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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。

　問い合わせ　品川区新型コロナウイルス感染症対策本部（事務局：総務課総務係☎5742－6624 Fax3774－6356）

緊急事態宣言が
発令されています 1月8日㈮～2月7日㈰
不要不急の外出は控えましょう

　国から、東京都に緊急事態宣言が再発令されました。これに基づき、東京都では緊急事態措置を実施
し、外出自粛の要請などを行っています。
　一人ひとりが「感染しない、させない」の意識を持ち、不要不急の外出を控え、感染予防・感染対策の徹
底をお願いします。

●医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、職場
への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必
要な場合を除き、原則として外出は自粛しましょう。特に、20時以
降の徹底した不要不急の外出自粛をお願いします。

不要不急の外出自粛、特に20時以降の徹底した
不要不急の外出自粛

行政サービス・施設等の対応状況
（1月12日現在の情報）

発令を受けて、品川区では行政サービス・施設等の対応を変更しました。
区民の皆さまにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。
なお、各施設の詳細な運用情報は区ホームページをご確認ください。

●3密【密閉空間・密集場所・密接場面】を避け、引き続き、手洗い、
咳
せき
エチケット、マスク着用などを徹底してください。

　こまめな換気と適度な保湿にも注意を払いましょう。

最新の情報は、区ホームページに掲載しています

▲︎トップページのこのバナーから
　ご覧いただけます

こちらからも
ご覧いただけます

● 区立学校の体育館・校庭等は利用を休止しています
● 区内各施設や温水プール・体育館等の夜間利用は休止しています
● 児童センターの利用は乳幼児親子のみに変更しています
● 各施設等で引き続き利用制限などを行っています

区役所・地域センター等の行政窓口は通常どおり開設しています

ごみ収集・資源の回収は通常どおり行っています

〇相談窓口のご案内は7ページに掲載しています　　〇8ページで中止になった事業をお知らせしています

一人ひとりができる感染症対策

皆さまのさらなる努力が、感染防止につながります。共にがんばりましょう。
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区の助成金制度の利点 区の助成金制度の利点

私が子育てで悩んでいるとき、友人から教えてもらった
のが「北浜こども冒険ひろば」でした。毎日通ううちに
子どもとの向き合い方や遊びの価値観を変えてくれ、自
然の中で遊ぶ大切さも知りました。それをきっかけに、
同じ悩みを抱えている方に自然の中の遊び場を提供した
いと思い始めた活動が「そとぼーよ」です。実は公園で
の遊び方を知らない方が多いんです。遊具がなくても広
い芝生や水、土、葉っぱなどを使った遊びはたくさんあります。「そとぼーよ」をきっ
かけに親子で外遊びを楽しめるようになって欲しい。また、子育て世代の交流が増
え、公園で遊ぶ親子を地域の人たちが見守ってくれるようになるとうれしい。その
ためにも継続して活動し、地域のさまざまな世代にこのような活動が認知され、参
加してもらえるようになるのが目標です。

品川こども劇場は、人と人とが直接関わりあうことを大
切にし、さまざまな体験活動を通じて子どもから大人ま
で世代を超えて共に育ち合おうと活動しています。体験
の一つとして、近所で触れる機会が少ない伝統文化を、
落語を通じてその楽しさを知ってもらう場を提供してい
ます。伝統文化は子どもたちにとってもすばらしい文化
です。生の落語は、その臨場感から感動や共感を生み、
話術やしぐさが子どもたちの想像力を育んでくれます。グループワークショップで
の体験では、仲間と楽しい時間が共有でき達成感も生まれます。その経験を積み重
ねていくことで「自分でやってみたい」という自主性にもつながります。
今の子どもたちの生活圏には限られた大人しかいません。子どもたちを見守る役割
を担い、その延長に伝統文化が地域に根付くとうれしいです。

ある日の活動 ある日の活動

公園の広い敷地を使っ
て競走。どっちが早く
ゴールできるかな

NPO 法人ウーヴのボランティアさんが紙芝
居を披露。子どもたちはお話に夢中

ボランティアスタッフの方から
落語の所作を学びます。扇子を
使ってそばの食べ方に挑戦

親子一緒に “ 文庫の森 ” で外遊び みんな D
デ

E 楽しく落語体験

代表理事 本道良子さん 理事長 巻島淳子さん

参加者の声
参加者の声

●�散歩する以外公園での遊び方を知り
ませんでした。ここで新しい遊びを
知り、休日は家族で公園遊びを楽し
めるようになりました。

●�親子で２人だと遊びもマンネリに。
そとぼーよではみんなで楽しめるの
がいい。

●�子どもにも友だちができて親同士で
交流できるのもうれしい。

●�落語が好きで自分の子どもと一緒に
体験できるのがうれしい。

●�コロナ禍で外出が難しい中、近所で
落語に触れあうことができ、親子の
コミュニケーションも広がった。

●�ワークショップが楽しかったらし
く、子どもが家でも落語のなりきり
遊びをしています。

助成金だけでなく、区のサポート
がある活動であると周知されてい
ると信頼度が高まり公園でも活動
しやすいです。

区から情報発信の協力を得られ
ることで信頼感を持ってもらえ、
様々な人に参加してもらえていま
す。

高齢者の方も一緒に参加。
子どもたちと読み聞かせ
を楽しんでいました

明 る い 未 来 へ と つ な ぐ

わたしの地域活動
乳幼児の親子を対象に開催。“文庫の森”
で水遊びや土遊び、木育、紙芝居など企
画。自然豊かな公園での遊びを親子で楽
しみます。

柳家権之助師匠を招き「作って落語」（も
のづくりワークショップ）と「使って落
語」（なりきり落語遊び）の体験会を開催。
幼児・小学校低学年の児童を対象に、落
語を通じて伝統文化に触れます。

NPO法人

そとぼーよ
NPO法人

品川こども劇場

・ 親子がのびのびと自然の中で遊べる場所を提供し、子どもの自
己肯定感を育む

・ 外での親子ひろばが外出のきっかけに
・ 地域で成長を見守る環境づくりとさまざまな世代の交流の場に

活動ポイント

前回の柳家権之助師匠のワークショップの
映像を観ておさらい

・ 落語を通じて想像力を育み、自己肯定感
を高める

・ 親子で参加することで絆
きずな

をさらに強く
・ 伝統芸術の良さを知ってもらいたい

活動ポイント
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2年度区民活動助成制度採択団体による成果報告会

区の助成金制度の利点

障害がある人の生活はどうしても情報が遮断されてしま
い、社会とのつながりを持つことが難しいのが現状です。
その課題を解決できるツールのひとつにiPadがあります。
実はiPadやパソコンには障害者が操作できるように作られ
た専門のスイッチがあり、操作を覚えるとメールやweb
検索などができるようになります。私たちは障害のある方
やその家族、支援者に操作方法やICT機器についての研修
を行うことで、ハンデを超えて社会とつながる機会が提供
できるよう努めています。実際に八潮に住む筋ジストロフィーに認定されている人は
SNSを使い、いろんな人との会話を楽しんでいます。ほかにも絵画や写真を趣味とし
て楽しむ方や仕事につなげている方もいます。こんな便利な機器があることをもっと
障害のある人に知ってもらい、当事者の方の喜びと生きがいを感じられる事業として
今後もさらに展開していきます。

ある日の活動

スイッチの種類をレクチャー

iPad の使用方法を学び世界を広げます

理事長 今井啓二さん

実際に数種類のスイッチを使い、
仕組みや使用方法を学びます

参加者の声

●�障害のある方が使用するiPadの仕組みを
独学で学んでいましたが、この研修で
きちんと学べて良かったです。

●�さまざまなスイッチがあることは知ら
れていないので、知ることができたの
が収穫。私が勤める養護学校の生徒た
ちにも使用できそうだと思いました。

●�iPadの仕組みや指伝話などのアプリ
ケーションなどの知識も改めて学べた。

地域振興の一環として助成金を受
けることで、金額的なサポート以
外にも区が支援する活動として区
民の方からの信頼を得ることがで
きます。

高齢者の方々の健康寿命延伸のため、リハビリテーション専門職
の見地から、知識や実技を提供しています。

品の輪
〜品川区リハビリテーション・ネットワーク〜

代表 伊藤重忠さん

　地域によって必要な支援はそれぞれに異なります。行政だけの力では解決できない困りごともあります。今号ではその必要な支援に気づ
き、地域課題の解決に取り組む団体を紹介します（2年度区民活動助成制度採択団体）。
　区民と区がお互いに力を持ち寄って「私たちのまち」品川区をつくるために、区では区内で行われる公益活動事業をサポートしています。

問い合わせ 　地域活動課協働推進係（☎5742−6693 Fax5742−6878）

iPadなどのICT機器を重度障害者が使えるよう
に、当事者や家族、支援者に向けて操作方法な
どの講習会を行っています。

NPO法人

ICT救助隊

・ iPad操作を通じて社会とつながり世界が広がる
・ 障害を乗り越えたコミュニケーションが可能に
・ さまざまなアプリを使用することで選択肢が広

がり、趣味や仕事にもつながる

活動ポイント

区内で公益活動に取り組む団体を応援しています

　区内で行われる公益活動事業に対して助成金を交
付し、目的達成をサポートする制度です。2年度は5
団体に交付。それぞれが地域に貢献する活動を行っ
ています。
　区民活動助成制度の助成金は、皆様からの寄附
金を積み立てた品川区地域振興基金で成り立っています。
3年度は4月に募集を予定しています。

身近な地域でどのような活動が行われているか、地域振興基金を
活用して実施した事業の成果報告会へぜひご来場ください。
日時／1月29日㈮ 午後1時～3時
会場／区役所講堂（第三庁舎6階）
定員／30人（先着）
申込方法／1月28日㈭までに、電話かFAXで地域活動課協働推進係へ
※手話通訳が必要な方は1月26日㈫までにご連絡ください。

区民活動助成制度

NPO法人
プラチナ美容塾
理事長 伊藤文子さん

そ の ほ か の 団 体

コロナ禍で施設訪問活
動ができない状況下、
オンラインボランティ
ア活動にチャレンジ！

素敵シニアがボランタリーに活躍する
社会を目指し活動しています。
シニア世代が美容について学び、それ
を生かして高齢者施設で美容ボラン
ティアをしています。 

助成制度の活用で、
区民への周知と内容
をより充実させるこ
とができました。
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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。

環境学習講座「輝く雪の結晶作りと気圧実験」
気圧変化の不思議を体験し、輝く雪の結晶を楽しもう。
日 2月21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 島田賀子（日本気象予報士会サニーエンジェルス気象予報士）
人 小学3～6年生と保護者15組（抽選）
申 問 1月27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・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。

親子で楽しく防災体験「トイドローンを飛ばそう！」
日 2月7日㈰・21日㈰、3月7日㈰・21日㈰ 午前10時30分～11時30分
人 小学生までのお子さんと保護者各8組16人（先着）
※初めての方優先。
※お子さんに防災啓発品をプレゼント。
場 申 各日2日前までに、電話か直接しながわ防災体験館（第二庁舎2階☎5742－9098）へ
問 防災課啓発・支援係（☎5742－6696 Fax3777－1181）

イベントなど

キ
リ
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リ
線

キリトリ線

● 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

がんの夜間相談窓口
日 2月19日㈮ 午後6時～8時
場 申 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）

ひきこもりシリーズ学習会
家族の困りごとにこたえます。
日 2月25日㈭ 午後1時30分～3時30分
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

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   5日㈮   4日㈭ 19日㈮
うつ病あんしん相談 26日㈮   4日㈭ 24日㈬
高齢期のこころの相談 16日㈫   9日㈫ 12日㈮
児童思春期のこころの相談   3日㈬ 18日㈭ 10日㈬

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）2月

問 各保健センター

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 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）

1月24日㈰
31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）

1月24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
上杉歯科医院	 東五反田5－27－6	 ☎3440－0881
大嶋歯科医院	 二葉3－9－10	 ☎3781－8053
大井整骨療院	 大井3－26－8	 ☎3772－5847
小山接骨院	 戸越5－10－7	 ☎3782－7568

1月31日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

柿島医院	 大井3－21－10	 ☎3775－5171
ゆうデンタルオフィス	 西五反田2－29－5	 ☎3495－0648
島本歯科医院	 中延3－10－8	 ☎6426－9249
飯塚接骨院	 南大井4－11－6	 ☎3763－3270
綱井接骨院	 小山6－2－9	 ☎3781－9330

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

1月23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

1月30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

※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。

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

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。

＊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

4月からのすまいるスクールの利用登録を受け付けます
利用日／月～土曜日（祝日・年末年始は
除く）
利用時間／学校がある日＝放課後～午
後7時、学校が休みの日＝午前8時15分
～午後7時
※午後5時以降は延長利用のため、保護
者の就労などの理由および、事前の申請
が必要です。
※午後6時以降は1～3年生のみ利用で
きます。
人 区立小学校・義務教育学校前期課程
の1～6年生になるお子さんと、区内在住
で区立学校以外の小学校等に通うお子さ
ん
※区立学校に就学するお子さんは、就学
する学校内のすまいるスクールのみ利用
できます。
利用料／午後5時まで＝月250円、午後
6時まで＝月3,250円、午後7時まで＝月
4,250円

申込書など配布方法／新1年生＝郵送、
新2～6年生＝学校・すまいるスクールを
通じて配布
申 2月1日㈪～27日㈯（日曜日・祝日を除
く午前9時30分～午後7時）に、申込書等
を利用予定のすまいるスクールへ持参
○区立学校以外の小学校等に通うお子
さんが初めてすまいるスクールを利用す
る場合、子ども育成課放課後サポート担
当へ持参（土・日曜日、祝日を除く午前8
時30分～午後5時）。
※現在利用している方も、4月以降利用
希望の場合は申し込みが必要です。
問 子ども育成課放課後サポート担当（第
二庁舎7階☎5742－6596 Fax5742－
6351）

お知らせ

保育園・幼稚園のチャイルドステー
ション事業は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止のため休止
しています。
問 保育課施設・運営係

（☎5742－6724 Fax5742－6350）

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 2月1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
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52021年1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。

後期高齢者医療制度被保険者の方へ
医療費等通知書を送付します

送付時期 1月下旬
対象 12月1日現在、東京都後期高齢者医療の被

保険者資格があり、元年9月から2年8月までの12カ月間
の医療機関等への受診について、医療費等（自己負担分＋
保険者負担分）の合計額が5万円を超える月がある方
※確定申告（医療費控除）の際、本通知を添付することで、2
年1月～8月の診療等については、「医療費控除の明細書」
への記載を省略することができます。ただし、2年9月～12
月の診療等については、申告が必要な場合、お持ちの領収
書に基づき「医療費控除の明細書」の作成が必要です（この
場合、医療費の領収書は確定申告期限から5年間保管が必
要）。

問い合わせ 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）、国保医
療年金課高齢者医療係（☎5742−6736 Fax5742−6741）

東京2020大会に向けて文化面での
機運醸成を目的に、区内で実施される
文化芸術イベントに対し、区が助成金
を交付します。
助成金額／クリエイティブ・リンク＝対象経費の10分の9（上限300万円）
クリエイティブ・チャレンジ＝対象経費の10分の10（上限80万円）
事前説明会〈オンライン開催〉（参加必須）／2月4日㈭午後6時～7時
※事前説明会は、2月3日㈬正午までに要事前申込。
事業期間／4月1日㈭から4年3月31日㈭までに終了する事業
申請締切日／2月15日㈪（必着）
※対象事業や申請者の要件、助成金の概要、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。
申込方法・問い合わせ

文化観光課文化振興係（☎5742－6836 Fax5742－6893）

しながわ文化プログラム推進事業

日時／3月5日㈮
午後6時30分開演（午後6時開場）
会場／スクエア荏原ひらつかホール

（荏原4－5－28）
料金／2,000円（全席指定）
発売開始日・時間／1月22日㈮
窓口 �午前9時から＝きゅりあん、スクエア荏原、メイプルセンター、Ｏ美術館（Ｏ美術

館は翌日以降午前10時から）
電話 午前10時から＝チケットセンターキュリア（翌日以降午前9時から）
インターネット 午前9時から＝http://www.shinagawa-culture.or.jp/

※電話予約では座席の選択はできません。
※未就学児入場不可。　※発売初日は1人6枚まで。
問い合わせ チケットセンターC

キ ュ リ ア
URIA（☎5479−4140 Fax5479−4160）

「あじさい寄席」再販売のお知らせ

春風亭一朝 柳亭燕路柳家さん遊

2年6月18日㈭
の振替公演

助成金を活用する
事業を募集します

場所／マイガーデン南大井（南大井1－13みなみ児童遊園内）
対象／区内在住の方 ※現在利用している方は申し込めません。
費用／1区画（10㎡）＝22,000円（11カ月分）
申込方法・問い合わせ／2月5日㈮（必着）までに、往復はがきに「マイガーデ
ン南大井」とし、住所、氏名、電話番号、動機を公園課公園維持担当（〠140－8715品川区役所☎
5742－6789 Fax5742－9127）へ
※家族内での複数応募や、必要事項が書かれていない場合は落選となります。
※他人名義での利用はできません。
※公開抽選会は実施しません。立会人同席のもと、公正な抽選を行います。

マイガーデン南大井（区民農園）利用者を募集します
4月～4年2月利用期間 32区画（抽選）募集数

桂小すみの音曲も
お楽しみに！

スポーツを「する・きく・みる・知る」特別プログラム！

配信 YouTubeチャンネル
「しながわ2020ライブ」

オンライン

2月13日㈯
午前10時30分～午後2時

ムーブ ネクスト

チャレンジ

大前光市＆伊藤華英の
「体の動かし方＆ピラティス講座」

時間
①午前10時30分～ ②午後0時40分～
しながわ2020スポーツ大使で義足のプロダン
サー大前光市さんと、競泳元日本代表の伊藤華
英さんが、その日からできる楽な体の動かし方や、
ピラティスを使ったストレッチの方法を伝授します。

区内開催・オリンピック
競技会場への行き方案内
時間

①午前11時10分～
②午後1時15分～
東京2020大会での品川区内
の競技会場は「大井ホッケー
競技場（ホッケー）」と「潮風公園

（ビーチバレーボール）」の2カ
所です。最寄り駅から会場ま
での行き方をナビゲーターが
楽しく、分かりやすくガイドしま
す。

ブラインドサッカーチーム
「パペレシアル品川」の紹介

時間  午前11時25分～
2019年に設立し、品川区を拠点として活躍
する強豪ブラインドサッカーチーム「パペレ
シアル品川」。日本代表選手を数多く擁する
チームの知られざる魅力を紹介します。

藤尾香織とサムライジャパンの
ホッケートーク
時間  午後0時～

品川区東京2020大会コミュニケー
ターで女子ホッケー元日本代表の藤
尾香織さんと、現役男子ホッケー日本
代表「サムライジャパン」のトークバラ
エティです。

プログラム

※放送時間は多少前後する可能性があります。あらかじめご了承ください。
※配信中に出てくるキーワードを答えると、抽選で豪華景品をプレゼント。
※当日は品川区立総合体育館でもパラリンピック競技体験イベント（一部事前申込制）を開催します。

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）

ファン必見！キレのある口演を古典落語の
本格派3名でお届けします。

当日はこちらから
ご覧いただけます

詳しくは区のホーム
ページをご覧ください

大前光市さん 伊藤華英さん
ⓒ Kiichi Matsumoto/Number 藤尾香織さん 山下学さん（サムライ

ジャパン主将）他、
数名出演

ⓒ PAPELECIAL SHINAGAWA

「戸籍・住民票ご案内」、「保育園案内」、「子どもの手当・医療助成」、「新型
コロナウイルス」について、AIチャットボットが質問にお答えします。区ホー
ムページ、または区のLINE公式アカウントから知りたい情報のチャットボット
を選んでください。24時間365日質問受付中です。
※「新型コロナウイルス」については、区ホームページのみ。
問い合わせ 情報推進課情報推進担当（☎5742－6618 Fax5742－7164）

AIチャットボットをご活用ください！

（ソーシャルディスタンスを確保した配席で販売）
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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。

お知らせ
品川区職員募集
栄養士（Ⅰ類）・歯科衛生（Ⅱ類）
採用予定日／3年4月1日以降
人 栄養士：国籍および性別を問わず、平
成3年4月2日以降に生まれ、管理栄養士
の免許を有する方（3年3月31日までに免
許取得見込みを含む）若干名
歯科衛生：国籍および性別を問わず、昭
和56年4月2日以降に生まれ、歯科衛生士
の免許を有する方（3年3月31日までに免
許取得見込みを含む）若干名
勤務場所／栄養士：区役所・保健所など　
歯科衛生：保健所など
第一次選考／2月7日㈰
選考方法／五肢択一（一般教養）・論作文
※第一次選考合格者を対象に第二次選考

（面接）を実施。
申込書配布場所／人事課人事係（本庁舎
5階）、地域センター、サービスコーナー、
保健センターなど
※区ホームページからダウンロードもでき
ます。
※郵送での請求はお問い合わせください。
申 問 1月28日㈭（必着）までに、募集案内を
確認のうえ、人事課人事係（〠140－8715
品川区役所☎5742－7140 Fax5742－
6872）へ簡易書留で郵送か持参

交流スペ－ス「みんなのひろば」
性自認・性的指向のあり方や多様性を認
め合い、差別や偏見をなくせるよう、安心
して思いや悩みを共有し、自分らしく生き
ることのできる交流の場です。
日 2月13日㈯ 午後2時～4時
内 DVD上映『ぼくが性別「ゼロ」に戻ると
き～空と木の実の9年間～』（40分）、フ
リートーキングなど
人 性自認・性的指向などで悩んでいる方や
家族・友人・職場の方など（10代～）
場 申 問 1月21日㈭ 午前10時から、電話
かFAXに「みんなのひろば」とし、氏名

（ニックネーム可）を男女共同参画センター
（東大井5－18－1きゅりあん3階☎5479－
4104 Fax5479－4111）へ
※区ホームページからも申し込めます。

品川歴史館�休館のお知らせ
収蔵庫燻

くんじょう

蒸および展示替えのため休館し
ます。
日 2月1日㈪～12日㈮
問 品川歴史館

（☎3777－4060 Fax3778－2615）

第2回品川区地域公共交通会議
日 2月8日㈪ 午前10時から
場 区役所災害対策本部室（第二庁舎4階）
議題／・ワークショップ（地域意見交換会）
の実施結果について 
・コミュニティバス導入に向けた運行条件
（案）について
・事業評価の基準について
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法・問 当日、午前8時30分～9時
30分に都市計画課窓口（本庁舎6階☎
5742－6760 Fax5742－6889）で傍聴券
を交付

税　金
税のたより～確定申告はご自宅から
e-Taxでお願いします
　2年分の確定申告書作成会場は、感染
症拡大防止の観点から入場整理券を配付
する予定です。整理券の配付状況によっ
ては、後日来場をお願いすることがありま
す。ぜひこの機会に、e-Taxを利用した確
定申告をお願いします。
　e-Taxは、①マイナンバーカードを使用
する方法と、②IDとパスワードを使用する
方法があります。国税庁ホームページ HP
www.nta.go.jp/の「確定申告書作成
コーナー」の案内に従い、申告書の作成、
e-Taxからの提出ができます。
問 品川税務署☎3443－4171
荏原税務署☎3783－5371

特別区民税・都民税（住民税）の
申告書を発送します
3年度住民税の申告書は、2月4日㈭に発
送する予定です。申告受付期間など詳し
くは、本紙2月11日号でお知らせします。
問 税務課課税担当

（☎5742－6663～6 Fax5742－7108）

2月1日㈪は特別区民税・都民税
（普通徴収）第4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
国民健康保険医療費通知を送付します
品川区国民健康保険加入者で、医療機
関・柔道整復師（接骨院）に受診歴のある
方へ過去12カ月間（元年11月～2年10
月）の医療費・施術費の月額をお知らせし
ます。
発送時期／1月下旬
通知単位／12月18日時点で加入の個人
宛て（ただし、満18歳までは世帯主宛て）
※この通知は、皆さんの健康づくりに役立
てていただくためにお送りしています。
確定申告の際、医療費控除の明細書とし
て通知の一部が使用できます。
問 国保医療年金課給付係

（☎5742－6677 Fax5742－6876）

催　し
春の読書フェア「春の朗読会」〈事前申込〉
日 3月6日㈯ 午後1時30分～2時30分
内『うた時計』（新美南吉著）、『オツベル
と象』（宮沢賢治著）
朗読／黒澤明子、石﨑一気
ヴァイオリン演奏／石﨑浩二
人 30人（先着）
場 申 問電話か直接、品川図書館（北品川2－
32－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ
※図書館ホームページからも申し込めます。
※車いす利用の方は、事前に要連絡。

五反田文化センター　2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。
●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
場 問 五反田文化センター（〠141－
0031西五反田6－5－1☎3492－2451 
Fax3492－7551）

講　座
女性向け就業支援セミナー「あなたの
人となりが伝わる！自己ＰＲのつくりか
た」（オンラインセミナー）
日 2月17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 就職活動中、就業中か就職活動を始め
ようとしている女性の方20人（先着）
※申込方法など詳しくは女性・わかもの
就業相談ホームページ 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）

市民後見人養成講座
日 2月27日㈯・28日㈰、3月6日～20日
の土曜日 午前9時20分～午後4時20分

場 荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
内 成年後見制度の基礎、演習など
人 区内在住か在勤で、20～74歳の方
20人（先着）　※年齢は申込時点。
￥ 3,000円
申 問 2月22日㈪午後5時までに、往復は
がきで住所、氏名、年齢、電話番号を品川
成年後見センター（〠140－0014大井1－
14－1☎5718－7174 Fax6429－7600）
へ

しながわ学びの杜地域講座「しながわ
のお宝発見！～海

の り

苔博士になろう！！～」
日程

（全4回） テーマ

2月19日
㈮

海に育まれた品川～水辺か
ら見た品川の歴史～

2月26日
㈮

海に育まれた品川の海苔～
養殖のはじまりとその後～

3月5日
㈮ 海苔で品川区の魅力発信！

3月12日
㈮

海苔の力。元気の素
～おいしい海苔料理紹介～

※時間は午後2時～4時
場 品川歴史館（大井6－11－1）
内 品川海苔の歴史ほか
講 田中良平（切り絵アーティスト）、保川
泉（品川屋海苔店店主）ほか
人 16歳以上の方30人（抽選）
￥ 1,000円
申 問 2月10日㈬（必着）までに、往復はが
きに「海苔」とし、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、手話通訳希望の有無を
文化観光課生涯学習係（☎5742－6837 
Fax5742－6893）へ

「空き家と相続の無料個別相談会+
空き家オンラインセミナー」

回 日時 テーマ 定員
（先着）

1 2月3日㈬
午後1時30分～
3時45分

相談会 12組 

2 ビデオ
セミナー 15人

3 2月13日㈯
午前9時30分～
11時45分

相談会 12組

4 ビデオ
セミナー 25人

場 きゅりあん（大井町駅前）
講 上田真一（空家・空地管理センター代
表理事）
人 空き家所有者など
申電話かFAXで、希望番号、住所、氏名、
電話番号を空家・空地管理センター（
0120－336－366 Fax6300－9921）へ
※ HP www.akiya-akichi.or.jp/からも
申し込めます。　※ビデオセミナーは、1
月27日㈬～2月20日㈯の期間でオンラ
イン配信を行います（事前申込制）。
問 住宅課（☎5742－6777 Fax5742－6963）

住所：品川区戸越1-20-9

広報しながわ（広報紙）読者モニター
内容／広報しながわについてのアンケート　対象・定員／区内在住の方40人程度（選考）
申込方法・問い合わせ／2月12日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「モニター」とし、住所、氏名、年齢、性別、
電話・FAX番号を広報広聴課（〠140－8715品川区役所☎5742－6644 Fax5742－6870）へ
※初めての方が優先です。　※謝礼あり。

募集
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72021年1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。

募　集
第11期廃棄物減量等推進員募集
ごみの減量とリサイクル活動を推進するた
め、自ら積極的に取り組む方を募集します。
日 3年4月1日～5年3月31日（2年間）
人 20歳以上で、区内在住か在勤の方
20人程度（選考）
※活動費として年間2,000円分の区内共
通商品券を支給します。
内 ごみの排出抑制と分別の徹底を実践、
清掃・リサイクル活動を普及啓発、地域
の廃棄物の排出状況を報告
申 問 2月15日㈪（必着）までに、はがきに

「推進員募集」とし、住所、氏名、性別、生
年月日、電話番号を品川区清掃事務所

（〠141－0032大崎1－14－1☎3490
－7098 Fax3490－7041）へ

ウーマンズビジネスグランプリ2021�
in�品川�オンライン観覧者募集
10周年を迎える女性起業家のためのビ
ジネスプランコンテストの決勝プレゼ
ンテーションです。オンライン参加型の
オーディエンス投票を開催します。
日 2月28日㈰ 午後1時30分～5時
内 ファイナリスト8人によるプレゼン
テーション、表彰式、歴代ファイナリス
トの起業ストーリー
申 2月25日㈭の午後6時までに、電話で
武蔵小山創業支援センター☎5749－
4540へ　※ HP www.musashikoyama
-sc.jp/からも申し込めます。
※視聴方法は、個別にご案内します。
問 商業・ものづくり課創業支援担当

（☎5498－6333 Fax5498－6338）

都営住宅入居者の募集
日程は変更になる場合があります。
募集住宅／単身者向け、車いす使用者向
け、シルバーピア、家族向け（ポイント方式）
申込用紙配布期間／2月1日㈪～9日㈫予定
申込用紙配布場所／住宅課（本庁舎6
階）、地域センター、文化センター、サー
ビスコーナー、品川宅建管理センター
※土・日曜日はサービスコーナー・文化
センター、日曜日は区役所第二庁舎3階
ロビーでも配布。
※開設時間は施設により異なります。
問 都営住宅募集センター☎3498－
8894、住宅課住宅運営担当（☎5742－
6776 Fax5742－6963）

自衛官募集案内（自衛官候補生）
受付期間／現在受付中
受験資格／18歳以上33歳未満ほか
※詳しくはお問い合わせください。
問 自衛隊五反田募集案内所☎3445－
7747、防災課（☎5742－6697 Fax3777
－1181）

エンジョイスポーツ
ゴルフ大会
日 2月28日㈰ 午前7時現地集合
場 レイクウッドゴルフクラブ西コース

（神奈川県中郡）
人 48人（抽選）
￥ 3,000円、会員2,000円
※別途プレー費18,800円（カート・キャ
ディ付き、交通費・昼食代別）。
主催／品川区ゴルフ連盟
申 問 2月5日㈮（必着）までに、はがきに

「ゴルフ大会」とし、住所、氏名、年齢、性
別、電話番号、参考ハンディをスポーツ
協会（〠141－0022東五反田2－11－2
☎3449－4400 Fax3449－4401）へ
※品川区ゴルフ連盟ホームページ HP
shinagawa-golf.com/からも申し込め
ます。

●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>）
2月13日㈯・27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）、
義務教育学校（日野・伊藤・豊葉の杜）、
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。
※回収時間内に係員にお渡しください。
※学校や地域センター等でのお預かり
はできません。

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。
3月号の掲載、2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。
※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）。
●大井町店「チャイルドフェア」（新学期
準備）出品募集
日 2月2日㈫～11日㈷
※区内の義務教育学校・中学校の制服を
含む子どもの衣類（クリーニング済み・ほ
つれや破れがないもの）、靴、学習机など。
※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「入園・入学用品」「婦人フォー
マル」「手作り品」出品募集
日 1月22日㈮～26日㈫ 午後1時～4時
※キズ・汚れの目立たないもの。
※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。

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
詳しくはお問い合わせください。

⃝ 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。　※トナーカートリッジは対象外。

⃝注射針は区では収集できません　「使用済み注射針回収薬局」の看板のある薬局
へ持参するか、処方された医療機関に返却してください。

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）

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、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）

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）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内

「ぼけますから、
よろしくお願いします。」

　区が平成29年10月より始めたシェアサイクルは4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、通勤や買い物などをしてみてはいか
がですか。

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（☎5742－6615 Fax5742－6887）

問い合わせ

「品川区シェアサイクル」をご活用ください！

日時／2月26日㈮ 午後2時～4時
※受付は午後1時30分から。
会場／東京医療保健大学（東五反
田4－1－17）
対象・定員／区内在住・在勤・在
学の方45人（先着）
申込方法・問い合わせ／電話で、
上大崎在宅介護支援センター（☎
3473－1831 Fax3473－1554）へ
※電話受付時間は、月～土曜日の
午前9時～午後5時。

認知症ドキュメンタリー映画
上映会



8 2021年1月21日号

第6期品川区障害福祉計画・
第2期品川区障害児福祉計画（素案）
に対するご意見をお寄せください

古紙を配合した再生紙を使用しています

●次号予告 2月1日号 ⃝しながわ区民公園リニューアル

区では、障害者基本法に基づき平成27年度に策定した「品川区障害者計画」のもと、地域共生社会の実現に向
け、障害者一人ひとりに対するステージごとの切れ目のないきめ細やかな障害者福祉施策を実施するとともに、障
害者を支える地域づくりを進めています。今後の障害児者への総合的な支援施策の一層の推進を図るため、「第
6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計画」を策定することとなりました。
このたび、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　問い合わせ　障害者福祉課障害者施策推進担当（〠140－8715品川区役所本庁舎3階☎5742－6762 Fax3775－2000）

自分らしく、あなたらしく、
共感と共生の社会へ
～人それぞれのライフステージを通し、
自分らしく生きられる地域社会の実現～

基本理念

品川区基本構想

品川区長期基本計画

品川区地域福祉計画

品川区障害者計画品川区子ども・子育て
支援事業計画

品川区障害福祉計画品川区子ども・若者計画

品川区障害児福祉計画品川区介護保険
事業計画

令和3～5年度

計画期間において以下の4つを主要テーマとし、積極的な事業展開と推進を図っ
ていきます。

関連

2月19日㈮（必着）までに、意見、住所、氏名、電話番
号を障害者福祉課へ郵送かFAX、持参
○区ホームページの応募フォームも利用できます。

「第6期品川区障害福祉計画・第2期品川区障害児福祉計
画（素案）」の全文は、障害者福祉課（本庁舎3階）、区政
資料コーナー（第三庁舎3階）、地域センター、保健セン
ター、図書館、区ホームページでご覧になれます。

皆さんのご意見をお寄せください

応募方法 区ホームページは
こちらからご覧
いただけます

計画の位置付け 計画期間

主要テーマ

◎地域生活支援拠点等の整備
◎包括的な相談支援の充実
◎人材の確保・育成

◎多様な就労支援
◎ コミュニケーション支援・外出支援等の

充実
◎スポーツ・文化芸術活動の推進

◎心のバリアフリーの推進
◎インクルーシブ教育の推進

◎早期発見・早期支援
◎保護者への支援
◎療育支援体制の整備
◎ 重症心身障害児・医療的ケア児支援等の

充実
◎ 障害児の地域社会への参加や包容（イン

クルージョン）

安心して暮らせる
地域生活の支援1

社会参加の促進3

地域共生社会の実現に
向けた取り組みの推進4

包括的な障害児支援の
充実2

品川区障害福祉計画・品川区障害児福祉計画とは
　障害福祉計画は障害者総合支援法第88条、障害児福祉計画
は児童福祉法第33条の20に基づき策定されるものです。いず
れも、障害福祉サービス等の見込量や確保に係る数値目標を定
めた3年間の計画です。

中止や変更となった本紙1月11日号に掲載の事業をお知らせします
・1月23日㈯： 月と冬の星座を星空案内人と見よう！、

初心者対象スケートボード教室
・1月23日㈯： 羽ばたけ！アントレーヌVOL.12㏌
　 ・24日㈰　 品川
・1月29日㈮： 消費生活教室 消費者トラブル最前線
・1月31日㈰：南大井図書館たぬき寄席
・2月1日㈪：難病リハビリ教室

・2月3日㈬：CSR講演会と活動事例発表会
・2月5日㈮：コース型料理教室「調理と栄養の基礎
   ・12日㈮　知識を学ぶ」
・2月11日㈷：税理士による無料申告相談
・2月13日㈯： 講演会「猫の健康について」、八潮図

書館「八潮演芸座落語会」
・「さわる絵本」製作体験講習会【日程変更】

〇 地域スポーツクラブ事業は学校施設利用休止等により一部の事業が中止となっています。
〇 「しながわ出会いの湯」は1月21日より再開の予定でしたが延期になりました。

●品川文化振興事業団�開催見送り公演
（延期日調整中）

・1月24日㈰：輝け！しながわジェンヌ2021
・1月27日㈬： ミュージック・モアotonano コン

サート
・1月28日㈭：南佳孝＆杉山清貴ジョイントライブ
・2月6日㈯：たかお晃市マジックショー

最新の情報は、区ホームページに
掲載しています


