
“しながわパークタイム”で

NON STYLE石田さんもチャレンジ！
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「しながわ！パークタイム」は、お笑い芸人・NON STYLEの石田さん
と井上さんが品川区の区立公園を紹介する番組です。8月にケーブル
テレビ品川の品川区民チャンネルで放送されました。
品川区在住の石田さんが「荏原」「大井・八潮」「品川」「五反田・大崎」
の4つのエリアで人気の公園を訪れ、魅力を紹介しています。
今号では番組の様子と公園の魅力をお伝えします。

問い合わせ  
番組について…広報広聴課（☎5742－6612 Fax5742－6870）
公園について…公園課公園維持担当（☎5742－6789 Fax5742－9127）

品川区広報番組

荏原エリア

大井・八潮
エリア

品川エリア

五反田・大崎
エリア

文庫の森

戸越公園

五反田ふれあい水辺広場

大森貝塚遺跡庭園

Q 1
 江戸時代には細川家の
下屋敷だった文庫の森
と戸越公園にある都市
伝説的な秘密とは？

Q 3
子供の森公園が
しながわっ子に
大人気の秘密は？

Q 4
区内にある
区立公園の
数は？

Q 2
とある偉大な博士と
品川区の関係は？

なんでや！

ほかに言い方

あるやろ！

区民なら全員知ってます！井上が出入り禁止なんですよね

 夜中に武士の

霊まみれ？

ズブズブの関係
ですよね？

4750（しなごぁわ）
じゃないですか？

しながわ！パークタイム

４・５ページで詳しく紹介します（答えもあります）

子供の森公園

36  ☎3777－1111（代表） 

NON STYLE（ノン・スタイル）
●プロフィール
石田明と井上裕介によるお笑いコ
ンビ（2000年5月結成）。吉本興
業所属。爆笑オンエアバトル第9
代目チャンピオン、M-1グランプリ
2008年王者など数々の結果を残
す実力派漫才師。

「しながわ！パークタイム」は、10月
木曜日に荏原エリア編、11月木曜
日に品川エリア編、金曜日に大井・
八潮エリア編、12月に五反田・大
崎エリア編が再放送されます。
※詳しくは5ページをご覧ください。

石田明
NON STYLE

井上裕介

品川区民チャンネル
“しながわホットほっと”
で放送しています

1・4・5. しながわ！　パークタイム
 8. 放置自転車対策
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がんの夜間相談窓口
日 11月20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 健康課保健衛生係（☎5742－6743 Fax5742－6883）
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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

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。家族からの相談に心
理士が助言します。
日 11月2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☎
3474－2903へ

精神保健家族勉強会
日 11月11日㈬ 午後1時30分～3時
内 講演会「生活保護について」
人 精神障害者の家族と関係者15人

（先着）
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

精神保健地域サポート講演会
日 11月17日㈫ 午後6時30分～8時30分
内「精神疾患を抱える方の在宅での医
療・支援・連携」
講 功刀賢（しながわ在宅クリニック院長）
人 40人（先着）
場 申 問 電話かFAX で、品川保健セン
ター（☎3474－2903 Fax3474－
2034）へ

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 11月19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・脊髄小脳変性症等
の神経難病の方と家族30人（先着）
持ち物／タオル、飲み物
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016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時で終了）

10月25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）

10月25日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

たつのこどもクリニック 大井2－2－11 ☎3775－8600
イエダ歯科 西大井1－4－20 ☎3776－4618
蛇窪歯科 二葉2－4－2 ☎3781－1370
滝澤さめず接骨院 東大井1－1－6 ☎3450－8496
小山接骨院 戸越5－10－7 ☎3782－7568

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

10月24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

10月31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

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

※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。

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   6日㈮ 11日㈬ 20日㈮
うつ病あんしん相談 27日㈮ 11日㈬ 25日㈬
高齢期のこころの相談 20日㈮ 24日㈫   5日㈭
児童思春期のこころの相談 11日㈬ 12日㈭ 11日㈬

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）11月

問 各保健センター

「児童虐待防止」のシンボルであるオレンジリボンを使用し
て、国や地方自治体、民間企業が11月の児童虐待防止推進
月間を中心に広報・啓発活動を行います。一人でも多くの方

に「児童虐待防止」に関心を持ってもらい、子どもたちの笑顔を守るために
一人ひとりに何ができるのかを呼びかけるメッセージがこめられています。

もしかしたら虐待かな？と思ったら「迷わず、
すみやかに」ご連絡ください。連絡された方
の秘密は守られます。
しながわ見守りホットライン（児童虐待）
☎3772－6622（24時間）

11月は児童虐待防止推進月間です

問い合わせ  
子ども家庭支援センター児童相談担当（☎6421－5236 Fax6421－5238）

10月から応急診療所の受付方法と受付時間を変更しています
　新型コロナウイルス感染防止対策のため、休日・土曜日夜間の医師会休日診療所の受付方
法を予約制としています。来院前に必ず電話で受診の予約をお願いします。予約がない場合
は受診できません。また、受付時間についても午後9時までとなります。
　ご不便をおかけしますが、区民の皆様と医療従事者の安全を確保するため、ご理解とご協
力をお願いします。
問い合わせ／健康課庶務係（☎5742－6744 Fax5742－6883）

●養育家庭体験発表会
里親の体験談や、児童相談所職員から里親制度に関する情報を発表していた
だく予定です。発表会終了後、相談コーナーも設けます。
※マスク着用や検温にご協力ください。
日時／11月14日㈯午前10時～11時55分
会場／荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
定員／30人（先着）
※感染症防止対策のため、縮小開催となる場合があります。配慮が必要な方
は申込時（事前）に申し出てください。
申込方法／電話かFAXで住所、氏名、年齢、電話番号を子ども家庭支援セン
ター（☎6421－5236 Fax6421－5238）へ

区では、児童虐待防止推進月間と10・11月の里親月間にキャンペーンを行います。

オ レ ン ジ リ ボ ン キ ャ ン ペ ー ン
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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）

国民健康保険料を滞納し続けるとどうなってしまうか
ご存じですか？

納付が困難な方の事情や理由を考慮して、保険料の分割納付などの相談を受けています。
滞納のままにせず、国保医療年金課の窓口にご相談ください。
問い合わせ／国保医療年金課整理係（本庁舎4階☎5742－6679 Fax5742－6876）

お支払いは口座振替（自動払込）が原則です

毎月、口座から自動的に引き落とされる口座振替なら、払い忘れの心配があり
ません。安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。
口座振替日／毎月末　※金融機関が休業日の場合は翌営業日。
手続き場所／国保医療年金課収納係、地域センター、指定の金融機関（ゆうちょ
銀行含む）
●納付書で支払いをする場合
①国保医療年金課収納係 ②地域センター ③お近くの金融機関（ゆうちょ銀行
含む） ④コンビニエンスストアをご利用ください。
※30万円を超えた納付書はコンビニエンスストアでは取り扱いできません。
※金融機関、コンビニエンスストアでは納付書の発行はしませんので、ご注意
ください。
※携帯電話・スマートフォンによるお支払い（モバイルレジ）も可能です。また、
クレジットカードやペイジー、LINE Payによるお支払いも可能です（クレジッ
トカードは、別途決済手数料がかかります）。
※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／国保医療年金課収納係

（本庁舎4階☎5742－6678 Fax5742－6876）

国民健康保険は加入している
皆さんの保険料で成り立っています

■督促 納付期限を別に指定した督促状が送付されます。

■延滞金 納期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた延
滞金が保険料に加算されます。

■ 短期被保険者証の
交付

通常の保険証よりも、有効期間が短い保険証です。保険給付を受
けることはできますが、更新の手続きを頻繁にする必要があります。

■資格証明書の交付 国保被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいっ
たん全額自己負担となります。申請を受けてから保険給付分を支
給します。

■保険給付の差止め 療養費や高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止
めとなります。

 ■滞納処分 保険料の滞納が解消しない場合は財産（給料、預貯金、不動産
など）の「差押え」処分を行うことになります。

区立高齢者住宅（単身用）補欠登録者募集

高齢者住宅あっせん事業
住宅に困窮する65歳以上の高齢者などに対
して、東京都宅地建物取引業協会品川区支
部の協力により、民間賃貸住宅をあっせん
します。要件に該当する方へ、礼金などの
転居時の一時経費を助成します。

高齢者住宅生活支援サービス事業

募集人数／60人程度
申込資格／次の全てにあてはまる方
①昭和31年4月1日以前生まれのひとり暮らし ②立ち退き要求を受けているか保安
上・保健衛生上劣悪な住宅に住んでいる ③区内に引き続き2年以上住んでいる ④独
立して日常生活が営め、自炊できる ⑤本人が借り主の民間賃貸住宅に居住している
募集案内・申請書配布場所／高齢者地域支援課（本庁舎3階）、地域センター、
シルバーセンター、サービスコーナー
※新型コロナウイルス感染症の影響により、配布場所の開設状況が変更となる
場合があります。
受付期間／11月16日㈪～25日㈬ 午前9時～午後5時　※土・日曜日、祝日を除く。
※新型コロナウイルス感染症対策で受け付けに時間がかかる場合がありますの
で、余裕を持ってお越しください。
受付会場／区役所252会議室（第二庁舎5階）
申請方法／申請書、申告書、現在の賃貸借契約書の写し、立ち退きの場合は立ち
退き証明書を本人が直接持参

名称・所在地 規模など 家賃（共益費別）

八潮わかくさ荘（八潮5－10－27） 約29㎡全40戸 35,000～85,000円

東品川わかくさ荘（東品川3－1－5） 約29㎡全50戸 35,000～85,000円

大井倉田わかくさ荘（大井4－14－8） 約23㎡全  8戸 30,000～70,000円

カガミハイツ（二葉1－3－28） 約18㎡全11戸 25,000～64,000円

パレスガル（南品川4－5－4） 約20㎡全53戸 30,000～72,000円

メゾン琴秋（豊町6－30－4） 約20㎡全13戸 30,000～70,000円

グレースマンション（西大井4－12－11） 約25㎡全12戸 30,000～70,000円

アツミマンション（二葉1－16－14） 約26㎡全10戸 30,000～72,000円

バンブーガーデン（豊町6－30－11） 約26㎡全13戸 30,000～72,000円

オーク中延（中延4－5－10） 約26㎡全  7戸 30,000～75,000円

高齢者住宅は、高齢者が安心して暮らせるよう、手すりや緊急通報装置などを備えた住宅です。3年4月から4年3月までに空き室が生じた際に入
居をご案内する補欠登録者を募集します。

高齢者住宅あっせん事業決定者（生活保護受給者を
除く）に対し、品川区社会福祉協議会に委託し、見
守りから家財処分などの生活支援を一体的に提供す
ることで、家主の高齢者の賃貸入居に対する不安を
解消し、住まいの確保につなげます。

●サービス内容
利用には利用料、預託金などが必要です。
①基本サービス（定期連絡、生活相談、緊急対応、
家財処分、転居支援など）
②選択サービス（葬儀などの実施、生活支援）

補欠登録期間：3年4月1日～4年3月31日

問い合わせ  高齢者地域支援課高齢者住宅担当（☎5742－6735 Fax5742－6882）

11月は国民健康保険料の納付推進月間です
保険料は国保事業を運営していくうえで大切な財源です。納期限内に納めましょう。
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しながわ公園クエスチョン
Q 1 答え
文庫の森と戸越公園の池の水は地下でつ
ながっているとの都市伝説があります。
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「しながわ！パークタイム」でNON STLYE石田さんが訪れた公園はそれぞれに魅力たっぷり。相方の井上さんもガイド役として登場します。
園内おすすめのパークポイント（PP）や1ページでの「しながわ公園クエスチョン」の答えもあわせて紹介します。
問い合わせ  番組について…広報広聴課（☎5742－6612 Fax5742－6870）

　　　　　公園について…公園課公園維持担当（☎5742－6789 Fax5742－9127）

文庫の森（旧三井文庫）
江戸時代肥後熊本藩細川家下屋敷の跡地。明治23（1890）年に
三井財閥の所有地となり、大正7（1918）年に三井文庫が発足。
その当時に建てられた第二書庫が現在に残る、歴史豊かな公園
です。既存の池や常緑樹を生かした散策道、広い芝生など、地
域の憩いの場となっています。

大森貝塚遺跡庭園
明治10（1877）年、アメリカから来日した動物学者モース博士によって発見さ
れた貝塚がある「日本考古学発祥の地」に、平成8（1996）年に開園した公園。
園内では貝塚址や貝層展示ブースなどから縄文人の暮らしが分かり、公園か
ら徒歩5分の品川歴史館（大井6－11－1）でも詳しく学ぶことができます。

戸越公園
細川家下屋敷の庭園跡を利用して造られた公園で、薬医門（正
門）、冠木門（東門）などからも大名庭園の面影が色濃く感じ
られます。池を中心に渓谷や滝、築山などを巡ることのできる
回遊式庭園には、四季折々の花々や美しい植栽が楽しめます。

水辺の広場。池ではサギの姿が見られることもあります

貝が積み重なった地層をイメージした「地層の回廊」がある縄文広場

縄文時代の住居址
あと

薬医門（正門）

ロマンあるやん

子どもと一
緒に

遊ぶには最
高やね。

熱中症対策
にも

なりそうで
すね

荏原エリ
ア

品川エリ
ア

五反田・
大崎

エリア

大井・八
潮

エリア

子供の森公園
有料の子ども専用野球場（1面）と、恐竜の森をモチーフに整備された通称「かいじゅう公園」
とよばれる遊戯ゾーンからなる公園です。木製のターザンロープや平均台など、アスレチッ
ク要素のある遊具も設置されています。夏場になるとカラフルなパイプから１日6回、15分間
ミストシャワーがでる「水のモニュメント」も人気です。

五反田ふれあい水辺広場
五反田駅からおよそ300メートルに位置する緑あふれる水辺の公園。人工芝広場で
は親子で遊ぶ姿や昼寝をする人の姿、川沿いのデッキベンチではお弁当を食べる方
など、地域の方がのんびりと過ごせる憩いの空間が広がります。

青や黄色など恐竜はとてもカラフル

ベンチでは読書やランチを楽しむ人の姿も見られます

東京に出
てきて

初めて住
んだのが

この公園
の周辺で

した

公園の正面入り口

この恐竜の名前は「トゲトゲの恐竜」ですか？

Pパーク PポイントPPPパークパークパークパークパークーPPPPPP PPPPポイントポイントポポイントポイントンPPPPPP

旧三井文庫第二書庫（文庫の森）
大正11（1922）年に建てられた、日本最古の壁式鉄
筋コンクリート造り3階建ての建造物。令和元年度
に国の有形文化財に登録されました。現在は、防
災備蓄倉庫として活用されています。

涼が感じられる渓谷と滝（戸越公園）
小川が流れこむ小さな渓谷は、子どもたちに人気
の水遊びスポットとなっています。園内の中心に
ある池には、鯉

こい

や亀、カモなどの生き物がたくさ
んいます。

Pパーク PポイントPPパークパークパーパークークパーPPP PPポイントポイントポイントポイントPPPP
縄文広場のミスト噴水
公園中央の縄文広場にはミスト噴水を設置。
真夏には開園時間内に30分ごとに７分間ミ
ストを噴出しており、涼を求めて多くの子
どもたちが噴水で遊ぶ姿が見られます。

涼しい、
ミスト無敵。

我が家のヘビロテ＊
決定です

しながわ公園クエスチョン

Q 2 答え
品川区とモース博士の故郷ポートランド市
（アメリカ合衆国・メイン州）は姉妹都市と
して友好な関係を築いています。

この公園には
しょっちゅう遊びに
きています！

この方がモース博士ですね

グラウンドも
あるんや

Pパーク PポイントPPパークパークークパークーククPPPP PP イントポイントポイントポイントントイPPPP
ターザンロープ
週末には順番を待つほど大
人気のターザンロープのほ
か、子どもが夢中になって
遊べる遊具がたくさんあり
ます。
※大人は利用できません。

しながわ公園クエスチョン

Q 3 答え
園内には９体の恐竜像があり、
子どもたちに大人気です。

Pパーク PポイントPPPPPパークパークークーPPPPP PPPPPポインポイントポイントポイントトPPPPPPPP
人工芝広場

令和元年に区民憩いの人工
芝が完成。地域の方がゆっ
くりとくつろげるスペース
に生まれ変わりました。

目黒川沿い散策道

目黒川沿いに桜並木があ
り、春はお花見が楽しめる
スポットとして人気があり
ます。災害時の緊急物資等
の輸送拠点となる船着き場
も設置されています。

人工芝で、親子でのんびりできます

シナガワン（ケーブルテレビ品川マス
コットキャラクター）と一緒に乗船

しながわ公園クエスチョン

Q 4 答え
区内には区立公園が269カ所あります。

この周辺に
住もうと思った
ことがあります

文庫の森（豊町1－16）
戸越公園（豊町2－1）
アクセス：戸越公園駅
徒歩約5分

子供の森公園
（北品川3－10）
アクセス：新馬場駅
徒歩約10分

五反田ふれあい水辺広場
（東五反田２－９）
アクセス：五反田駅徒歩
約７分

＊ヘビーローテーション
（短期間で何度も繰り返し行うこと）

ホンマですか？
最近はいろんな所で

よく池の水を抜くんですよ。
そしたらもしここで池の水を
抜いたら都市伝説なくなっ

ちゃうかも

大森貝塚遺跡庭園
（大井6－21）
アクセス：大森駅
徒歩約5分

ら徒歩5分の品川歴史館（

品川区広報番組 しながわ！パークタイム

加入について▶ケーブルテレビ品川 0120－559－470

品川区広報番組しながわホットほっと
「しながわ！パークタイム」は、10月木曜日に荏原エリア編、11月木曜日に品川エリ
ア編、金曜日に大井・八潮エリア編、12月に五反田・大崎エリア編が再放送されます
（番組表は本紙毎月1日号に掲載しています）。

地デジ11チャンネル
ケーブルテレビ品川

毎日7時・10時・13時・19時・22時から5回放送
番組では石田さんが訪れた公園以外
にも、井上さんが各エリアにある人気
の区立公園を紹介しています。ぜひ
番組をご覧ください。

けっこう

ありますね
ー

「しながわ！パークタイム」は
品川区公式You Tubeチャンネルでもご覧になれます

楽しい公園
が

いっぱい！
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お知らせ

第3回品川区庁舎機能検討委員会
日 11月16日㈪ 午後1時30分～3時30分
審議内容／庁舎機能の検討など
傍聴人数／10人（先着）
場・傍聴方法／当日午後0時30分から、
第一委員会室（区役所議会棟6階）で傍聴券
を交付
問 経理課庁舎計画担当

（☎5742－7801 Fax5742－6873）

都市計画案の説明会の開催、縦覧・
意見書の提出
●東京都市計画公園の決定（旗の台六丁
目公園）に係る都市計画案の説明会
日 11月11日㈬ 午後7時から
※受け付けは午後6時30分から。
場 清水台小学校（旗の台1－11－17）
●都市計画案の縦覧・意見書の提出
日 11月13日㈮～27日㈮
内 東京都市計画公園の決定（旗の台六丁
目公園）【品川区決定】
縦覧場所・意見書提出先／都市計画課

（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎
5742－6760 Fax5742－6889）
──────── 共通 ────────
問 公園課公園建設担当

（☎5742－6801 Fax5742－9127）

東京都最低賃金についてのお知らせ
東京都最低賃金は、時間額1,013円です。
東京都内で働く全ての労働者に適用され
ます。また、支援策として事業者の方向け
に業務改善助成金など、各種助成金制度
を設けています。
問 東京労働局賃金課

（☎3512－1614 Fax3512－1558）
東京働き方改革推進支援センター

0120－232－865
商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

住まいの施工業者を紹介します
住宅のリフォームや増改築、家具転倒防止
器具の取り付けなどの工事をする方に、区
内建設組合4団体で構成される品川区住
宅センター協議会を通じ、地元の施工業者
を紹介します。相談受付から3～4日で工
事を担当する業者から直接連絡をします。
工事内容や金額など相談してください。

問 住宅課住宅運営担当
（☎5742－6776 Fax5742－6963）

戦没者等のご遺族の方へ
第十一回特別弔慰金が支給されます
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2
年4月1日（基準日）において、「恩給法によ
る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」などを受ける方

（戦没者等の妻や父母等）がいない場合
に、次の順番による先順位のご遺族一人
に25万円の記名国債が支給されます。
⑴ 2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族
等援護法による弔慰金の受給権を取得し
た方
⑵ 戦没者等の子
⑶ 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄
弟姉妹
※戦没者等の死亡当時に生計関係を有し
ていることなどの要件を満たしているかど
うかにより、順番が入れ替わります。
⑷ 上記⑴～⑶以外の戦没者等の三親等
内の親族（甥

おい

・姪
めい

など）　
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年
以上の生計関係を有していた方に限りま
す。詳しくはお問い合わせください。
請求期限／5年3月31日
※申請は予約制となります。
問 福祉計画課地域包括ケア推進係

（☎5742－6603 Fax5742－6797）

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 12月3日㈭・16日㈬、3年1月20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、電話番号、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

10月31日㈯おもちゃの病院と消費生
活相談はお休みです
問 消費者センター

（☎6421－6136 Fax6421－6132）

●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>）
11月14日㈯・28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。

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）。

●クリスマス・お正月関連用品フェア
日 11月1日㈰～12日㈭
※新品か新品同様、または汚れや破損
がないもの。
※食器・漆器類は未使用のもの。
※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6時
定休日／水曜日
取扱商品／衣服など日用品
●「婦人コート・パート1」出品募集
日 10月22日㈭～26日㈪ 午後1時～4時
※ロングコートは除く。
※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。

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。12月号の掲載は、11月20日㈮ま
でに電話かFAXでお申し込みください。

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
申請受付件数を増やして対応していま
す。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。

税　金

11月2日㈪は特別区民税・都民税
（普通徴収）第3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、
LINE Pay請求書支払い、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）

国保・年金

新たに年金生活者支援給付金の対象
となる方へ通知が届きます
　年金生活者支援給付金は、公的年金等
の収入やその他の所得額が一定基準額以
下の年金受給者の生活を支援するために、
年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには日本年金機構へ請求書の
提出が必要です。新たに受け取りの対象
となる方に、請求手続きのご案内を10月
中旬から順次お届けします。すでに給付金
を受け取っている方は、請求手続きが必要
ないため、通知は届きません。
　詳細については、ねんきんダイヤルか品
川年金事務所へお問い合わせください。
問 日本年金機構ねんきんダイヤル
0570－05－1165、品川年金事務所（☎
3494－7831 Fax3779－3449）

催　し

五反田文化センター
11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㈰
問 五反田文化センター（西五反田6－5－1
☎3492－2451 Fax3492－7551）

品川区民作品展
区民の皆さんの作品をご鑑賞ください。
日 11月11日㈬～15日㈰ 午前10時～午
後7時（入場は午後6時30分まで）
※11日㈬は午後1時から、15日㈰は午後
3時まで。
場 スクエア荏原（荏原4－5－28）

内 書道、写真、絵画、手工芸、華道、その
他の6部門
※今年度は表彰・講評会は開催しません。
問 文化観光課文化振興係

（☎5742－6836 Fax5742－6893）

講　座
わかもの向け就業支援セミナー

「わかりやすい＆想
お も

いが伝わるビジネ
スメール術」（オンラインセミナー）
メールを書く時の5つの基本ポイントを学
び、ワーク練習で能力向上をめざします。
日 11月28日㈯ 午前10時～11時
講 青木多香子（手紙文化振興協会認定手
紙の書き方コンサルタント）
人 39歳以下の就職活動中・在職中の方
20人（先着）
※ウェブ会議ツールを使った申込者限定
のライブ配信セミナーです。
※詳しくは、わかもの・女性就業相談
コーナーのホームページ HP www.shina　
gawa-shigoto.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

品川区・産業技術大学院大学連携セ
ミナー（オンラインセミナー）
日 11月7日㈯・8日㈰ 午後1時～5時

（全2回）
内「新しい生活様式におけるビジネス戦
略～認知症予防を事例として～」
講 佐藤正之（同大学特任教授）ほか
人 区内中小事業者など30人（先着）
※申込方法など詳細は同大学ホームペー
ジ HP aiit.ac.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6351 Fax5498－6338）

環境学習講座「気象現象の不思議と
大人も楽しめる気象実験」
意外と知られていない気象の話と、次々
と繰り出される実験を楽しみます。
日 11月15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 大島正幸（気象予報士）
人 小学4年生以上の方15組（抽選）
※小学生は保護者同伴。
※1人でも参加可。
申 問 10月28日㈬（必着）までに、往復は
がきで講座名、参加者全員の住所・氏名・
年齢（学年）・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
※ HP shinagawa-eco.jp/からも申し込
めます。
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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〉）　※英語・中国語も対応。
 しながわ活力応援給付金担当 Fax5742－6877

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
応援給付金の申請は
お済みですか？

申請の締め切りは

11月10日㈫（消印有効）です

ファミリー・サポート・センター
提供会員養成講座（第4回）
地域のなかで、子育てのサポートをした
い方の養成講座です。
日 11月16日㈪～19日㈭
午前9時30分～正午（全4回）
※別に20日㈮普通救命講習（午前9時～
正午）あり。
場 家庭あんしんセンター（平塚2－12－2）
内 事業概要、講義、保育園実習など
人 区内在住で、20歳以上の方8人（先着）
託児／2歳～就学前のお子さん
申 問 11月7日㈯（必着）までに、往復はが
きかFAXで講座名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、性別、電話番号、受講の理由、
託児希望の方はお子さんの年齢・性別を
平塚ファミリー・サポート・センター（〠
142－0051平塚2－12－2☎5749－
1033 Fax5749－1036）へ

区民プロデュース型講座
「お琴活動を通して音楽に親しむ」
お琴の楽譜の読み方や奏法の基本的ルー
ルなど基礎から学び、全員での合奏をめ
ざします。
日 11月30日㈪、12月7日㈪・14日㈪・
21日㈪、3年1月11日㈷・16日㈯・18日
㈪・24日㈰（全8回）
経験者向け＝午前10時～正午
初心者向け＝午後1時～3時

※交流演奏会等で変更の場合あり。
場 荏原文化センター（中延1－9－15）
講 井比和姫（全国邦楽指導者協議会箏曲
教授）
人 各15人（抽選）
￥ 各500円（教材費）
持ち物／琴爪（流派不問）　※貸し出し可。
運営／ききょう会
申 問 11月13日㈮（必着）までに、往復は
がきに「ききょう会」とし、希望クラス、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
琴爪所有の有無を文化観光課文化振興
係（〠140－8715品川区役所☎5742－
6836 Fax5742－6893）へ

エンジョイスポーツ

バルシューレ体験会＆ボール運動大会
ボール遊びを通して、運動能力だけでな
く、社会性なども身に付けることを目標
とするバルシューレの体験です。
日 11月3日㈷ 午前10時～午後3時
人 4歳以上のお子さん　※保護者同伴。
※親子・家族での参加歓迎。
￥ 1人200円
運営／荏原B地域スポーツクラブ
場 参 当日、運動のできる服装でタオル・
飲み物を持って、直接旗台小学校（旗の
台4－7－11）へ
問 スポーツ推進課地域スポーツ推進係

（☎5742－6838 Fax5742－6585）

「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

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。

　まだ回答がお済みでない方は、調査票に記入のうえ、同
封の「郵送提出用封筒」（切手不要）に入れて、郵便ポストへ
投函してください。
　国勢調査の結果は、少子高齢化対策・防災対策・地域創
生などの重要課題に対する施策に活用されるとともに、国
民全員の共有財産として、広く一般の方にもご利用いただ
けます。
　全国・都道府県・市区町村別の人口総数の速報結果が令
和3年6月までに、「人口等基本集計」による確定人口総数
および世帯数が令和3年11月までに公表される予定です。
　国勢調査は、日本の今を知り、未来をつくるための調査で
す。皆様のご理解とご協力をお願いします。

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

国勢調査の回答は
お済みですか？

10月16日㈮に行われた決算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレビ品
川で放送されます。
※質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。

11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（区立保育園・幼稚園での保育体験・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。
問い合わせ／保育課施設・運営係（☎5742－6724 Fax5742－6350）

ケーブルテレビ放送

ケーブルテレビで放送された会議の様子は、会議終了後おおむね２週間で
録画配信しています。品川区議会ホームページの「インターネット中継」か
らご覧ください。

区議会の

問い合わせ  区議会事務局
（☎5742－6810 Fax5742－6895 HP gikai.city.shinagawa.tokyo.jp/）

10月23日㈮ 午後2時～10時
品川区議会自民党
自民・無所属・子ども未来
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団
品川改革連合
品川・生活者ネットワーク

10月25日㈰ 午後2時～10時＜再放送＞
日本共産党品川区議団
品川改革連合
品川・生活者ネットワーク
品川区議会自民党
自民・無所属・子ども未来
品川区議会公明党

70歳以上で希望する方に、都内バス、都営地下鉄、都電などを利用できる「シルバーパ
ス」（有効期限令和3年9月30日）を発行しています。
料金／令和2年度の住民税が ①課税の方＝20,510円　
 ②非課税の方＝1,000円
※①で平成31（令和元）年の合計所得金額が125万円以下の方は1,000円。

問い合わせ  東京バス協会☎5308－6950シルバーパスのおしらせ

電子
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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 11月1日号 ●無電柱化の日　●国民年金　●「女性に対する暴力をなくす運動」週間

自転車やバイクを道路などに放置すると、歩行
者や車いすなどの通行や救急車・消防車などの
緊急活動の妨げになります。

道路のほか、公園・駅前広場などでも、駐輪し、
その場を離れたら放置となり、撤去の対象になり
ます。

区内23駅周辺の放置禁止区域内に自転車・バイ
クを置くと「即時撤去」の対象になります。

問い合わせ 土木管理課自転車対策係（☎５７４２－６７８６ Fax５７４２－６８８７）

　道路はみんなが通行するためのものです。駅周辺などの道路上に自転
車・バイクを放置すると、通行の妨げになり危険です。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車・バイクの警告・撤去などを行っ
ています。放置自転車をなくすためには、皆さんのご理解とご協力が必要で
す。自転車・バイクは道路などに放置せず、駐輪場を利用しましょう。

自転車 1,140台

バイク 66台 計　1,206台

品川区内の駅周辺における1日の放置台数（元年10月調査）

道路には放置できません！
たとえ短時間でも放置です！駅周辺では自転車や

バイクの放置を禁止しています！

撤去した自転車・バイクは保管所に保管し、返還の際には保管料をいただきます

八潮北保管所（自転車・バイク）八潮1－3－1
　品川シーサイド駅徒歩8分　☎3790－8820

不動前保管所（自転車のみ）西五反田3－11－14
　不動前駅徒歩5分　☎5436－8885

午前10時～午後7時
※12月29日～1月3日は休み。

（1） 引き取りにくる方の氏名･住所が確認できるもの
（保険証・運転免許証など）

（2）自転車・バイクのかぎ
（3）保管料（自転車3,000円、バイク5,000円）

開設
時間

持参
する物

ふだんは公開されていないものを中心に、区内の文化財を公開します。
観覧方法／当日、直接会場へ
問い合わせ／庶務課文化財係（☎5742－6839 Fax5742－6890）

文化財一般公開

公開文化財 公開場所 最寄り駅

銅造地
じ ぞ う ぼ さ つ

蔵菩薩坐像（江戸六地蔵の1つ）品
ほ ん せ ん

川寺（南品川3－5－17） 青物横丁駅3分

あわせて区内の都指定
文化財もご覧になれます

※法事などにより、公開されない時間帯があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況次第では公開が中止
となる場合があります。
※来場に際してはマスクの着用等、感染予防対策をお願
いします。

公開文化財 公開場所 最寄り駅

鏝
こ て

絵
え

天
あめのうずめのみこと

鈿女命功
こ う

績
せ き

図
ず

寄
よ り き

木神社（東品川1－35－8） 新馬場駅北口7分

居
い る き

木神社末社厳島神社（旧松原家屋敷神）居木神社（大崎3－8－20） 大崎駅西口5分

伊藤博文墓 伊藤博文墓所（西大井6－10－18） 西大井駅3分

木
も く

造
ぞ う

五
ご

智
ち

如
に ょ

来
ら い

坐
ざ

像
ぞ う

養玉院（西大井5－22－25） 西大井駅8分

●通年でご覧いただけます
伊
い ず の

豆長
ちょうはち

八鏝
こ て

絵
え

善福寺（北品川1－28－9） 北品川駅5分

流
る み ん

民叢
そ う

塚
づ か

碑
ひ

・法禅寺板碑 法禅寺（北品川2－2－14） 北品川駅5分

10月31日㈯～11月3日㈷ 午前10時～午後4時

通年公開　午前6時～午後5時

　区が平成29年10月より始めたシェアサイクルは3年目となり、多くの方に利用
されています。現在、品川区を含めた11区（千代田・中央・港・新宿・文京・江東・
目黒・大田・渋谷・中野）で広域連携をしており、11区内であれば、どのサイクルポー
ト（専用駐輪場）でも借りたり返したりすることができます。
　便利で快適なシェアサイクルを利用して、通勤・買い物や観光スポット巡りを
してみてはいかがですか。

鏝絵天鈿女命
功績図

木造五智
如来坐像

伊藤博文墓

居木神社末社
厳島神社

（旧松原家屋敷神）

「品川区シェアサイクル」をご活用ください！

品川区シェアサイクル運営事務局 0570－783－677
※プリペイド式の携帯電話や一部のIP電話などからはご利用できません。
土木管理課交通安全係（☎5742－6782 Fax5742－6887）

問い合わせ

会社やホテル、マンションなど
の空いているスペースを、サイ
クルポート設置場所として提供
していただけませんか。
●募集条件
・ 場所＝道路から直接利用でき、

長さ4m×奥行2m（自転車収
容可能スペース5台）以上

・利用時間＝原則24時間開放

 「サイクルポート設置スペース」
を募集しています

「　　　　　キレイな街で　おもてなし」放置ゼロ




