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しながわパパママ応援アプリ で

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

パパママ応援アプリでは
子育てに関する多彩な
コンテンツを用意しています

子育てをサポート

区の子育て情報を積極的にお届けする
〝しながわパパママ応援アプリ
〝。新型コロナウイルス
感染症対策で自宅にいる時間が長く、子育てに苦労しているパパママのサポートができるよ
う、おうちにいながら活用できる情報を随時提供しています。ぜひご利用ください。
子育て
応援コラム

子育て支援講座の人気講師によるワンポ
イントアドバイスのほか、離乳食・アレル
ギーに関するQ＆Aも掲載しています。

お知らせ

各コンテンツ情報のほか、制度や助成、
施設の休館など、子育てに関する最新情
報を提供しています。

子どもの
急病のとき

医療機関の検索、日曜・休日の応急診療
所などの検索、食物アレルギー対応マ
ニュアルなどを掲載しています。

イベント・講座

25カ所の児童センターや各課で実施して
いる子育てのイベント、講座の最新情報
をお知らせしています。

こうえん
しょうかい

遊具の有無、設備、最寄り駅からの距離
など、子育て世代の視点を取り入れた情
報をエリア別に紹介しています。

施設マップ

GPSを活用して児童センターや公園、図
書館、保育園・幼稚園など、子育て関連
施設の検索ができます。

じどうセンター
しょうかい

各児童センターの特徴や児童センターで
行われている行事、講座などを紹介して
います。

●パソコンサイトでもご覧いただけます

HP

city-shinagawa-kodomomirai.tokyo/

●スマートフォン等アプリはこちらから
i P h o n e 端末はこちら

アプリに掲載している講座等の一部を紹介します！

アレルギーについて心配なことや知り
たいことをみんなで話し、

講師の助産師から赤ちゃん

との向き合い方、心と体のケ

悩みやストレスを

アの仕方を学びます。子育

解消します。

てに関する相談もできます。

昨年度の動画はこちらからご覧いただけます
開催日程等詳しくは、アプリ内「区からの
お知らせ」で配信します。

★ 子育て応援コラム

子育て応援プログラム

講師の栄養士から、調理の仕方、食事

の工 夫や栄 養につい

て学びます。離乳食・

心と体を整えるヨガ

幼児食に関する相談も

やエクササイズなど

できます。

が楽しめます。

「区からのお知らせ」で配信します。
昨年度の動画はこちらからご覧いただけます

★ 子育て応援コラム

昨年度の動画はこちらからご覧いただけ
ます

子育て応援プログラム

外遊びや手遊び、

工作など、親子で

一 緒に楽しめる
遊びを行ってい

ます。

事業内容等はこちらからご覧いただけます
メニュー

子育て支援情報

各センターの特徴や魅力のほか、親子で

楽しめる遊び歌などを紹介しています。児

童センターキャラクターのゆめちゃんが登
場することもあります！

（品川区公式チャンネルしながわネットTVで配信）

動画はこちらからご覧いただ
けます
じどうセンターしょうかい

★ 子育て応援コラム
子育て応援プログラム

★新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年度は講座の動画や、講師からのメッセージなどを配信していました。ぜひご活用ください。
問い合わせ

子ども育成課
（☎5742−6720 Fax5742−6351）

オンライン開催

規模縮小で実施

各児童センターで実施
詳しくは各センターへお問い合わせください
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令和4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
小学校・義務教育学校
（前期課程）

平成27年4月2日～28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21年4月2日～22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。

入学する学校を選択できます
4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29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。

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。

城南

受け入れ可能人数
学校公開日
（学級数）
3471－7919
130人（4） 10/15㈮・16㈯
電話

3474－2727

60人（2）

10/15㈮・16㈯

御殿山

3441－0814

90人（3）

10/15㈮・16㈯

城南第二

3491－0404

3471－7481

90人（3）
90人（3）

第一日野

3492－6258

第三日野

3441－6452

台場

3471－3397

60人（2）

品川学園

3474－2671

130人（4）

鮫浜

3765－2844

90人（3）

立会

3474－3424

芳水

第四日野

日野学園

大井第一

山中

浜川

伊藤

鈴ケ森

伊藤学園

八潮学園
京陽

3491－1555

3491－1281

3441－3209
3771－5240

90人（3）

130人（4）
130人（4）

90人（3）
90人（3）

130人（4）

3772－3006

60人（2）

3761－0530

130人（4）

3763－6631

130人（4）

3799－1641
3781－4775

90人（3）
60人（2）

3771－5331

3771－3374

90人（3）
90人（3）
90人（3）

10/15㈮・16㈯
10/8㈮

10/16㈯

10/15㈮・16㈯
10/16㈯

10/8㈮・22㈮
10/16㈯

10/14㈭〜16㈯
10/16㈯
10/7㈭

10/16㈯・18㈪
10/8㈮・23㈯
10/16㈯

10/15㈮・16㈯
10/23㈯
10/16㈯

10/14㈭・15㈮
10/15㈮・16㈯
10/16㈯

抽選となった場合の受け入れ優先順位

学校名

電話

延山
中延
小山
第二延山
後地
清水台
小山台
荏原平塚学園
大原
宮前
源氏前
戸越
旗台
上神明
豊葉の杜学園

3781－3806
3781－4016
3781－0044
3781－1348
3781－0890
3781－4841
3712－7587
3782－7770
3781－4487
3781－4386
3781－4348
3781－2856
3785－1687
3781－4792
3782－2930

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）

学校選択制見直しの経過措置

●元年度までに旧制度（ブロック制）での選択対象校に入学した兄姉が

就学時健康診断を実施します

学校公開日
10/16㈯
10/16㈯
10/7㈭・8㈮
10/14㈭～16㈯
10/16㈯
10/15㈮・16㈯
10/7㈭
10/15㈮・16㈯
10/8㈮
10/15㈮・16㈯
10/16㈯
10/6㈬・7㈭
10/15㈮・16㈯
10/15㈮・16㈯
10/15㈮・16㈯

 学を希望する小学校（1～5年生）か
＊1 入
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

通学区域見直しの経過措置

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。

＝【抽選時の受け入れ優先順位は第1順位】

受け入れ可能人数
（学級数）
90人（3）
60人（2）
60人（2）
90人（3）
90人（3）
60人（2）
60人（2）
90人（3）
60人（2）
60人（2）
60人（2）
90人（3）
60人（2）
60人（2）
90人（3）

日程、時間、内容は変更となる場合がありますので、区または各校ホームペー
ジでご確認ください。

通学区域

在籍する間

でお知らせします。

※
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、下記についてご協力ください。
①検温してからの来校 ②マスク着用 ③手指消毒
④体調が悪い時は来校をお控えください ⑤スリッパ、靴を入れる袋の持参
⑥自転車での来校をお控えください
※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。

無抽選受け入れ

経過措置期間／

日時と結果は該当者に郵便

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。

浅間台

三木

受け入れ可能人数を超えた
に つ い て は 公 開 抽 選 と し、

●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

学校名

希望申請の結果、希望者が
場合、通学区域外の希望者

※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。

小学校・義務教育学校
（前期課程）

受け入れ可能人数を
超えた場合は、
抽選を行います

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し
た場合、無抽選で受け入れます。

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
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。

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。
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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。
学務課
（第二庁舎7階☎5742－6828 Fax5742−0180）

問い合わせ

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

改築工事予定は、次のとおりです。

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。

就学援助の新入学学用品費を入学前に支給します

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

学校名

設計

鮫浜小学校

完了

完了

使用中

浜川小学校

完了

工事中

6年4月より

7年7月末

第四日野小学校

完了

工事中

5年9月より

8年秋頃

4年5月末

※城南第二小学校は、学校改築のため5年3月末までに設計を行う予定です。

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

学校改築・改修について（中学校）

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）
。

浜川中学校は、学校改築のため4年3月末までに設計を行い、4年度より校舎改築

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

工事を行う予定です。

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

戸越台中学校は、戸越台特別養護老人ホームと併せて、現在、校舎整備などの改

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

修工事を行っており、4年3月末に工事終了を予定しています。

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。

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。

中学校・義務教育学校
（後期課程）
電話

受け入れ可能人数
（学級数）

東海

3471−6951

145人（4）

10/15㈮・16㈯

大崎

3491−6623

105人（3）

浜川

3761−1014

鈴ケ森

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。

電話

受け入れ可能人数
（学級数）

戸越台

3781−6250

105人（3）

10/8㈮・11㈪〜16㈯

10/11㈪〜16㈯

日野学園

3441−3209

145人（4）

10/14㈭～16㈯

145人（4）

10/4㈪～8㈮

伊藤学園

3771−3374

185人（5）

10/14㈭・15㈮

3765−2849

185人（5）

10/15㈮・16㈯

八潮学園

3799−1641

145人（4）

10/15㈮・16㈯

冨士見台 3772−0900

105人（3）

10/4㈪〜8㈮

荏原平塚学園 3782−7770

145人（4）

10/15㈮・16㈯

荏原第一 3785−1680

185人（5）

10/16㈯

品川学園

3474−2671

145人（4）

10/16㈯

荏原第五 3781−5643

145人（4）

10/14㈭〜16㈯

豊葉の杜学園 3782−2930

145人（4）

10/12㈫〜14㈭・16㈯

荏原第六 3781−7776

105人（3）

10/16㈯校舎見学

学校名

学校公開日

学校名

※
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、下記についてご協力ください。
①検温してからの来校 ②マスク着用 ③手指消毒 ④体調が悪い時は来校をお控えください
⑤スリッパ、靴を入れる袋の持参 ⑥自転車での来校をお控えください

学校公開日

※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。
日程、時間、内容は変更となる場合がありますの
で、区または各校ホームページでご確認ください。

抽選となった場合の受け入れ優先順位
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

通学区域見直しの経過措置
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
希望した場合、無抽選で受け入れます。
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
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。

 望する中学校（7・8年生）
＊2 希

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。

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
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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。

イベントなど

親子で楽しく防災体験をしよう！
地震体験車に乗ってみよう 電子

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。

お知らせ

子どもすこやか医療費助成 医療証交付のお知らせ
現在、有効期限が9月30日までの乳幼児医療証か子ども医療証をお持
ちの方へ、10月1日から有効の医療証を9月下旬に送付します。
①4年4月に小学生になる「乳幼児医療証」をお持ちの方＝4年3月31
日まで有効の乳幼児医療証
②中学3年生で「子ども医療証」をお持ちの方＝4年3月31日まで有効
の子ども医療証 ※3月31日で資格終了になります。
③上記以外の方＝10月1日から4年9月30日まで有効の医療証
●中学生までのお子さんがいる方で、医療証をお持ちでない方は、申
請により「乳幼児・子ども医療証」が交付されます。助成対象は申請日
以降の医療費です。
※お子さんと保護者の健康保険証と印鑑を持って申請してください。
問 子育て応援課手当・医療助成係
（本庁舎7階☎5742－9174 Fax5742－6387）

ガ イド
10月

日 10月10日㈰・17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日16人
（抽選）
※参加したお子さんに防災啓発品をプレゼント。
場 申 9月28日㈫午後5時までに、電話でしながわ防
災体験館
（第二庁舎2階☎5742－9098）
へ
※体験館窓口での受け付けも可。
問 防災課啓発・支援係
（☎5742－6696 Fax3777－1181）

乳幼児を抱えるパパ・ママの日頃からの備え、非常食や家にある食材を活用した離乳食の調理方法など
を学びます。
日 10月23日㈯ 午前11時〜正午
講 佐藤美嶺
（防災士）
人 区内在住のおおむね2歳までのお子さんと保護者20組程度
（抽選）
申 10月12日㈫までに、しながわ防災学校ホームページ HP bousaigakkou.city.shinagawa.tokyo.jp/
の専用フォームか、電話でサイエンスクラフト☎6380－9062へ
問 防災課啓発・支援係
（☎5742－6696 Fax3777－1181）

保健センターのこころの健康専門医相談
（予約制）
品 川
  1日㈮
22日㈮
26日㈫
  6日㈬

大 井
14日㈭
14日㈭
26日㈫
21日㈭

荏 原
15日㈮
27日㈬
  8日㈮
13日㈬

キリトリ線

内

内科

小

小児科

歯

歯科

骨

接骨

薬

小

品川区こども夜間救急室
※外傷は対応できません

9月23日㈷
9月26日㈰

品川区医師会休日診療所

内 小

荏原医師会休日診療所

薬

会営薬局しながわ

薬

荏原休日応急薬局

予約制

予約制

北品川3－7－25

☎3450－7650

中延2－6－5

☎3783－2355

中延2－4－2

☎6909－7111

北品川3－11－16

9月23日㈷

西大井4－15－4
東大井3－27－8

☎3761－1216

岩城デンタルクリニック

平塚1－9－1

☎5702－4471

骨

篠原接骨院

西大井2－4－19

☎3775－2407

骨

須藤柔道整復院

中延5－8－12

☎3783－0526
☎3775－5171

柿島医院

大井3－21－10

歯

あべ歯科医院

東大井5－12－5

☎5460－4182

歯

上山歯科医院

二葉1－14－2

☎3781－5018

骨

みやび接骨院

西大井3－13－15

☎5742－3450

骨

武石接骨院

豊町2－17－8

☎3781－4450

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25日㈯

小

品川区こども夜間救急室
※外傷は対応できません

旗の台1－5－8
☎3784－8181
昭和大学病院中央棟4階

※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。

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

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

日・月・水・ 東邦大学医療センター大森病院
土曜日、祝日 大田区大森西6−11−1  ☎3762−4151
日・火・金・ 昭和大学病院附属東病院

※緊急手術や重症患者対応時は、お待ちい 土曜日、祝日 西中延2−14−19  ☎3784−8383
ただくか他院を紹介する場合があります。

木曜日

荏原病院

（祝日を含む） 大田区東雪谷4−5−10  ☎5734−8000
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

10月15日㈮ 午後6時～8時
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）
日

場 申

＊1 受診券あり
＊2 年齢は4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）
子宮がん検診＊1…20歳以上の女性（偶数年齢時）
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
胃がん内視鏡検診（予約制）＊1＊2
対象年齢が …50歳以上（偶数年齢時）
重なった方 胃がんリスク検診＊1＊2…50・55・60・
は、 ど れ か 65・70・75歳で受けたことがない方
一つを選択 胃がんバリウム検診（予約制）＊1＊2
…40歳以上（偶数年齢時）
肺がん検診（予約制）… 一般コース
40歳以上
ヘリカルCTコース
成人歯科健診＊1＊2
(20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳)
障害者歯科健診＊2…20〜39歳
後期高齢者歯科健診＊1＊2…76〜80歳
結核健診（予約制）…65歳以上
肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方
健康診査

●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

キリトリ線

内川歯科医院

歯

がんの夜間相談窓口
（毎月開催）

10月21日㈭ 午後2時～4時

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。実施会場では換気や消毒を行うなど新型コロナウ
イルス感染拡大防止に努めています。定期的に受診しましょう。

☎5718－1417

歯

内 小

9月26日㈰

ふじいクリニック

音楽をとおして心身のリフレッシュを目
指します。
日 10月5日㈫ 午後1時30分～3時30分
講 田沢弘子
（音楽療法士）
人 パーキンソン病・脊髄小脳変性症など
の神経難病の方と家族20人
場 申 問 電 話 で 、荏 原 保 健 セ ン タ ー ☎
3788－7016へ

がん検診・健康診査など

☎3471－2383

休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）
内 小

不登校・ひきこもり・ゲーム依存などの
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 10月4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

何のため？」
人 家族などの不登校・ひきこもりでお困
りの方20人
場 申 問 電 話 で 、大 井 保 健 セ ン タ ー ☎
3772－2666へ

休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時で終了）
内 小

難病音楽療法教室

内「アンガーマネージメントその怒りは

旗の台1－5－8
☎3784－8181
昭和大学病院中央棟4階

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

思春期家族教室

日

薬局

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・休日を除く）

● 大井保健センター
〠140－0014 大井2－27－20
☎3772－2666 Fax3772－2570

ひきこもりシリーズ学習会

行く前に必ず電話連絡を。健康保険証を忘れずに！

応急診療所

電池がリサイクルされていることを学んだ後、
オリジナル乾電池を作ります。
日 10月24日㈰ 午前10時～正午
場 こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）
講 前田修二
（JBRC業務推進グループ担当部長）
人 小学3～6年生と保護者15組
（抽選）
申 問 9月29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 shinagawaeco.jp/からも申し込めます。

しながわ防災学校 一般向けコース
「パパ・ママの立場で考える防災・減災」
〈オンラインセミナー〉

● 品川保健センター
〠140－0001 北品川3－11－22
☎3474－2225 Fax3474－2034

精神保健相談（こころの病気など）
うつ病あんしん相談
高齢期のこころの相談
児童思春期のこころの相談
問 各保健センター

環境学習講座
手作り乾電池教室～ピカッと光る豆電球

各医師会、契約医療機関、検診車

契約医療機関

各医師会
各医師会、契約医療機関
各医師会
契約医療機関
各歯科医師会へ電話で事前連絡
契約医療機関
問 国保医療年金課☎5742－6902
契約医療機関
品川・荏原保健センター
契約医療機関

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
＊1
75歳以上の方＝国保医療年金課保健指導係（☎5742－6902 Fax5742－6876）

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

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://）

●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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令和3年度品川区職員【技能Ⅵ（作業Ⅲ）
】採用選考
ごみ収集作業などの清掃作業に従事する職員の採用選考を行います。
採用予定日／4年4月1日以降
対象者／国籍を問わず、昭和62年4月2日～平成16年4月1日に生まれた方若干名
勤務場所／区内各清掃事務所
第1次試験／10月24日㈰〈択一試験、作文試験〉
第2次試験
（第1次試験合格者対象）
／12月上旬予定〈面接試験、体力測定〉
申込書配布場所／人事課人事係（本庁舎5階）、品川区清掃事務所（品川庁舎・荏原
庁舎）
、地域センター、サービスコーナーなど

技能Ⅵ

（作業Ⅲ）

荏原文化センター水泳教室
日時

対象・定員
（抽選）

参加費
（保険料込）

シルバーコース

11月10日～4年1月26日の水曜日
午前11時30分～午後1時
（全10回）

60歳以上で
健康な方30人

1,440円

チャレンジコース

11月12日～3月25日の金曜日
午後1時30分～3時
（全18回）

16～74歳で
健康な方25人

2,740円

コース

ジェネリック医薬品を賢く活用しましょう

※申込書は区ホームページからダウンロードもできます。
※申込書を郵送で請求する場合は、封筒に「品川区職員【技能Ⅵ（作
業Ⅲ）
】申込書請求」と朱書きし、返信用封筒
（角型2号・120円切手貼
付）
を同封してください。
申込方法・問い合わせ／10月6日㈬（必着）までに、申込書を人事課
（〠140－8715品川区役所本庁舎5階☎5742－7140 Fax5742－
6872）
へ郵送か持参

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
場所・申込方法・問い合わせ／10月1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
※参加費のほか、プール入場料が必要です。
※60歳以上の方は、過去1年以内の健康診断結果の写しが必要です。
※健康に不安のある方は医師の許可を必ず得てください。

第2期

ジェネリック医薬品とは

中小企業向け新型コロナウイルス感染症
対応特別助成事業

新型コロナウイルス感染症により事業に影響を受けた区内中小企業の皆さんが、
その危機を乗り越えて対策を図るための前向きな投資を行いながら、販路拡大に
取り組む経費の一部を助成します。
助成額／対象経費の5分の4
（上限20万円）
対象経費／飛沫対策費、換気費、衛生管理費、機械装置および設置費等、広告費、委
託費、外注費、業態転換に係る経費
申請資格／同一事業を1年以上営み
（区内・区外問わず）
、申請時に区内に拠点を置
く中小事業者
募集期間／10月1日㈮～4年1月31日㈪
（午後5時必着）
対象事業／
（1）
新
 型コロナウイルス感染症もしくはその影響による危機を乗り越えるための
販路拡大に係る事業
（2）
3
 年4月1日以降、新たに取り組んだ事業で4年2月28日までに導入・支払いが
完了する事業
※助成金の交付は審査のうえ決定します。
※申請の際は必ず募集要項をご確認ください。
※予算に達した時点で募集を締め切る場合があります。

先発医薬品の特許が切れた後、同等の有効成分で開発された医薬品で、安
全性も効き目も立証されています。価格は先発医薬品の6割程度以下で、
ジェネリック医薬品に切り替えることにより、家計にも優しく、医療費の
節減にも大きな効果が期待できます。
ジェネリック医薬品に切り替えるには
医師の許可が必要なため、かかりつけの医師か薬剤師にご相談ください。
また、切り替えの意志を手軽に伝えることができるジェネリックシールを
国保医療年金課の窓口で配布しています。
ジェネリック医薬品差額通知を送ります
対象者／品川区国民健康保険に加入し、生活習慣病などに関連する先発医
薬品が処方された方のうち、ジェネリック医薬品に切り替えた場合に一定
額以上の薬代の削減が見込まれる方
通知月／10月、4年2月
ジェネリック医薬品の豆知識
・
「お試し調剤」があり、体に合うかを試してから変更することができます。
・飲み薬だけではなく、目薬・塗り薬・湿布薬にもあります。
ご注意ください
・全ての医薬品にあるわけではありません。
・取り扱っていない医療機関もあります。
・薬の種類や症状、体質、他の薬の使用状況などによって変更できない場
合があります。

取り組み例

ソーシャルディスタンス確保のための店舗改装
webサイトの構築
アクリル板や空気清浄機などの用品購入

申請方法など詳しくは、中小企業支援サイトhttps://www.mics.city.
shinagawa.tokyo.jpをご覧ください。

問い合わせ

国保医療年金課給付係
（本庁舎4階☎5742－6677 Fax5742－6876）

問い合わせ 商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6341 Fax5498－6338）

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

（1 日発行）
リサイクル情報紙「くるくる」

● 拠 点 回 収（ 古 着・ 古 布、 廃 食 用 油、 「ゆずりたい物」
「ゆずってほしい物」
不用園芸土、小型家電<携帯電話・スマー
を紹介、区施設などに置いてあります。
トフォンなど>）
11月号の掲載は、10月20日㈬までに電
10月9日㈯・23日㈯午前10時～正午＝
話かFAXでお申し込みください。
小学校など31カ所 小学校（台場・三
リサイクルショップ「リボン」
木・第一日野・第三日野・後地・小山・
18歳以上の方はどなたでも出品できま
第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
す。希望の方は電話か店頭で予約してく
城南第二・立会・旗台・大井第一・延
ださい。
山・宮前・芳水・伊藤・源氏前・小山台）
、
※出品時は、住所・年齢の確認ができる
日野・伊藤・豊葉の杜学園、地域センター
ものが必要です。
（品川第一・大崎第一・大井第二・大井
手数料／出品1点につき100円（家具は
第三・八潮）
、区役所、品川区清掃事務
300～500円）
所 ※雨天決行。
※販売実費として、売り上げの42％を
※回収時間外に回収品目を施設に置いて
いただきます。
いく行為はおやめください（時間外に学
※不用品交換情報ボードは無料です。
校等でのお預かりもできません）
。
※来店時には、
買い物袋をお持ちください。
⃝携帯電話などの小型家電は、区役所・ ※営業時間の変更や休業する場合があり
体育館・品川図書館など6カ所でも回収
ます。詳しくは区ホームページ等でご確
しています。
認ください。
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

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
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「チャイルド秋・冬物フェア」
日 10月5日㈫～10日㈰
※子ども服・靴、子ども関連グッズも受
け付け。 ※新品か新品同様で、汚れや
破損がないもの。
※衣類は洗濯済みのもので、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
●旗の台店「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23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。

⃝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。

⃝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
持参するか、処方された医療機関に返却してください。

⃝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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●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。

品川歴史館は展示替えのため
休館します

￥

10月4日㈪～8日㈮
品川歴史館
（☎3777－4060 Fax3778－2615）
日
問

お知らせ

荏原文化センター工事に伴う
貸し出し休止のお知らせ
工事のため下記の期間で施設の貸し出し
を休止します。工事期間中は、館内で騒音
や振動が発生します。皆様のご理解とご
協力をお願いします。
施設名

大ホール

貸し出し休止期間

10月 1 日㈮～12月28日㈫

第1講習室 10月11日㈪～10月25日㈪
第3講習室 10月11日㈪～11月22日㈪

10月15日㈮～10月25日㈪
第4講習室 11月19日㈮～12月6日㈪
※夜間の貸し出しは可
荏原文化センター
（☎3785－1241Fax5702－2843）
問

消費者特別相談「多重債務110番」
多重債務で悩んでいませんか。ひとりで悩
まず消費者センターにご相談ください。
日 9月29日㈬・30日㈭ 午前9時～午後4時
※まずはお電話ください。
場 問 消費者センター
（西品川1－28－3中
小 企 業 センター 4 階 ☎ 6 4 2 1－6 1 3 7
Fax6421－6132）

「ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯等
調査」早期終了のお知らせ
7月～9月に高齢者相談員
（民生委員）
によ
る聞き取り調査
（緊急連絡先、かかりつけ
医など）
を行う予定でしたが、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、8月31日を
もって早期終了しました。追加で情報の登
録を希望する方は、お問い合わせください。
人 4月の事前調査で「ひとり暮らし高齢
者・高齢者世帯等調査に協力する」と回答
した方
問 福祉計画課民生委員担当
（☎5742－6708 Fax5742－6797）

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
※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 国民健康保険加入の方＝国保医療年金
課
（☎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わせセンター
（ 0570－086－519 Fax0570－086－
075）

新型コロナウイルス感染拡大防止に
伴う区営自転車等駐車場
（定期利用）
使用料の返還について
対象月／8月分の使用料
人 定期利用使用料を納付し、緊急事態宣
言に伴う新型コロナウイルス感染拡大防
止のための企業等の出勤自粛や休業によ
り、8月中の使用日数が10日以下となる定
期利用者
申請期限／9月30日㈭
（消印有効）
※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 土木管理課自転車対策係
（☎5742－6786 Fax5742－6887）

八潮在宅介護支援センター
移転のお知らせ
移転日／10月1日㈮
移転先／八潮5－9－2八潮南特別養護老
人ホーム1階
（☎3790－0470 Fax3790－
0439〈変更なし〉
）
問 高齢者福祉課高齢者支援第一係
（☎5742－6729 Fax5742－6881）

令和3年経済センサス‒活動調査
回答受け付け中です
緊急事態宣言の発出に伴い、経済セン
サス−活動調査の回答期間が延長されまし
た。現在もインターネット回答、郵送回答を
受け付けています。24時間受け付けの便
利なインターネット回答をぜひご利用くだ
さい。
回答いただいた内容は、統計作成以外の
目的で使用されることは絶対にありません。
問 地域活動課統計係
（☎5742－6869 Fax5742－6750）

「国保の宿」閉館のお知らせ
国保の指定保養施設「うたゆの宿 熱海
四季ホテル」は、9月20日をもって閉館し
ました。
問 うたゆの宿予約センター
0570－
783－026〈午前10時～午後5時〉
国保医療年金課保険事業係
（☎5742－6675 Fax5742－6876）

コンビニ交付休止日のお知らせ
メンテナンスのため、コンビニエンススト
アでの証明書交付サービスを休止します。
日 9月24日㈮ 午後2時～6時
問 情報推進課情報推進担当
（☎5742－6619 Fax5742－7164）

催

し

第10回メイプルメイツ展覧会
10月2日㈯～6日㈬ 午前10時～午後6
時 ※最終日は正午まで。
場 Ｏ美術館
（大崎駅前大崎ニューシティ2号館2階）
内 カルチャー絵画・書道・華道・フラワー
講座受講生の作品展覧会
問 メイプルセンター
（☎3774－5050 Fax3776－5342）
日

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。
①ヒーリングプラネタリウム
日 10月1日㈮ 午後7時から
人 4歳以上の方30人
（先着）
￥ 200円、4歳～中学生50円
②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
③天体観望会「木星」
日 10月22日㈮ 午後6時30分～8時
講 宮坂憲央
（品川星の会）
、松谷研
（中野
星の会）
人 小学4年生以上の方20人
（抽選）
──────── 共通 ────────
場 申 問 ①②は直接同センターへ。③は10
月12日㈫
（必着）
までに、往復はがき
（1枚
4人まで）
でイベント名、住所、電話番号、
参加者全員の氏名
（ふりがな）
・年齢
（小学
生は学年）
を五反田文化センター
（〠141
－0031西五反田6－5－1☎3492－2451
Fax3492－7551）
へ
※①③は小学生以下保護者同伴。
※③は定員に満たない場合、10月14日㈭
午前10時から電話受け付け
（先着）
。
講

区内在住で55歳以上の方6人
（選考）
8,200円
申 問 10月5日㈫
（必着）
までに、はがきか
FAX で、講座名、住所、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号、自己 PR（機器の操作ス
キルなど）を高齢者地域支援課介護予防
推 進 係（ 〠14 0－8 715 品 川区 役 所 ☎
5742－6733 Fax5742－6882）
へ
人

第3回 外国人採用・定着セミナー
〈オンラインセミナー〉
日

10月20日㈬ 午後6時～8時

内「～外国人雇用の実践方法を学ぶ⑵～

『技能実習生』と『特定技能外国人』の受
け入れを成功させる3つのポイント」
講 千葉祐大
（キャリアマネジメント研究
所代表理事）
人 区内にある中小企業の経営者・人事担
当者など20人
（先着）
※申込方法など詳しくは、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・ものづくり課産業活性化担当
（☎5498－6352 Fax5498－6338）

産業技術高専オープンカレッジ
「家庭で実践できる草木染め」
化学の講義と環境負荷の少ない草木染め
を体験します。
日 11月6日㈯・13日㈯・20日㈯
午後1時30分～4時30分
（全3回）
人 16歳以上の方12人
（抽選）
￥ 4,500円
場 申 10月21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）

シニア向け消費生活教室「知ってあ
なたの役に立つスマホやネットの光と
影～トラブル事例と回避術」 電子
10月8日㈮ 午前9時45分～11時45分
中小企業センター
（西品川1－28－3）
内 ネットショッピング・定期購入・決済
（支払い）など、スマートフォンやイン
ターネットを上手に利用するためのポイ
ントや注意点 ※スマートフォンを使っ
た操作説明ではありません。
講 原田由里
（ECネットワーク理事）
人 40人
（先着）
申 問 10月7日㈭までに、区ホームページ
の電子申請か電話で、消費者センター
（☎6421－6136 Fax6421－6132）
へ
日

座

場

スマホ・タブレットマスター養成講座
シニア世代の方が、スマートフォンやタブ
レットの活用ができることを認定する講
座です。
日 10月29日㈮・30日㈯
午前9時～午後3時
（全2回）
※最終日に、ニューメディア開発協会認
定のスマホ・タブレットマスター認定試
験を行います。
場 いきいきラボ関ヶ原
（東大井6－11－11）

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。

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://）

2021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。

就業支援オンラインセミナー＆就職
面接会を開催します
（事前予約制）
●就業支援オンラインセミナー
日 10月5日㈫ 午後2時から
※1時間30分程度。
内 応募書類の書き方、面接を受ける際の
ポイント
人 45歳以上で就職活動をしている方
20人
（先着）
申 9月28日㈫までに、電話でハローワー
ク品川☎5418－7316へ
●就職面接会
日 10月12日㈫ 午後1時～5時
場 中小企業センター
（西品川1－28－3）
人 品川区内で就職を希望する方
持ち物／ハローワークの紹介状、履歴書
（写真貼付）
、職歴がある方は職務経歴書
参加企業／3社程度
──────── 共通 ────────
問 ハローワーク品川
（☎5418－7304 Fax3453－1630）
商業・ものづくり課産業活性化担当
（☎5498－6352 Fax5498－6338）

申 問 10月12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（当日配布）を着用して調
理します。

品川区の女性起業家 NPO 法人が主
催するビジネスセミナー
コロナ禍で打撃を受ける経営環境を、知
恵と工夫で乗り切るためのヒントを事業
家が話します。
日 10月19日㈫ 午後6時15分～8時45分
場 大崎ブライトコアホール
（北品川5－5－15）
内 経営者・起業家によるパネルディス
カッション、グループセッション
人 70人
（先着）
￥ 2,000円
申 10月14日㈭までに、電話か E メール
で 品 川 女 性 起 業 家 交 流 会 事 務 局（ ☎
3450－8904 info@shinajob.jp）
へ
問 商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax3787－7961）
募

集

健康料理教室
（高血圧症予防の食事）
〜減塩慣れするメニュー！〜

保健センター健診等従事職員募集

10月16日㈯ 午前11時～午後1時
場 きゅりあん
（大井町駅前）
内 牛肉の香味ソース、小エビのカクテル
サラダ、ほうれん草ときのこの柚子風
味、万能ねぎの混ぜごはん、手作りほう
じ茶、デザート
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、筆記用具
運営／品川栄養士会

募集職種／①管理栄養士・栄養士
②歯科衛生士
勤務場所／品川・大井・荏原保健セン
ター
勤務内容／①乳幼児健診時の栄養相談、
栄養士業務など
②歯科健診補助、歯科衛生士業務など
任用時期／4年4月
勤務日数・時間／月3日程度（月～金曜
日）
午前8時45分～午後5時
（休憩1時間含む）

日

報酬／日給12,600円
※交通費支給なし。
※社会保険なし。
人 ①は管理栄養士か栄養士の免許を、②
は歯科衛生士の免許を有し母子保健・公
衆衛生に興味のある方各若干名
（選考）
申 問 10月20日㈬
（消印有効）までに、履
歴書（写真貼付）を品川保健センター（〠
140－0001北品川3－11－22☎3474
－2902 Fax3474－2034）
へ郵送か持参
※書類選考の結果は11月10日㈬までに
通知。
助

成

対象経費／①弁理士費用（源泉徴収所得
税は除く）
②特許庁費用
（出願料、審査請求料、審判
請求料、特許料、登録料）
※知的財産権の選考調査と維持費は除
く。
助成額／対象経費の3分の2
（上限20万円）
申請期間／10月1日㈮～29日㈮
※応募条件など詳しくは、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）
エンジョイスポーツ

展示会出展経費助成
国内・海外（現地）、オンラインで開催さ
れる展示会の出展に要する費用の一部を
助成します。
人 区内で1年以上継続して事業を営む中
小事業者
対象／3年4月1日～4年3月31日に開催
される展示会
助成額／対象経費の3分の2
（国内・オンライン上限20万円、海外上
限50万円）
申請期間／10月1日㈮～29日㈮
※応募条件など詳しくは、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）

知的財産権取得経費助成
国内の知的財産権取得に要する費用の一
部を助成します。
人 区内で1年以上継続して事業を営む中
小事業者

第2回ユニバーサル
スポーツフェスタ
子どもも大人も、障害のある方もない方
も楽しめるスポーツイベントです。
日 10月2日㈯ 午後1時30分～4時30分
※受け付けは午後4時まで。
内 ボッチャ、ホッケー、トランポリン、ア
スレチックなど
￥ 1人100円
持ち物／上履き、タオル、飲み物
運営／品川区スポーツ推進委員会
場 参 当日、運動のできる服装で、直接戸
越体育館
（豊町2－1－17）
へ
問 スポーツ推進課地域スポーツ推進係
（☎5742－6838 Fax5742－6585）
※チェックシートの記入、検温、マスク
の着用にご協力をお願いします。
※緊急事態宣言が延長された場合は中止
とします。事前に区ホームページでご確
認いただくか、お問い合わせください。

「秋の子ども読書の日フェア」
「秋の子ども読書の日フェア」を開催します。ぜひ、お子さんと一緒にお出かけください。
問い合わせ

品川図書館
（☎3471－4667 Fax3740－4014）

10月31日㈰午前10時30分～午後4時
会場 荏原文化センター
（中延1－9－15）
日時

※お越しの際は公共の交通機関をご利用ください。

第1講習室

品川区子ども読書活動推進ＰＲキャラクター
「ブックマくん」
「しおりちゃん」

第2講習室

科学工作遊び
（当日整理券配布）

「わらべうた講座」

①幼児向け

①乳幼児向け
（午前10時45分）

時間／午前11時～正午

③小学生向け
（午後2時45分）

「円盤でこまをつくろう」

②幼児向け
（午後1時15分）

②小学生向け

「音がなる びゅんびゅんごま」

※時間は1時間。

時間／午後1時30分～2時30分

ブックフェア 10月1日㈮〜31日㈰
「秋の子ども読書の日フェア」を共通

テーマに、全館でブックフェアを開催

します。お近くの図書館へぜひお越
しください。

◇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

講習和室
「よんでみたいな！」などのおすすめリストの展示
時間／午前10時30分～午後4時

図書館職員による「おひざでおはなし
（乳児向けおはなし会）
」
時間／①午前10時30分 ②午前11時30分 ③午後1時 ④午後2時

※時間は20分。
※当日参加人数に限りがあります。

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 https://library.city.shinagawa.
tokyo.jp/でもご覧いただけます。

図書館

どうぶつたちのむかしばなし

大崎

よぞらをみあげて

五反田

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

あつまれ！おいしい本！

二葉

いただきます！
～おいしい本をよんでみよう～

大井

カラフルな秋 みーっけ！

南大井

あきのおんがくかいへようこそ！

八潮

ごちそうのあきがやってきた

荏原

あきいろのほん

ゆたか

スポーツの本
～からだをうごかしてみよう！～

源氏前

おいしいおはなし めしあがれ

大崎駅西口図書
取次施設

募集済みのため当日参加はできません。

テーマ

品川

大崎分館
※レクリエーションホールで行う人形劇は、本紙8月21日号で参加者

7

どうぶつとなかよし
ちいさなおはなし

⃝対象は原則として区内在住・在勤・在学の方

8

●次号予告

2021年９月21日号

10月1日号 ⃝令和3年度品川区功労者表彰

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ
モデルナ社ワクチン接種を開始しました

⃝品川歴史館特別展 ほか

9月9日時点の情報です

アストラゼネカ社ワクチン接種を実施しています

品川区では、国から供給されるべきファイザー社ワクチンの量が

現在の予約状況については区ホームページをご確認ください。

減少しており、また、感染者が増加していることを受けてモデルナ

接種対象者／以下の条件に該当する品川区在住の方

社ワクチンの接種を追加することとしました。

①接種する日に原則40歳以上の方

接種対象者／12歳以上の品川区在住の方

②18歳以上40歳未満の方で、下記に該当する方

予約方法／コールセンター、WEB予約

⃝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

接種開始日／9月14日㈫より

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

接種会場／①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）

予約方法／コールセンターのみ

②旧ひろまち保育園
（広町2－1－18）

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

※開設日等詳しくは区ホームページをご確認ください。

シティ3号館）

注意

注意
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

モデルナ社ワクチンは、接種券と一緒に送付された予診票を

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

お使いいただけます。事前にご記入のうえ、会場へお越しく
ださい。

役所第三庁舎5階と地域センターでも配布します。

日精ビルディング３階

旧ひろまち保育園

接種会場

問い合わせ

目

黒

川

日精ビルディング3階
(大崎ニューシティ3号館)

受付時間

ワクチンの種類が異なりますので
ご注意ください

山手通り

※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。

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

曜日によって接種する

ゲートシティ
大崎

03−6633−2433

FAX番号

03−6684−4845＊

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。

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

0120－761770

電話番号

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。

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

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」

電話番号

随時、新しい情報に更新しています。

受付時間

03－6258－5802

午前9時～午後9時
受付時間

24時間対応

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。 （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）

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
かかりつけ医が
いる方

発熱等の
症状が

ない

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。

発熱等の
症状が

ある

問い合わせ

保健予防課感染症対策係
（☎5742－9153 Fax5742－9158）

かかりつけ医が
いない方

●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
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

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）

古紙を配合した再生紙を使用しています

受付時間／午前9時～午後5時

（土・日曜日、祝日を除く）

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。

外国人の
方で
不安に
思う方

※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）

