見える化”します。「感覚」ではなく、客観的なデータに基づくトレーニングです。

●筋トレマシンクラス
最先端のトレーニングマシンを使って、全身の筋力をバランスよく
効率的に鍛えるトレーニング

●しなやかストレッチクラス
筋肉や関節の柔軟性やバランス能力を高めることで、歩行能力
の改善をめざすトレーニング

コース 日程（全16回） 費用
①火曜コース 11月3日～3年2月23日の火曜日

各4,000円
②水曜コース 11月4日～2月24日の水曜日

コース 日程（全16回） 費用
③金曜コース 11月6日～2月26日の金曜日 3,200円

開催時間／午後1時～3時
場 P

ピーツーエム

2M j
ジ ョ イ ル

oiru（中延4－4－3  1階）
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歳以上で、運動す
るのに支障がない方各12人（抽選）
申 問 10月5日㈪（必着）までに、はがきかFAXに「カラダ見える化トレーニング」
とし、コース番号（1人1コースのみ）、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、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、定員数や開始時間、実施時間、内容等
が変更になる場合があります。

共通

新型コロナウイルスに関する感染の予防、心配な症状や対応などについての相談
●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（コールセンター）　 0570－550571 Fax5388－1396 （日本語・英語・中国語・韓国語対応）
 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）

新型コロナウイルス
感染症について

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、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、カンボジア語、ミャンマー語）。
●東京都外国人新型コロナ生活相談センター 0120－296－004
 受付時間／午前10時～午後5時（土・日曜日、祝日を除く）

次の症状がある方は「かかりつけ医」「新型コロナ受診相談窓口」に電話でご相談ください
● 息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦

けん

怠
たい

感
かん

）、高熱等の強い症状がある方
● 発熱や咳

せき

などの比較的軽い風邪の症状があり、
①妊娠中の方、重症化しやすい方、② ①以外の方で症状が続く方

☎5742－9105　受付時間／月～金曜日=午前9時～午後5時（祝日を除く）
☎5320－4592　受付時間／月～金曜日=午後5時～翌日午前9時。土・日曜日、祝日=終日

新型コロナ
受診相談窓口

区では、新型コロナウイルスＰＣＲ検査の体制の拡充
を図るため、「品川区ＰＣＲ検査センター」を開設して
います。
地域のかかりつけ医が検査を必要と判断した場合に、
区の保健所を介さずにＰＣＲ検査センターで検体を採
取します（医師による完全予約制）。

●かかりつけ医紹介窓口
・・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）

スポーツの秋に体を動かしてみませんか
日程 10月10日㈯
会場 総合体育館（東五反田2－11－2）※戸越体育館では行いません。

問い合わせ  スポーツ協会（☎3449－4400 Fax3449－4401）

体力測定
10:00～15:30
握力、上体おこし、長座体前屈、反復横とび、
64歳まで=立ち幅とび・シャトルラン
65歳以上=開眼片足立ち・6分間歩行
※血管年齢・体脂肪測定等は実施しません。
対象／6歳以上の方
※室内履き持参。

トレーニング室特別プログラム
・・やさしいヨガ　9:30～10:15
・・やさしいピラティス　10:45～11:30
・・ズンバ＊　12:00～12:45
・・アロマヨガ　13:15～14:00
・・基礎の筋トレ＆やさしいエアロ＊　14:30～15:15
・・やさしいヨーガ　15:45～16:30
対象／16歳以上の方各8人（先着）
申込方法／10月4日㈰ 午前10時から、電話でスポーツ協会へ

〇新型コロナウイルス感染予防のため、マスク着用や検温、「新
型コロナ感染症対策チェックシート」の記入をお願いします。
また、混雑をさけるため、入場制限を行う場合があります。

問い合わせ  しながわ活力応援給付金コールセンター 0570－02－5670

  （月～金曜日 午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）
 しながわ活力応援給付金担当 Fax5742－6877

9月23日時点で、申請書を返送いただいていない世帯主の方に、申請をお勧めするてがみをお
送りします。
申請書の再発行をご希望の方は、コールセンターまでご連絡ください。

しながわ活力しながわ活力
応援給付金の申請は応援給付金の申請は
お済みですか？お済みですか？

申請の締め切りは

11月10日㈫
（消印有効）です

ひとり親世帯
臨時特別給付金を支給します

問い合わせ
品川区ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
☎5742－7816 Fax5742－6387

（月～金曜日 午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）
※令和2年9月30日㈬まで開設。
子育て応援課（☎5742－9174 Fax5742－6387）

支給対象者や申請方法など、詳細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。

令和2年度シルバーダンス・
パーティー中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染防止のため中
止します。ご理解をお願いいたします。
問 高齢者地域支援課介護予防推進係

（☎5742－6733 Fax5742－6882）

＊は室内履き持参
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6 2020年９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。

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

お知らせ

ウェルカムセンター原・交流施設
グラウンド貸し出し休止のお知らせ
防犯灯改修工事のため貸し出しを休止します。
日 3年1月4日㈪～2月28日㈰
●毎年11月に実施する「原まつり」は今年
度、中止となりました
問 ウェルカムセンター原（☎5742－4660 
Fax5742－4661）、大井第三地域センター

（☎3773－2000 Fax3771－3735）

親元近居支援事業（三世代すまいる
ポイント） 第2期募集まもなく終了!
区内で親と近居か同居することになった中
学生以下のお子さんがいるファミリー世帯
に対し、転入・転居にかかった費用の一部を

「三世代すまいるポイント」として交付しま
す（上限10万～15万ポイント、区内共通商
品券などと交換）。転入・転居の翌月から3
カ月目の末日まで申し込みができます。
第2期申請期限／9月30日㈬
※6月に転入・転居した世帯の受け付けは
9月30日㈬で終了。
※予定件数を上回った場合は抽選。
※第3期募集は10月1日㈭～3年1月29日㈮。
※申込要件など詳しくは住宅課で配布する
募集案内や区ホームページをご覧ください。
問 住宅課住宅運営担当（本庁舎6階☎
5742－6776 Fax5742－6963）

品川歴史館　休館のお知らせ
展示替えのため休館します。
日 9月28日㈪～10月3日㈯
問 品川歴史館

（☎3777－4060 Fax3778－2615）

催　し

第10回城南・ふれあいフォーラム
「みちとまち」旧南品川猟師町を巡って

日 10月24日㈯ 午後1時30分から
場 東京工業大学蔵前会館

（目黒区大岡山2－12－1）
内「江戸町」品川猟師町周辺の道・町並
み、海岸線、町界町名の変遷
申 10月12日㈪までに、FAXかEメール
でフォーラム名、住所、氏名、電話番号、
参加人数を日本建築家協会城南地域会

（Fax3473－9526 jia2007johnan@
gmail.com）へ
〇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）

五反田文化センター
10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 HP shinagawa-gotanda-
planetarium.com/をご覧いただくかお
問い合わせください。
●おひる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
●プラネタリウム休止のお知らせ
機器の入れ替え作業のため休止します。
日 11月25日㈬～3年1月31日㈰
●10月24日㈯・25日㈰に予定していた

「五反田文化センターふれあい文化祭」
は、スタジオ照明LED工事のため中止と
なりました
問 五反田文化センター（西五反田6－5－1
☎3492－2451 Fax3492－7551）

たのしい本に出会おう！
「秋の子ども読書の日フェア」
テーマに合わせた特集展示を行います。ぜ
ひ、お子さんと一緒にお出かけください。
日 10月1日㈭～31日㈯

図書館名 テーマ
品川 おはなし　どうぶつえん
大崎 おうちのなかで

五反田 あきいろの本、
あつめたよ

二葉 秋のコンサート

大井 うきうき わくわく
秋をさがそう！

南大井 まほうつかいと
おばけ　いろいろ

八潮 いろいろなあき
みーつけた

荏原 わたしの好きな本
ゆたか げいじゅつを よもう！
源氏前 SDGsってなんだろう？

大崎図書館
分館

でーきた！できた！
おいしいあき

大崎駅西口
図書取次施設 のりもので　おでかけ

●図書館では、毎月23日の「しながわ親
子読書の日」に「ねえ、この本よんで！」
リストを発行・配布しています。また、年
齢別のおすすめリストなども発行してい
ます。リストは品川区立図書館ホーム
ページ HP l ibrary.city.shinagawa.
tokyo.jp/でもご覧になれます。
問 品川図書館

（☎3471－4667 Fax3740－4014）

講　座

女性向け就業支援セミナー
「50代からの女性のキャリアデザイン」
（オンラインセミナー）

日 10月20日㈫ 午前10時～11時
講 山岡正子（キャリアコンサルタント）
人 50歳以上の女性の方20人（先着）
※申込者限定のライブ配信型セミナーです。
※参加希望の場合は HP www.shinagawa
-shigoto.jp/から申し込み。
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

公園で愛犬と一緒に楽しむための
「愛犬しつけ教室」

日 場 10月11日㈰
①午前9時30分～11時30分＝しながわ
中央公園（区役所前）
②午後1時30分～3時30分＝東品川海上
公園（東品川3－9）
内 警察犬訓練士によるアジリティー（障
害物）訓練、実技指導、質疑応答ほか
人 飼い主と飼い犬のペア各20組（先着）
申 問 午前9時～午後5時に、電話でしな
がわ中央公園管理事務所（☎5740－
5037 Fax5740－5044）へ

産業技術高専オープンカレッジ　
①魔法のパイプ？ヒートパイプ
電子機器内部に組み込まれている半導体
の発熱を効果的に放熱するためのヒート
パイプを作ります。
日 11月3日㈷ 午後1時～5時
人 中学生8人（抽選）
②家庭で実践できる草木染
化学の講義と、実験をあわせて体験しま
す。家庭で実践可能な環境負荷の小さな
草木染を行います。
日 10月31日㈯、11月7日㈯・14日㈯
午後1時～4時（全3回）
人 高校生以上の方12人（抽選）
③香りとアロマの化学
香りの基礎知識、基礎的な香料の調合、
エッセンシャルオイルの応用などについ
て、講義と実験を行います。 
日 11月1日㈰・8日㈰・15日㈰・22日㈰ 
午後1時～4時（全4回）
人 高校生以上の方20人（抽選）
──────── 共通 ────────
￥ ①1,800円 ②4,500円 ③3,400円
場 申 10月15日㈭（必着）までに、ホーム
ページの応募フォームかはがきで講座
名、住所、氏名（ふりがな）、年齢（学年）、
電話番号、Eメールアドレスを産業技術
高等専門学校（〠140－0011東大井1－
10－40 HP www.metro-cit.ac.jp/）へ
問 文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）

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。

住所：品川区戸越1-20-9

フォレスタコンサート 中止のご案内
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、10月8日㈭に延期したフォレスタコ
ンサートは中止となりました。チケットの払戻方法は次のとおりです。
払戻期間／10月1日㈭～30日㈮
払戻方法／
チケット持参： 月～金曜日の午前9時～午後5時にきゅりあん3階事務室（大井

町駅前）へ
チケット郵送： チケット裏面に①住所、②氏名（フリガナ）、③電話番号を明記の

うえ、品川文化振興事業団フォレスタ担当（〠140－0011東大井
5－18－1きゅりあん3階事務室）へ

※今後、他の公演も内容などを変更する場合があります。
最新の情報は事業団ホームページでお知らせします。
問い合わせ／品川文化振興事業団（☎5479－4112
Fax5479－4160 HP www.shinagawa-culture.or.jp/）　

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の
支給対象期間が12月31日まで延長になりました
品川区国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者で、新型コロナウイルス
に感染、または感染が疑われ、労務に服することができなくなった間の給与な
どが減額あるいは支払われなかった方が対象となっています。詳しくは、区ホー
ムページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ／
国民健康保険加入の方…国保医療年金課給付係（☎5742－6677 Fax5742－6876）
後期高齢者医療制度加入の方…東京都後期高齢者医療広域連合お問合せセン
ター（ 0570－086－519 Fax0570－086－075）

こちらから
ご覧になれます
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72020年９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。

問い合わせ  品川区商店街連合会事務局（〠141－0033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）

●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>）
10月10日㈯・24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。
※後地小は給食門側に、芳水小は駐輪
場側に回収場所が変更となりました。
※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。

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。11月号の掲載は、10月20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、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。

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
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）。
●チャイルド秋・冬物フェア
日 10月1日㈭～8日㈭
※子ども服・靴、子ども関連グッズの
出品も募集します。
※新品か新品同様、または汚れや破損
がないもの。
※衣類は洗濯済みのもの、靴は底が減っ
ていないもの。
※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
●「婦人・紳士のバッグ」「子ども服・
七五三・おもちゃ」出品募集
日 9月22日㈷～27日㈰ 午後1時～4時
※子ども服は130サイズまで。
※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／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

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

●注射針は区では収集できません
処方された医療機関に返却するか、「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。

● 携帯電話などの小型家電は、区役所・体育館・品川図書館など6カ所でも回収して
います。

●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。

エンジョイスポーツ

荏原文化センター水泳教室
チャレンジコース
日 11月6日～3年3月19日の金曜日
午後1時30分～3時（全19回）
人 16～74歳で健康な方25人（抽選）
￥ 2,680円（保険料込、プール入場料別）
申込書配布場所／文化センター、体育
館、荏原第二・第三・第四地域センター、
健康センター、ゆたか・旗の台・小山・後
地シルバーセンター、平塚橋ゆうゆうプ
ラザ
申 問 10月5日㈪（必着）までに、申込書を
荏原文化センター（〠142－0053中延1
－9－15☎3785－1241 Fax5702－
2843）へ郵送か持参
※60歳以上の方は、過去1年以内の健康
診断結果の写しを後日、他の提出書類と
ともに提出していただきます。
※健康に不安のある方は医師の許可を
必ず得てください。

特別プレミアム付品川区内共通商品券
二次販売のお知らせ

一次販売の売れ残り分について、二次販売を実施します。
販売価格／1冊5,000円（500円券13枚つづり、6,500円分）
販売期間／10月26日㈪～11月2日㈪
販売場所／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〉）
使用できるお店／大型店を除く区内約2,000店
使用期限／3年1月31日㈰
申込対象者／
申込 ❶

一次販売で、購入申込をしていない方・申込に不備があり購入できなかった方 ➡ 1人6冊（3万円）まで
※購入希望総数が販売総数を超えた場合に購入数が減る場合あり。

申込 ❷ 【①の方の申込に残数がある場合のみ受け付け・抽選方式】
一次販売で、購入した方・購入はがきを受け取ったが購入しなかった方 ➡ 1人4冊（2万円）まで、当選の方
のみ購入可
申込方法／ホームページの専用フォームかはがき（1通1人のみ）で、住所、氏名、年代、性別、電話番号、
申込①か②、購入希望冊数を品川区商店街連合会事務局へ
※可能な限りホームページからお申込ください。
※①②ともに申込は1人1回のみ。
※申込がホームページの場合はメール、はがきの場合ははがきで購入数を通知します。
※申込内容に不備があった場合は確認を取りますので、必ず電話番号を正しく記入してください。
※詳しくは品川区商店街連合会事務局ホームページ HP shoren.shinagawa.or.jp/をご覧ください。

30％
お得な

天王洲運河にて、ビル壁面に投影するプロジェクションマッピング映像の演出とともに、日本の伝統芸能や音楽コンテン
ツをお楽しみいただけます。また、動画配信アプリを使用し、イベント映像の同時生配信を予定しています。

【演目（予定）】伝統芸能（日本舞踊）パフォーマンス／演出：花柳輔太朗
　　　　　　　義足ダンサーパフォーマンス／出演：大前光市
　　　　　　　地元アートパフォーマンス／出演：大井権現太鼓保存会
※バーチャル空間にてキャナルアートモーメントの会場を再現したVRフェスを同時開催します。
詳しくは特設サイト HP www.tennoz--canal-art-moment.com/をご覧になるかお問い合わせください。

日程 10月10日㈯・11日㈰  午後6時～8時
会場 天王洲運河（東品川2）

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）

日本が誇る文化・芸術の新たな可能性を開く。
品川の水辺から日本全国へ。そして世界へ。

キャナルアートモーメント品川 2020
～ A

ア ー ト

rt E
エ ン パ ワ ー メ ン ト

mpowerment ～

　現在、国勢調査員が各世帯を訪問して、国
勢調査の調査書類を配布しています。配布さ
れた「ID・アクセスキー」を使って、パソコン
やスマートフォンから24時間いつでも簡単に
回答ができます。調査期日（令和2年10月1
日）前に回答しても、再度ログインすることで
修正が可能です。調査票（紙）の郵送回答は、
10月1日㈭からです。
　国勢調査は、全ての人と世帯が対象です。
統計法に基づいて5年に一度国が行う最も重
要な統計調査です。ご理解とご協力をよろし
くお願いします。

令和2年国勢調査
インターネット回答を受け付け中です

問い合わせ  地域活動課統計係
（☎5742－6869 Fax5742－6750）

国勢調査イメージキャラクター
「みらいちゃん」

水上ステージ

申込受付期間
9月21日㈷～28日㈪

（必着）
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古紙を配合した再生紙を使用しています

●次号予告 10月1日号 ●おたがいさま運動推進月間　●食品ロス削減月間　●品川歴史館特別展

“ココシル品川・大森貝塚”で
大森貝塚を 楽 しく 学 ぶ

“ココシル品川・大森貝塚”と一緒に
大森貝塚を散策すると色々な発見が！
現実の風景に縄文時代の風景が再現
されるAR（拡張現実）機能も必見です。

最初はどこへ行こうかな？

出発！

館内第一展示室には、大森貝塚貝層標本を展示。
また、２階ロビーにはモース博士についての資料や、大森貝塚から出土した動物の骨を展示しています。

第一展示室

2階ロビー

大森貝塚遺跡庭園や歴史館で縄文時代について
楽しく学んだ後は、問題に挑戦！
館内で配付しているワークシートに記入して受付
で見せると、プレゼントがもらえます。

ARカメラで館内にあ
るパネルの画像を読
み取ると、区内の遺
跡情報を見ることが
できます。

縄文体験広場
いすやテーブルがありゆっくりとくつ
ろげる広場でも当時の風景を再現。AR
では縄文土器を使って煮炊きしている
様子が見られます。

ARと同じ
ポーズに

なってる？

モース博士像
明治10（1877）年にアメリカの動物学者エド
ワード・S・モースによって日本で初めて科学
的な発掘調査が行われた大森貝塚は「日本考
古学発祥の地」として知られています。

貝塚学習広場
縄文人の暮らしぶりや生活環境
が学べる広場にはARで土器作り
の風景を再現しています。

ここから先は
海だった

んだ！

縄文広場にある
地層の回廊
貝が積み重なった地層を
イメージした回廊です

じゃあ　
歴史館に行こう！

もっと知りたい！

大井水神公園から大森貝塚
遺跡庭園にスマートフォンを
向けると、発掘風景のARが。
こちらも見どころです。

貝層展示ブース
貝層の標本を展示しています。
近くでは縄文時代の住居址

あと

が見
つかっており、ARで住居の様
子を見ることができます。

アプリでは、地図とともに
歴史スポットを紹介しています
　

徒歩
5分

入口 ➡

至
大
井
町
駅

大井水神
公園

開館時間／午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）
休館日／月曜日・祝日・年末年始・展示替え期間

観覧料／100円、小・中学生50円
※区内在住の小中学生、70歳以上の方、障害のある方は無料。

品川歴史館（大井6－11－1）
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/
jigyo/06/historyhp/hsindex.html

チェック

縄文時代の住居址




