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プロと区民のコラボレーションステージ、区内で活動しているグループに
よるダンスや音楽・邦楽の発表、美術展など様々なイベントを開催します。 
各会場で実施する新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。

書道、絵画、手工芸の3部門で多彩な作品がご覧いただけます。
時間 午前9時～午後5時
会場 障害児者総合支援施設地下1階（南品川3－7－7）
問い合わせ 障害者福祉課障害者福祉係

（☎5742－6707 Fax3775－2000）

区民の皆さんの趣味や文化芸術活動を発表します。書道、写
真、絵画、手工芸、華道、その他の6部門に分かれて展示しま
す。多数の力作をご鑑賞ください。
時間 10日 午後1時～7時、 11日～13日 午前10時～午後7時 

14日 午前10時～午後3時
会場 スクエア荏原イベントホール
問い合わせ 文化観光課文化振興係

イラスト、曼
ま ん だ ら

荼羅、アクセサリー、ビー玉、キャンドル、ビーズ
アートの作品展示！アーティストと身近に触
れ合えるアットホームな空間です。
時間 午前10時～午後5時

（最終日は午後4時まで）
会場 スクエア荏原展示室（荏原4－5－28）
問い合わせ 品川文化振興事業団

品川にゆかりのある多彩なジャンルの
アーティストがきゅりあんに集結しま
す。オンラインで開催しますので、ぜひ
ご自宅でお楽しみ下さい。
時間 午前11時～午後4時30分
問い合わせ 品川文化振興事業団（☎5479－4112 Fax5479－4160）

品川区生まれのアーティスト、関口敦仁の約40年にわ
たる芸術活動を網羅した企画展。80年代の絵画・イン
スタレーションなどの初期
作品から、90年代以降の
地球や自身の内観をオマー
ジュにしたメディアインス
タレーション作品のほか、
松平不昧大崎苑復元CGな
ど研究実績を紹介します。
時間 午前10時～午後6時30分（初日は午後1時から）
会場 〇美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階）
問い合わせ 〇美術館（☎3495－4040 Fax3495－4192）
※土・日曜日、祝日は事前予約制（専用サイトhttps://airrsv.
net/shinagawa-art/calendarか電話で受け付け）

大喜利、落語、漫才、マジックなど、誰も
が楽しめる日本の話芸・大衆芸能にチャ
レンジ！笑いと元気をお届けします。
時間 午後2時開演（午後1時開場）
会場 きゅりあん大ホール(大井町駅前)
料金 1,500円、高校生以下1,000円（全席指定）　※3歳以上入場可。
問い合わせ チケットセンターC

キュリア
URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

ダンスや音楽、邦楽、クラシックなど
区内で活動する団体が日頃の練習の
成果を発表します。
※日程・内容など詳しくは区ホームペー
ジをご覧ください。
問い合わせ 文化観光課文化振興係

（☎5742－6836 Fax5742－6893）

障害者作品展

品川区民作品展
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美術館企画展
手がとどくけど  さわれない  関口敦仁展

ドリームステージ 
「しながわ大演芸会」

しながわアマチュア
ステージ

11／19㈮～25㈭ （日曜日・祝日を除く）

11／10㈬～14㈰

11／12㈮～14㈰9／11㈯・12㈰

10／16㈯～11／23㈷

9／26㈰

品川アーティスト展
2021特設サイト

〇美企画展
予約サイト

入場無料

入場無料入場無料

入場無料
（事前予約	
優先）

チケット
好評発売中

プロと公募区民の共演！

大崎苑復元研究（2008）

掲載記事は9月2日時点の情報です。最新の区の行政サービス・施設等の対応状況は区ホームページでご確認ください。
8.  新型コロナワクチン接種についてのお知らせ緊急事態宣言が発出されています

内観（2021）

出 演 者

公募区民、桂小南、
雷門小助六、桂宮治、
春風亭昇也、瀧川鯉丸、
ねづっち、宮田陽・昇、
小泉ポロン、鏡味味千代、
桂小すみ、桂南太郎、

柳亭楽ぼう、木本恵子

オンライン開催



●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。2 2021年9月11日号

9月20日～26日は動物愛護週間です

動物愛護週間は、命ある動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるために設けられたものです。
この機会に、私たちが飼っている動物、身近にいる動物について、改めて考えてみましょう。

動物は最後まで
責任と愛情をもって
飼いましょう

猫にとって屋外は危険がいっぱいです。上下運動ができ
るよう家具の上などにも上がれる工夫をして、専用のトイ
レ・つめとぎなどを用意すれば、家の中で快適に過ごせま
す。また、不妊・去勢手術を実施することも大切です。

迷子になり、飼い主のもとに戻ることができな
い動物は少なくありません。飼い主の責任の
所在を明らかにし、迷子になった動物の発見を
容易にするためにも、犬には鑑札をつけ、猫や
そのほかの動物には名札などをつけましょう。
マイクロチップは身元確認に効果があります。

犬は大切な家族の一員です。吠
ほ

えるのは当たり前ではなく、無駄吠えしないようにしつけが必要です。
犬も社会の一員として迷惑をかけないよう、飼い主には地域への配慮が欠かせません。区に寄せら
れる犬に関する苦情の多くは、「鳴き声がうるさい」「糞

ふん

尿の放置」「糞尿の汚れや匂い」についてです。 
マナーを守り、しつけや管理をして、人も動物も気持ちよく暮らせるまちにしましょう。

●トイレは散歩の前に済ませましょう
もし散歩中にしてしまったら、糞は必ず持ち帰り、おしっこは十分な量の
水で流すかシートで吸い取りましょう。
●お散歩の持ち物
散歩の際は糞用の袋、飲み水、尿を洗い流すための水、吸い取るための
シートを持ちましょう。
●リードでつなぐ
しつけをしていても犬は不意に突発的な行動をすることがありま
す。飼い主が犬をしっかりコントロールできるようにしましょう。

体がすっぽり収まり足が延ばせるくらいの適切なサイズのケージ
やサークルで囲むなどして、空間を制限して犬が落ち着ける場所
を作ってあげましょう。狭いところが好きなのは犬本来の習性で
す。また、犬は家族の中に順位を付ける動物です。犬は家族の一番
下の順位だと理解させる必要があります。飼い主の言うことをよ
く聞くようにしつけることは、無駄吠えなど問題行動をやめさせ
ることができ、何より服従本能習性が満たされることで犬の精神
的安定にもつながります。犬の本能と習性をよく理解し、しっかり

しつけましょう。日頃のしつけや散
歩前のトイレの習慣を身につけ、お
となしく長時間ケージにいられる
よう慣らせておくと災害時に同行
避難をする際にも役立ちます。 狂犬病の予防接種や寄生虫の駆除、子犬を望まない場合は不妊・去勢手術

も行いましょう。日頃から健康管理に気を配り、犬には狂犬病の予防注射
を年1回必ず受けさせましょう。

「手術はかわいそう」と思われる方もいますが、繁殖を望
まない場合は実施しましょう。不妊・去勢手術をすると
性質がおとなしくなり、扱いやすくなるなどのメリット
があるほか、生殖器系の病気の予防にもなります。
猫の不妊・去勢手術費助成を行っています
•	飼い猫（年2回）＝事前申請が必要
•	飼い主のいない猫（通年）＝手術日より30日以内に申請
※詳しくはお問い合わせください。

災害が発生した場合、まずは人命第一です。
飼い主が無事でなければ動物は災害を乗り切
ることができません。家が壊れたりして避難することになったとき
は、事情の許す限り動物を同行して避難してください。普段から人や
ほかの動物をこわがらない、嫌がらずにケージに入る、トイレは決め
られたところでする、などのしつけをしておきましょう。動物のため
の防災用品（5日分以上の食事と水など）も用意しておきましょう。

問い合わせ  生活衛生課庶務係（☎5742－9132 Fax5742－9104）

身元の表示

不妊・去勢手術

猫の飼育は屋内で

災害に備えて

あなたは大丈夫ですか？

お散歩マナーしつけ

健康管理

飼い主さ
んのマナ

ー



問い合わせ／／生活衛生課栄養管理担当（☎5742－7124 Fax5742－9104）

●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。 32021年9月11日号

野菜を増やして、塩分を減らすとともに、毎日牛乳・乳製品をとる習慣を身につける取り組みをしましょう。

問い合わせ／／子育て応援課（☎5742－6385 Fax5742－6387）

この事業への寄付は「ふるさと納税」の対象となるため、税制上の優遇
措置として寄付金控除の適用を受けることができます。
※品川区民の方も品川区にふるさと納税ができ、控除も受けられます。
問い合わせ／税務課（☎︎5742－6663～6	Fax5742－7108）

※しあわせ食卓事業の申請は、現在受け付けておりません。申請時期が決
まりましたら、本紙や区ホームページなどでお知らせします。

●クレジット、その他電子決済
区ホームページ（右コード）から、外部サイト（ふるさと
チョイス）へアクセスし、寄付をお申し込みください。

●払込取扱票（区役所本庁舎7階子育て応援課で配布）
金額、氏名、住所など必要事項を記入し、郵便局（ゆうちょ銀行）でお支
払いください（払込手数料無料）。

税制上の優遇措置

寄付方法

子ども食堂って？

しあわせ食卓事業とは？

子どもたちがおなかいっぱいご飯を食べられるように、地
域のボランティアやNPOによって運営されています。詳し
くは子ども食堂ネットワーク事務局ホームページ（https:	
//shinashakyo.jp/kodomonet/）をご覧ください。

様々な理由で子ども食堂のような場所に行くことができない子ど
もたちのため、ひとり親家庭などへの食品配送を実施しています。
申請をして食品を受け取った家庭からは、「前向きな気持ちになれ
ました」「子どもが大喜びでした」などの、感謝の声が届きました。

◦牛乳・乳製品はカルシウムの吸収率が高い食
品です。毎日の食事に取り入れましょう。

　カルシウムは牛乳・乳製品のほか、魚介類や
緑黄色野菜、大豆製品、ごまなどにも多く含ま
れています。

A	1～2皿の方が68.3％、3～4皿の方が17.6％＊1と、ほとんどの方が5皿に足りていない状況です。

A ・7～14歳＊2

給食で牛乳が出るので、ほかの世代に比べて多くカルシウムを摂取
することができていますが、どの世代にとってもカルシウムは不足
しがちな栄養素です。不足分を補うために、あとコップ1杯分の牛乳
をプラスしましょう！

◦だしやかんきつ類、香辛料を使う、麺類の汁は飲み
干さない、しょうゆなどの調味料は直接かけず、少
量を小皿に出してつけて食べるなどの工夫をしま
しょう。

◦スープや煮物、電子レンジで加熱など、カサを減ら
すと生野菜よりたくさん食べられます。

◦外食では単品より定食、小鉢のついたものを選びま
しょう。

＊1 品川区「平成29年度健康に関する意識調査報告書」より　　＊2 令和元年度「国民健康・栄養調査」より

減塩のポイント

Q 品川区民は野菜を1日に何皿食べているでしょうか？

Q 1日あたりに、カルシウムを最も多くとれている世代は？
　 ・7～14歳　・30～39歳　・60～69歳

野菜を増やすポイント

食塩摂取量の平均値は男性10.9g、
女性9.3g＊2と、まだまだ多い状況です。

（目標量：男性7.5ｇ、女性6.5ｇ）

1日350ｇ（5皿）以上の野菜を食べている区民
は、2.8％＊1でした。
まずは今よりも野菜1皿プラスを心がけて！

問い合わせ
品川保健センター　☎︎3474－2902
大井保健センター　☎︎3772－2666
荏原保健センター　☎︎3788－7015

•面談（予約制）
•電話（随時）
栄養士が食事に関
する相談にお答え
します。お気軽に
ご相談ください。

区内には、地域の子どもの居場所として、大切な役割を果たしている「子ども食堂」が30カ所
あります。また、ひとり親家庭などへ食品を配送する「しあわせ食卓事業」も実施しています。
子ども食堂の継続支援と、しあわせ食卓事業継続のため、子どもの食の支援事業として、9月
10日㈮からふるさと納税制度を活用して今年度も寄付を募っています。皆様の応援により、
食の支援から子どもたちに元気な未来を届けるための支援を進めていきます。

ふるさと納税制度を活用して
「子どもの食の支援事業」「子どもの食の支援事業」を
応援していただけませんか？

食事はおいしくバランスよく
食事はおいしくバランスよく～野菜はプラス　塩はマイナス～
～野菜はプラス　塩はマイナス～

9月は食生活改善普及運動月間です

野菜を
1日350ｇ食べよう

牛乳を
1日2

（コップ1杯）
00ｍｌ飲もう

おいしく食べながら
減塩しよう

目標金額

500万円

受付期間

9月10日㈮～
12月31日㈮

子
ど
も
たち

の笑
顔がお

返しです

！！！！

ふるさと納税（寄付）対象事業

食事相談
Q A＆



●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。

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://）
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高校生までを対象とした講座・スポーツや、
子育てに関する情報です。

子育て自主グループ支援事業
「赤ちゃんはどこから？と訊

き

かれたら」
親子で学ぶ幼少期からの性のおはなしです。自分のここ
ろとからだと性をどうしたら大切にできるのかなど、幼
少期だからこそ学べる親子講座です。
日 10月9日㈯午後1時30分～3時30分
場 きゅりあん（大井町駅前）
講 土屋麻由美（助産師）
人 4～7歳頃のお子さんと保護者48人（先着）
￥ 1人500円　※お子さんは無料。
主催／／子育ち親育ての会　※申込方法など詳しくは、子
育ち親育ての会ホームページHP bit.ly/3xizvu6をご覧
いただくかお問い合わせください。
問 子ども育成課育成支援係

（☎5742－7823 Fax5742－6351）

環境学習講座
何に変身する？ハロウィンのお面作り♪
ハロウィンの仮装に使える立体的なお面を親子で手作
りします。　
日 10月17日㈰午後1時30分～4時　
場 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講 大野有紀子（エコアート作家）
人 小学生と保護者15組（抽選）
申 問 9月20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
※同センターホームページHP shinagawa-eco.jp/か
らも申し込めます。

講　座

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

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

児童のための各手当の現況届の提出は
お済みですか？
●児童手当・児童育成手当現況届（6月30日提出期限）
●児童扶養手当・特別児童扶養手当現況届（8月31日提
出期限）
各現況届を提出していない方は至急提出をお願いしま
す。提出がない場合、振込予定日に各手当が振り込まれ
ません。詳しくはお問い合わせください。
※いずれの手当も提出期限が過ぎていますが、継続して
受け付けています。
問 子育て応援課手当・医療助成係

（☎5742－6721 Fax5742－6387）

令和3年度就学援助の申請を受け付けています
公立小・中・義務教育学校へお子さんが通学している保
護者に、学用品費や給食費などを援助します。援助を受
けるには、区内在住で所得が限度額を超えないなど一定
の要件があります。援助費は申請した月から4年3月ま
で支給します。
※2年度に認定されていた方も改めて申請が必要です。
申 4年2月3日㈭（消印有効）までに、学務課や学校で配布
する申請書を学務課学事係（〠140－8715品川区役所
第二庁舎7階）へ郵送か持参
問 学務課（☎5742－6828 Fax5742－0180）

お知らせ

●	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

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

キ
リ
ト
リ
線

キリトリ線

キリトリ線

小児平日夜間／／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）
月～金曜日

（祝・休日除く）
小 品川区こども夜間救急室 旗の台1−5−8 ☎3784−8181

※外傷は対応できません 昭和大学病院中央棟4階
休日昼間・夜間／／午前9時～午後10時（受付は午後9時で終了）

9月12日㈰
　  19日㈰
　  20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）

9月12日㈰

内 小

歯
歯
骨
骨

京浜中央クリニック 南大井1−1−17 ☎3763−6706
愈
まさき
稀歯科医院 東大井1−3−30 ☎3472−8241

松本歯科医院 中延5−5−3 ☎3781−1148
滝澤さめず接骨院 東大井1−1−6 ☎3450−8496
工藤総合接骨院 小山4−7−2 ☎3785−7844

9月19日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

酒寄医院 東大井2−26−3 ☎3761−3250
竹内歯科医院 東大井2−28−6 ☎3763−0366
歯科滝沢医院 西品川2−21−8 ☎3493−0703
根岸接骨院 東五反田5−26−6 ☎3441−8787
上條接骨院 二葉2−8−9 ☎3786−7949

9月20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
斎藤歯科医院 東大井3−1−4 ☎3763−3200
清水坂歯科医院 戸越2−1−20 ☎3783−2200
阿部整骨院 西品川3−1−20 ☎3490−2730
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）

9月11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

9月18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

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

※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。

応急診療所
二人で子育て（父親学級）

会場 日時
品川保健
センター 11/21㈰ 　9:30～12:05

　13:30～16:05
荏原保健
センター 11/6㈯   　9:30～12:05

　13:30～16:05
内 もく浴実習、妊婦体験、講義「赤ちゃ
んとの生活」ほか
人 区内在住で、パートナー（妊娠22週以
降）が出産を控えた初めて父親になる方
各24人（選考）
申 10月10日㈰（必着）までに、往復はが
きに「二人で子育て」とし、希望日時（第
3希望まで）、2人の住所・氏名・電話番
号・Ｅメールアドレス、出産予定日をポ
ピンズ品川区係（〠150－0012渋谷区
広尾5－6－6広尾プラザ5階）へ
●区ホームページ⇒「子ども・教育」⇒

「妊娠・出産」⇒「妊娠中のサービス」⇒
「二人で子育て（父親学級）土日開催」か
らも申し込めます。
問 各保健センター

国保基本健診（無料）実施中！
健康だと思っていても生活習慣病は自覚症
状なく進行している場合があります。予防
や早期発見には毎年の健診が大切です。
受診期間／／4年1月31日まで
受診方法／／受診券、問診票、保険証を
持って区内契約医療機関で受診
※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が
できますのでご連絡ください。
※3年4月2日以降に加入届け出をした方
については、希望者に受診券を発行しま
す。下記へご連絡ください。
問 国保医療年金課保健指導係

（☎5742－6902 Fax5742－6876）

秋秋のの品川区交通安全運動品川区交通安全運動がはじまりますがはじまります

「世界一の交通安全都市TOKYOをめざして」
9月30日㈭は交通事故死ゼロをめざす日です

9月21日火～30日木

問い合わせ／土木管理課交通安全係（☎︎5742－6615	Fax5742－6887）

区内では依然として自転車の関与す
る交通事故が多く発生しています。
自転車は軽車両に位置付けられてお
り「車のなかま」です。交通違反をす
れば、重大な事故につながる可能性が
あります。運転する際は、信号を必ず
守る、交差点では一時停止をする、ス
マートフォンを手に持って操作した
り、固定した状態で画像を注視しない
といった基本的な交通ルールを守り、
安全に利用しましょう。

2．	夕暮れ時と夜間の交通事故防止と歩行者などの	
保護など安全運転意識の向上

1．	子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保

3．	自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
4．	飲酒運転などの悪質・危険な運転の根絶
5．	二輪車の交通事故防止



●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。
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お知らせ

都市計画案の縦覧・意見書の提出
●都市計画案の縦覧・意見書の提出
日 9月27日㈪～10月11日㈪
内 ①東京都市計画地区計画の決定（広町
地区）【東京都決定】
②東京都市計画用途地域の変更（広町二
丁目地内）【東京都決定】
③東京都市計画土地区画整理事業の決
定（広町二丁目）【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（広町二丁目地内他）【品川区決定】
縦覧場所・意見書の提出先・問
①②＝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。
③④＝品川区都市計画課（〠140－8715
品川区役所本庁舎6階☎5742－6760 
Fax5742－6889）
●広町地区に係る都市計画案の説明会
日 9月27日㈪午後7時～8時
※受け付けは午後6時30分から。
※手話通訳あり。
場 豊葉の杜学園（二葉1－3－40）
人 250人（先着）
申 9月17日㈮までに、電話かFAX、Eメー
ルで地区名称（広町地区）、氏名、住所、電
話番号またはEメールアドレスを東京都
土地利用計画課へ
※資料送付希望者は10月7日㈭までに東
京都土地利用計画課へご連絡ください。
問 東京都土地利用計画課（☎5388－
3318 Fax5388－1351 S0000175@
section.metro.tokyo.jp）、品川区都市開
発課（☎5742－6764 Fax5742－6942）

マンション管理相談
区内にあるマンション管理組合を対象
に、マンションの維持管理や運営に関す
る無料相談を実施しています。
相談員／／マンション管理士

日 毎月第2・4水曜日午後1時～4時
（1組合1回50分程度）
申 問 1週間前までに、電話で住宅課住宅
運営担当（☎5742－6776 Fax5742－
6963）へ

シルバー人材センター会員募集
区内の企業や家庭から依頼のあった短
期・軽易な仕事を、請負または派遣にて
紹介します。短時間でも就業希望の方
お待ちしています。まずはご相談くださ
い。マンション清掃、配布業務希望の方
は、特にご入会をお待ちしています。
￥ 年会費2,500円
●出張入会説明会を開催します（要予約）
日 9月29日㈬
場 荏原文化センター（中延1－9－15）
人 区内在住で、健康で働く意欲のある
60歳以上の方
申 問 電話で、シルバー人材センター荏原
支部（☎5751－3334 Fax5751－4821）へ

わかもの・女性就業相談
（事前予約制）
日 月・金曜日午前10時～午後5時、火～
木曜日午後1時～5時（1回50分）
※祝日を除く。
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
人 39歳以下の方（学生含む）、女性（年齢
問わず）
主な相談例／／就職・転職活動や仕事上の
悩み、子育て中の再就職活動、応募書類
の添削や模擬面接など
※詳しくは、わかもの・女性就業相談コー
ナーホームページHP www.shinagawa-
shigoto.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

生活困窮者自立支援金の受付期間が
11月30日まで延長になりました
社会福祉協議会が実施する総合支援資
金の特例貸付の新たな利用ができない
世帯などで、一定の要件を満たす場合に

「新型コロナウイルス感染症生活困窮者
自立支援金」を支給しています。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。
申 11月30日㈫（消印有効）までに、必要
書類を生活福祉課自立支援金担当（〠
140－8715品川区役所）へ郵送
※必要書類は区ホームページからダウン
ロードできます。ダウンロードできない
方はお問い合わせください。
問 生活福祉課生活困窮者自立支援金担当

（☎050－3155－3855 Fax5742－6798
〈月～金曜日の午前8時30分～午後5時、
祝日を除く〉）

全国都市交通特性調査へのご協力の
お願い
全国の都市交通の特性や経年変化を把握
するため、国土交通省では全国70自治体
と協力して、人の動きに関する交通実態
調査を実施します。区内の無作為に抽出
したご家庭に調査票を郵送しますので、
ご協力をお願いします。
調査主体／／国土交通省関東地方整備局
企画部広域計画課
問 調査実施本部 0120－013－875
品川区都市計画課

（☎5742－6760 Fax5742－6889）

高齢者被害特別相談
消費トラブルで悩んでいませんか？一人で
悩まず消費者センターにご相談ください。
日 9月13日㈪・14日㈫・15日㈬
午前9時～午後4時
場 申 問 来所前に、電話で消費者センター

（西品川1－28－3中小企業センター4階
☎6421－6137 Fax6421－6132）へ
※電話での相談も可。

第3回東京二十三区清掃一部事務
組合議会定例会を傍聴できます
日 9月29日㈬午後2時30分から
人 15人（先着）
場・傍聴方法／／当日、午後1時30分より
東京区政会館20階（千代田区飯田橋3－
5－1）へ
※新型コロナウイルス感染症拡大防止な
どのため、傍聴をお控えいただく場合があ
ります。詳しくはお問い合わせください。
問 同組合議会事務局

（☎5210－9729 Fax5210－9584）

税　金

国税の納付に係る税務署窓口の受付
時間の短縮について
税務署窓口での国税の納付は、10月1日
から午前9時～午後4時までになります。
国税の納付手続きは、振替納税、ダイレ
クト納付、クレジットカード納付、二次
元コードを活用したコンビニ納付など、
様々な方法があります。各納付手続きの
詳細は、国税庁ホームページ HP www.
nta.go.jp/をご覧ください。
問 品川税務署☎3443－4171
荏原税務署☎3783－5371
税務課（☎5742－6662 Fax5742－7108）

講　座

20代からの料理教室
「オーブンで作るごちそうハンバーグ」
日 10月9日㈯午前11時～午後1時
場 きゅりあん（大井町駅前）
内 ハンバーグ（きのこと玉ねぎソース）、
人
にんじん

参とレーズンのサラダ、パセリご飯、
ワカメと長ねぎのスープ、コーヒーゼリー
人 20歳以上の方12人（先着）
￥ 1,000円
持ち物／／マスク、エプロン、三角巾、ふき
ん2枚（食器用・台ふき用）、筆記用具
運営／／品川栄養士会
申 問 10月5日㈫までに、電話で健康課健
康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－
6883）へ
※マスク、手袋を着用して調理します。
手袋はこちらで用意します。

◇健康やわら体操
柔道整復師による、いすを使った日常生活に必要な柔軟性・バランス
機能をアップする運動を楽しく学びます。講義やレクリエーションも
行います。

会場 日程（全16回） 定員
①荏原いきいき倶

く ら ぶ

楽部
　（荏原6－2－8）

11月1日～4年2月28日の
月曜日 10人

②大崎ゆうゆうプラザ
　（大崎2－7－13）

10月12日～2月1日の
火曜日 15人

③大井第三区民集会所
　（西大井4－1－8）

10月13日～2月9日の
水曜日 15人

※時間は午後1時30分～3時。
※祝日を除く。
人 区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる、運動するの
に支障がない65歳以上の方（抽選）
￥ 各3,200円
申 問 9月20日㈷（必着）までに、はがきかFAXに「やわら体操」とし、希
望番号（1人1会場）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号を高齢者地
域支援課介護予防推進係（〠140－8715品川区役所☎5742－6733 
Fax5742－6882）へ

◇「脳力アップ元気教室」～2期参加者募集～
読み書き・計算を中心とした学習と脳活性化エクササイズなどの軽い体
操を組み合わせて行い、認知機能の低下を予防する教室です。

会場 日時（全20回） 定員

いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11）

10月26日からの火曜日
①9：30～10：15
②10：45～11：30

各8人

荏原いきいき倶楽部
（荏原6－2－8）

11月2日からの火曜日
③9：30～10：15
④10：45～11：30

各8人

品川第一区民集会所
（北品川3－11－16）

10月20日からの水曜日
⑤9：30～10：15
⑥10：45～11：30

各10人

山中いきいき広場
（大井3－7－19）

10月22日からの金曜日
⑦9：30～10：15
⑧10：45～11：30

各8人

人 区内に住民登録があり、自分で会場への往復が可能な65歳以上の方
（抽選）
￥月2,400円（教材費）
申 問 9月24日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「脳力アップ元気教室」
とし、希望番号（1人1コースのみ）、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番
号を高齢者地域支援課介護予防推進係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6733 Fax5742－6882）へ
※新型コロナウイルス感染防止のため、内容等に変更が出る場合があり
ます。

65歳以上の方を対象としたお知らせや講座などの情報です。

「広報しながわ」を個別配送します� 電子
「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
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6 2021年9月11日号

コース型料理教室（全２回）
日程 内容

Ⅰ期
10月8日㈮
　・22日㈮

第1回：調理・
講話「現代型栄養失調」
ほか
第2回：調理・
講話「油と脂」「ビタミン・
ミネラル」

Ⅱ期
11月12日㈮
  　・26日㈮

※時間は午後6時45分～8時45分。
場 きゅりあん（大井町駅前）
人 20～59歳で全2回出席できる方
各12人（先着）
￥ 各2,000円
持ち物／／マスク、エプロン、三角巾、ふき
ん2枚（食器用・台ふき用）、筆記用具
運営／／品川栄養士会
申 問 9月28日㈫までに、電話で健康課健
康づくり係（☎5742－6746 Fax5742－
6883）へ

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〉
人生の節目を迎える年代の女性の方を対
象に、「仕事」「キャリア」「価値観」につい
て振り返り、ライフイベントなども踏ま
えた自身の今後についてのキャリアプラ
ンを考える機会を提供します。
日 10月13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25人（先着）

※申込者限定のオンラインセミナーです。
詳しくは、わかもの・女性就業相談コー
ナーホームページ HP www.shinagawa-
shigoto.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

男女共同参画推進講座
夫婦の悲劇「マクベス」
日 10月13日㈬・27日㈬
午後1時30分～3時30分（全2回）
講 門野泉（清泉女子大学名誉教授）
人 両日受講できる方（先着）
①会場参加15人②オンライン参加10人
託児／／1歳～就学前のお子さん5人（先着）
※託児申し込みは、10月6日㈬まで。
場 申 問 9月13日㈪午前10時から、①は
電話かＦＡＸで講座名、住所、氏名、年齢、
電話番号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。②は区ホー
ムページから電子申請で申し込み

要約筆記啓発講座
聞こえにくい方のために、話し言葉を文
字にして伝える方法を学びます。
日 11月5日～26日の金曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
人 要約筆記者としての活動に関心があ
る区内在住か在勤の18歳以上の方10人

（抽選）

場 申 問 10月22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、在勤の方は勤務先の名
称・所在地を障害者地域活動支援セン
ター（〠142－0064旗の台5－2－2心
身障害者福祉会館内☎5750－4996 
Fax3782－3830）へ郵送
※募集要項は心身障害者福祉会館、障害
者福祉課（本庁舎3階）、地域センター、文
化センター、図書館などの窓口で配布して
います。同会館ホームページ HP www.s- 
kaikan.net/からダウンロードもできます。

助　成

ISO認証取得経費助成
ISO認証の新規取得に要する費用の一部
を助成します。
人 区内で1年以上事業を営む中小事業者
対象規格／／ ISO9001、ISO14001、
ISO27001
対象経費／／上記のISO認証取得のため
に、3年4月1日～4年3月31日に支払う
費用のうち、講座・研修受講費、コンサル
タント費用、審査費用
助成額／／対象経費の3分の2

（上限60万円）
募集期間／／9月30日㈭まで
※詳細は中小企業支援サイトHP www.
mics.city.shinagawa.tokyo.jp/をご覧
ください。

問 商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

家具転倒防止器具取り付け助成
家具転倒防止器具を取り付けた世帯を対
象に、取り付け費用の助成を行っています。
人 次の全てにあてはまる世帯

・・3年4月1日以降に区内施工業者を利用
して器具の取り付け工事を行った
・・品川区に住民登録があり、器具を取り
付けた住宅に居住している
・・世帯員全員が住民税を滞納していない
助成金額／／住民税課税世帯＝取り付け費
用の2分の1（上限4,000円）
非課税世帯＝取り付け費用全額（上限
8,000円）
※詳しくは住宅課（本庁舎6階）で配布する
案内をご覧ください。申請書などは区ホー
ムページからダウンロードもできます。
問 住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）
●高齢者・障害者世帯は高齢者地域支援
課（本庁舎3階）で助成を行っています
※申込方法、要件などが異なりますの
で、工事前にご相談ください。
問 高齢者地域支援課高齢者住宅担当

（☎5742－6735 Fax5742－6882）

ボランティアボランティア
品川区地域貢献ポイント事業

高齢者の積極的な社会参加を図るため、区が指定す
るボランティア活動1回につき、1ポイントを差し上
げています（年間50ポイントが上限）。ためたポイン
トは区内共通商品券への交換か、福祉施設などに寄
付ができます。事前にボランティアセンターや対象
施設などで申し込みが必要です。

※登録者には、「はつらつカード｣を発行します。
人区内在住でおおむね60歳以上の方
対象施設／／区が指定する高齢者施設、障害者施設な
ど（さわやかサービス、ほっとサロン、支え愛・ほっ
とステーションでの活動も含まれます）
※詳しくはお問い合わせください。

品 川 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー （☎5718−7172 Fax5718−0015）
高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742−6733 Fax5742−6882）

※ ポは地域貢献ポイント事業の対象です。

ボランティア募集

■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を集めています。品川ボランティアセンター（〠140－0014大井1－14－1）へお送りください。■使用済みの切手・テレホンカード類（未使用も可）を集めています。品川ボランティアセンター（〠140－0014大井1－14－1）へお送りください。

●トレーニング補助 ポ
高齢者施設でトレーニングマシンの操作や説明・
補助をします。
日週1回（火・木曜日）14:30～17:30
場ケアセンター南大井（南大井5）

品川ボランティアセンター
（☎5718−7172 Fax5718−0015 
shinashakyo.jp/volunteer/index.html）

●在学応援資金とは
高校生が課外活動や目標を実現するた
めに必要な費用や高校等在学中にかか
る費用を、在学する本人（子ども）に貸し
付ける資金です。

●貸し付けの対象となる費用
・高校等在学に必須ではないが、課外活
動や目標を実現するために必要な費用

（選択授業にかかる費用、塾代、部活動
費など）
・高校等在学中にかかる費用のうち修学
に必須の費用（授業料、教材費、修学
旅行費など）
※就学支援金などの助成金を充てても
支払いがなお困難なもの。

●対象者
区内に住民登録があり、次の全てにあて
はまる方
〇高校（中等教育学校の後期課程を含
む）、高等専門学校、専修学校（高等課程
に限る）に在学している
〇経済的理由により修学することや修
学に付随する課外活動を行うことが困
難である（所得制限あり）
〇明確な目標と意欲を備えている

●貸し付け金額
在学期間中、上限60万円（1年あたり30
万円を上限に、必要額の範囲を貸し付け
ます）
●連帯保証人
1人必要（原則保護者）
●返還期限
高校等卒業後1年間の据え置き後、15年
以内
●申請に必要な書類
校長からの推薦書、作文、かかる費用の
内容が確認できるもの、住民票、印鑑登
録証明書など　
※詳しくは申請書をご覧ください。

●入学準備金・予約生とは
高校等入学にかかる費用を、進学を予定している9
年生の保護者に貸し付ける資金です。
●貸し付けの対象となる費用
高校等入学にかかる費用（入学金、制服代、教材費など）
●対象者
区内に住民登録があり、次の全てにあてはまる方
〇高校（中等教育学校の後期課程を含む）、高等専門
学校、専修学校（高等課程に限る）に入学を予定して
いる9年生の保護者である
〇経済的理由により高校等への入学に際して要す
る資金の支払いが困難である（所得制限あり）
〇保護者が同種の奨学金を他から借り受けていない
〇入学予定者が高校等入学に対して明確な目標と
意欲を備えている
〇入学予定者が高校等における課程を修学する学
力を有している
●貸し付け金額
上限40万円（必要額の範囲を貸し付けます）
※貸付金の交付は入学校決定後になります。
●連帯保証人　1人必要

●返還期限　入学年度を含め、3年以内

●申請に必要な書類
校長からの推薦書、住民票、印鑑登録証明書など
※詳しくは申請書をご覧ください。

申 込 方 法／／10月1日㈮～29日㈮に、子育て応援課（本庁舎7階）で配布する申請書と必要書類を同課家庭支援係へ持参
問い合わせ／／子育て応援課（☎️5742－6385 Fax5742－6387）
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 返還免除をめざそう 
在学応援資金は、貸し付け申請時に
資金を活用して何を実現したいのか
具体的な目標を立てていただきます。

返還免除とは、高校等卒業時に在
学中の成果を校長からの推薦書を
添えて申請すると、審査により貸
し付け額の全部または一部の返還
が免除される制度です。将来の目
標の実現に向けて返還免除をめざ
しましょう。



●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。

電子＝区ホームページから電子申請可　 DL＝申請書などは区ホ−ムペ−ジからダウンロ−ド可　⃝費用の記載がないものは無料　⃝対象は原則として区内在住・在勤・在学の方
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問い合わせ／／商業・ものづくり課商店街支援係（☎5498－6332 Fax3787－7961）　 本紙11月1日号で利用方法などを紹介します。

キャッシュレス決済で
戻ってくるキャンペーン

～キャッシュレス決済サービス「P
ペ イ ペ イ

ayPay」と連携したポイント付与事業～
最大30％

実施期間 11月1日㈪～30日㈫
付与額 5億円
付与上限額 決済1回あたり2,000円相当（期間あたり10,000円相当）
付与率 最大30％
対象店舗 区内の中小規模のPayPay加盟店（大手チェーン店・コンビ
ニエンスストアなど一部対象外の店舗があります）

※対象店舗にはキャンペーンを告知する
ポスターが掲出されます。
※店舗の状況によっては、PayPayを利
用できない場合があります。入店時、店
舗にPayPayによる支払いが可能かどう
かご確認のうえ、ご利用をお願いします。

消費者向け説明会を実施します
「PayPay」の登録や使用方法がわからない消費者向け
に、説明会を開催します。
日 9月22日㈬午後1時30分から
場中小企業センター（西品川1－28－3）
人 20人（先着）
持ち物／スマートフォン
申 電話で、商業・ものづくり課商店街支援係へ　※10月に
は地域センターや区内施設で説明会を実施する予定です。
○説明会以外にも区内ソフトバンクショップでのご相談
や、PayPayカスタマーサポート窓口 0120－990－
634（24時間受け付け）で電話にて対応しています。ソ
フトバンクショップでご相談の際は、事前予約が必要で
す。事前予約がない場合は、当日の対応ができないことが
あります。詳しくは各ショップにご確認ください。

ステップ	1 アプリをダウンロードして、アカウントを登録しましょう。
ステップ	2 登録が完了したら、支払い方法を設定しましょう。3種類の支払い方法から自分に合った方

法が選べます。
	 ①銀行口座の登録　
	 ②セブン銀行ATM・ローソン銀行ATMで現金チャージ　
	 ③クレジットカードの登録　※本事業はヤフーカード以外のクレジットカードは対象外です。
ステップ	3 PayPayで支払ってみよう！

スマホひとつでかんたんに支払いができるPayPay簡単使用ステップ！

お店に置かれた二次元
コードを読み取る

支払う金額を入力して
［次へ］を選択

支払い完了！画面を店員に見せ
［支払う］を選択

曲目 シューベルト／ピアノ五重奏曲「鱒
ます
」

モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジーク　ほか
日時 10月30日㈯午後2時開演（午後1時30分開場）
会場 スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
出演 河村逸平（指揮）、田原さえ（ピアノ）、品川フィルハーモニー・アンサンブル
料金 2,000円（全席指定）、高校生以下1,000円
※未就学児入場不可。
発売開始日・時間 9月17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＝https://www.shinagawa-culture.or.jp
※電話予約は座席選択不可。

長引く新型コロナウイルス感染症の影響
により疲弊した地域経済の維持・再生を
図るとともに、区民のデジタルの力を活
用した新しい日常生活を支援するため、
キャッシュレス決済サービス「PayPay」と
連携したキャンペーンを実施します。

9月16日㈭・17日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ
品川で放送されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。

ケーブルテレビ放送以外にも本会議のインターネット生中継をしています。また、本会議終了後おおむね
一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。

区議会のケーブルテレビ放送区議会のケーブルテレビ放送

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

9月16日㈭の一般質問
内容 放送日時

須 貝 　 行 宏
（品　改）

9/20㈷ 20:00～20:45
再 9/25㈯ 16:00～16:45

石 田 　 秀 男
（自　民）

9/20㈷ 21:00～21:45
再 9/25㈯ 17:00～17:45

つ る 伸 一 郎
（公　明）

9/21㈫ 20:00～20:45
再 9/25㈯ 18:00～18:45

大 沢 　 真 一
（自・無）

9/21㈫ 21:00～21:45
再 9/25㈯ 20:00～20:45

お く の 晋 治
（共　産）

9/22㈬ 20:00～20:45
再 9/25㈯ 21:00～21:45

9月17日㈮の一般質問
内容 放送日時

芹 澤 裕 次 郎
（自　民）

9/22㈬ 21:00～21:45
再 9/26㈰ 16:00～16:45

若 林 ひ ろ き
（公　明）

9/23㈷ 20:00～20:45
再 9/26㈰ 17:00～17:45

西 本 た か 子
（無所属）

9/23㈷ 21:00～21:45
再 9/26㈰ 18:00～18:45

中 塚 　 　 亮
（共　産）

9/24㈮ 20:00～20:45
再 9/26㈰ 20:00～20:45

せ お 　 麻 里
（自・無）

9/24㈮ 21:00～21:45
再 9/26㈰ 21:00～21:45

問い合わせ／品川文化振興事業団
（☎︎5479－4112	Fax5479－4160）

区内のアート活動を応援
するマスコットキャラクター
「しなーと」が誕生しました。
アート活動やイベントを盛り
上げるため、着ぐるみ制作のクラウド
ファンディングを開始します。皆様の
ご支援をよろしくお願いします。
期間／9月11日㈯～10月31日㈰

クラウドファンディングについて詳しくはこちら

品川アート活動応援マスコット
着ぐるみ制作
クラウドファンディング

9/11㈯スタート！

問い合わせ／／チケットセンターC
キ ュ リ ア
URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

今年で11年目を迎え
る品川フィルハーモ
ニー・アンサンブル
から、音楽の贈りもの
をお届けします。 河村逸平 田原さえ

スペシャルコンサート 
「どこかで聴いた♪クラシック」

お店の
二次元コードを
読み取る
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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 9月21日号 ⃝しながわパパママ応援アプリ　⃝令和4年度学校選択　ほか

●区内集団接種会場変更等のお知らせ

●アストラゼネカ社ワクチン接種のお知らせ ●妊婦の方への新型コロナワクチン
　優先予約受付について

●区内集団接種会場予約再開日（ファイザー社製）
9月19日㈰午前9時からコールセンター、午前10時からWEB予約

アストラゼネカ社ワクチンは予診票が異なりますので、お手持ちの予診票はお使いいただけません。
接種日に会場で配布するほか、区役所第三庁舎5階と地域センターでも配布します。

【
注
意
】

国では、原則として40歳以上を対象に、ワクチン接種に「アストラゼネカ社ワクチン」を追加承認し、
緊急事態宣言の対象地域に重点的に配分することとしました。品川区では次の対象者に対し、9月2日
より接種予約を開始しました。今後の予約枠開放については区ホームページをご確認ください。

ワクチン接種を希望する区内在住の妊婦の方が、新型
コロナウイルスワクチン接種を受けることができるよ
う、品川区では、区が設置する集団接種会場において、
妊婦の方を対象とする優先予約を9月1日から開始し
ました。現在の空き状況についてはコールセンターで
ご確認ください。

接種対象者 品川区在住の妊婦の方とその配偶者
（パートナー）

予約方法 コールセンターのみによる受け付け
接種日 9月18日㈯・25日㈯
接種会場 旧ひろまち保育園（広町2－1－18）

〇優先予約受付は9月17日㈮午後5時締め切りとなり
ます。なお、予約上限に達した際は、締め切り前に予約
を終了させていただきますのでご了承ください。
〇当日の持ち物、注意事項等の詳細は区ホームページ
をご覧ください。

接種対象者 以下の条件に該当する品川区在住の方
①接種する日に原則40歳以上の方
②18歳以上40歳未満の方で、下記のとおり必要である場合は対象
となります

⃝ポリエチレングリコール (PEG)に対するアレルギー等で、
mRNAワクチン（ファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチン）
を接種できない方

⃝海外で本ワクチンを1回接種済みの方
予約方法 コールセンター、WEB予約
開設日 9月10日㈮から毎週金曜日
接種会場 日精ビルディング3階〈みずほ銀行横〉（大崎1－6－3大崎ニューシティ3号館）

ウェルカムセンター原・交流施設	 9月21日㈫で終了
こみゅにてぃぷらざ八潮	 9月13日㈪で終了
八潮学園（八潮5－11－2）	 9月27日㈪から 月・火曜日開設

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

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

語、スペイン語

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

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

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

かかりつけ医が
いる方

かかりつけ医が
いない方

外国人の
方で

不安に
思う方

発熱等の
症状が
ある

発熱等の
症状が
ない

症状に適した、かかりつけ医
となる医師を紹介します。

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

　受付時間／／午前9時～午後5時
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

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

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

東京都新型コロナウイルスワクチン副反応相談センター

電話番号 0120－761770　 受付時間 午前9時～午後9時

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

国における新型コロナウイルスワクチン施策等に関する相談をお受けします。

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

9月2日時点の情報です新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

品川区新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター
電話番号 03－6633－2433　 FAX番号 03－6684－4845＊
受付時間 午前9時～午後5時（火曜日は午後7時まで）

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

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

問い合わせ

随時、新しい情報に更新しています。
区ホームページ

「新型コロナウイルス
ワクチン接種に

ついてのお知らせ」

八潮パークタウン

鮫洲運転免許
試験場

至天王州アイル

勝島橋

大井ふ頭中央海浜公園

八潮パークタウン

かもめ橋
（人道橋）

鮫洲運転免許
試験場

八潮橋

至天王洲アイル

明晴
学園前

八潮地域センター
区民集会所

ゲートシティ
大崎

目黒川

山手通り

予約受付はコールセンター
のみと変更になりました


