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掲載記事は12月24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。

2. 成年後見制度　3. コミュニティバスの愛称募集感染予防・感染対策の徹底をお願いします

電話番号 03－6633－2433　 受付時間 午前9時～午後7時
※英語・中国語も対応。　※土・日曜日、祝日を除く毎日開設。

FAX番号 03－6684－4845＊
＊言語・聴覚障害の方の専用番号です
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新型コロナワクチン新型コロナワクチン
3回目接種3回目接種についてのお知らせについてのお知らせ

問い合わせ 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

見
本

12月24日時点の情報です

随時、新しい情報に更新しています。

LINE（品川区）

追加接種（3回目）の接種券は、2回目接種完了日を基準に発送しています。

※3回目接種では、1・2回目と異なるワクチンでの接種が認められています。

※接種券は、対象となる方に順次発送します。7月16日
以降に2回目接種を完了された方の日程については、
区ホームページや本紙1月21日号をご確認ください。
※他の自治体で発行された接種券を使用して2回目の
接種を受けた場合や海外で接種された場合などは別
途発行申請が必要になります。詳しくは区ホームペー
ジなどでご確認ください。

前倒し接種（モデルナワクチン使用） 通常接種（ファイザー・モデルナワクチン使用）

対象者
①�2回目接種から6カ月以上を経過した、医療従事者・高
齢者施設等の入所者および従事者の方

②�2回目接種から7カ月以上経過した、65歳以上の�
品川区在住の方

2回目接種から8カ月以上が経過した18歳以上の�
品川区在住の方

予約開始日・接種日 予約開始日　　　1月19日
接種開始目安日　2月1日（前倒しする可能性があります）

予約開始日　　　1月19日
接種開始目安日　2月14日

接種会場
集団接種会場〈区設置会場〉のみ
•大井競馬場（勝島2－1－2）
•旧荏原第四中学校（豊町3－5－31）

①集団接種会場
•大井競馬場
•旧荏原第四中学校
•区内医療機関7カ所

②個別接種会場
※本紙1月21日号で接種会場一覧を掲載します。�
詳細はそちらでご確認ください。

予約方法 コールセンター、WEB予約
集団接種会場→コールセンター、WEB予約
個別接種会場→各医療機関により、予約方法が異なり
ます。本紙1月21日号をご確認ください。

令和3年 11月18日（発送済）

令和4年 1月7日（発送済）

1月14日

1月21日

令和3年 3月・4月・5月に2回目接種を完了された方

6月1日〜13日に2回目接種を完了された方

6月14日〜30日に2回目接種を完了された方

7月1日〜15日に2回目接種を完了された方

対象となる方（２回目接種完了日基準） 接種券発送予定日（郵便局持ち込み日）

接種券発送スケジュール

接種スケジュール等

接種券が届いたら、接種券右上の予約開始日をご確認ください。
※再発行や転入による発行の場合は印字されていません。予約開始日を確認のうえ、2回目接種日から原則8カ月を迎える日付以降での
予約をお願いします。

コールセンター
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で受け付け

WEB予約
品川区新型コロナウイルスワクチン接種Web予約
フォームからご予約ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/covid-19-yoyaku.html

予約方法

LINEアプリ内の品川区公式アカウントからもワクチン接種の
予約サイトに入れます（別ウィンドウ表示）。



●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 2022年1月11日号

問い合わせ／品川成年後見センター（☎5718－7174 Fax6429－7600）
　　　　　　福祉計画課地域包括ケア推進係（☎5742－6914 Fax5742－6797）

身近にこんな方はいませんか？

成年後見制度の利用の流れ 成年後見制度に関するＱＱ＆ＡＡ

成
年
後
見
制
度
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害により、判断能力に不安のある方が安心して
自分らしく暮らせるよう、家庭裁判所から選任された後見人が代わりに契約などを行い、生活
や財産を守る法的な制度です。

お金の管理が自分
ひとりでできなく

なってきた

いままでやっていた書類
の手続きが複雑に感じる

ようになってきた

将来に不安のある
家族がいる

44  対象者が亡くなられた 
場合などに支援終了

33  後見人の決定後、 
支援開始

22  家庭裁判所に申し込み 
（申立て）

11  申し込みの準備 
（申立て書類の作成）

Ａ.�親族や専門職（弁護士など）、専門的な講
座を受けた市民後見人がなります。本人の気
持ちや身体の状態、生活状況に合った支援を
行う人を家庭裁判所が決定します。

Ａ.�申し込みの際に1万円程度、活動開始後に後見人への報酬が月額1～2万円程度
かかります。また、後見人の活動を確認する監督人がつく場合は、監督人への報酬も
発生します。

Ａ.�後見活動は原則ご本人がお亡くなりにな
るまで続きます。なお、判断する能力が回復し
た場合には支援を終了します。

さくらハイツ南大井
さくらハイツ西五反田
の入居登録者募集
空室が生じた時に、入居する方をあらか
じめ登録しておくための募集です。

登録期間／／4月1日～5年3月31日の1年間
サービス内容／／①食事、生活相談などの日常生活支援　②緊急時の対応などの安全管理
対象／／次の全てにあてはまる方　
●4月1日現在、年齢が60歳以上（夫婦の場合、1人が60歳以上、もう1人は55歳以上で可）　
●日常生活は自分ででき、介護保険の認定を受けていない方　
●入居一時金と利用料を負担できる　●4月1日現在、区内に引き続き2年以上住んでいる　
●連帯保証人を立てられる　●さくら会の運営方針に賛同し、施設で円満に共同生活できる　など

申込方法／／1月11日㈫～31日㈪（必着）に、申込書を入居希望の
施設へ郵送か持参　
※両施設に重複しての申し込みはできません。
募集案内配布場所／／高齢者福祉課（本庁舎3階）、
さくらハイツ南大井・西五反田、地域センター
公開抽選会／／さくらハイツ南大井＝2月21日㈪午前10時から
さくらハイツ西五反田＝2月24日㈭午前10時から

問い合わせ／／さくらハイツ南大井（〠140－0013南大井5－19－1☎5753－3900）
さくらハイツ西五反田（〠141－0031西五反田3－6－6☎5434－7831）、高齢者福祉課（☎5742－6728 Fax5742－6881）

さくらハイツ南大井 さくらハイツ西五反田
1人用

（1DK40.5㎡）
2人用

（1LDK53.2㎡）
1人用

（1DK42㎡）
2人用

（2DK56㎡）
募集人数 5人 5組 10人 5組

家賃（月額換算） 42,450円程度 76,300円程度 48,500円 65,000円

内
訳

入居一時金　20年分前払い
（月額換算）

450万円程度
（18,750円）

900万円程度
（37,500円）

300万円程度
（12,500円）

600万円程度
（25,000円）

居住に要する費用（月払い） 23,700円程度 38,800円程度 36,000円 40,000円
利用料（月払い） 9～14万円程度 16～27万円程度 11～14万円程度 17～25万円程度

詳しくは募集案内を
ご覧ください。（ ）

※さくらハイツ南大井、さくらハイツ西五反田は、老人福祉法に基づく軽費老人ホーム（ケアハウス）です。
月額の利用料は、所得により異なります。食事代を含みますが光熱水費などは別途自己負担となります。

成年後見制度を利用すると、後見人がこのようなサポートをしてくれます

Ｑ. 誰が後見人になるの？

Ｑ. 制度を利用するには費用はかかるの？

Ｑ. 後見活動はいつまで続くの？

通帳の管理や
支払いのお手伝い

医療や福祉サービス
の契約 定期的な訪問や見守り

成年後見制度の
詳細はこちら
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コミュニティバスの愛称を募集します
問い合わせ  都市計画課計画調整担当（☎5742－6760 Fax5742－6889）

3月下旬に品川区初となるコミュニティバスの試行
運行の開始を予定しています。幅広い世代に愛着
を持っていただくとともに、利用の促進を図るため、
コミュニティバスの愛称を募集します。

区民の皆さんに、区政や区の取り組み、事業などをお知らせし、「輝く笑顔　住み続けたいまち　
しながわ」の実現に向けて、区政について区とともに考えることを目的とした制度です。

●モニター集会（年5回程度）
区が実施する施策や事業についての講義、質疑応答、グループ討議などを行い、区政への意見・
要望・提案などを意見交換します。
※月〜金曜日午後2時〜4時を中心に開催。
※託児あり（2歳〜就学前、3人以上で実施）。オアシスルームも利用可（0歳〜就学前、要事前申込）。
●施設見学会（年1回）
主に区内の公共施設などを見学し、施策への理解を深めます。
●モニターレポート（随時）
区の事業・イベントなどに参加し、体験した感想や改善への提案などをレポートとして提出します。
●モニターアンケート（年1回程度）
区の施策や課題などについてのアンケートにご協力いただきます。
●モニター通信（随時）
モニター専用の用紙と封筒で、区政についての意見・要望・質問などを提出します。

区政モニターを募集します
・ 年度

令和
4 5

区政モニターとして、
品川区の施策に
ついて学び、
一緒に考えませんか。

？ ？「私の住んで
いる

品川区はどん
なまち」

区政モニター制度とは

区政モニターの活動内容 対象・定員／／3年4月1日以前から区内在住で、20歳以上の方
50人（選考）
任期／／4年4月1日から2年間
申込用紙配布場所／／広報広聴課（本庁舎5階）、区政資料コー
ナー（第三庁舎3階）、地域センター、文化センター、図書館など
※区ホームページからダウンロードもできます。
申込方法／／1月31日㈪（消印有効）までに、申込用紙を広報広聴課

（〠140－8715品川区役所本庁舎5階）へ郵送かFAX、持参
○区ホームページから電子申請もできます。
※新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、活動内容が
変更となる場合があります。

区政モニターの応募方法

問い合わせ／／広報広聴課広報広聴担当
（☎3771－2000 Fax5742－6870）

「品川区って
、

どんなことをし
ているの」

区内在住・在勤・在学の方
※法人・団体での申し込みはできません。

※車体の色はイメージです。

全応募作品の中から愛称検討会において
愛称候補を選定し、区が決定します

◦子どもからお年寄りまで幅広い世代が
親しみを持ち、覚えやすいもの

◦最大15文字まで（半角文字や規格外文
字は不可）

1月31日㈪（必着）までに、はがきか
FAXで愛称案（ふりがな）、愛称の説
明、住所、氏名（中学生以下の方は保
護者の氏名も）、年齢、電話番号、在
住・在勤・在学の別を都市計画課計画
調整担当（〠140－8715品川区役所
☎5742－6760 Fax5742－6889）へ
○区ホームページから電子申請もで
きます。
○1人何案でも応募できますが、応募
1回につき1案でお願いします。
○採用された方には区内共通商品券

（1万円分）を進呈します。

運行ルート／／西大井駅～大森駅北口
※片道約3.2㎞。
運行日時／／毎日午前7時～午後9時（予定）
※片道約20分。
運行頻度／／1時間あたり2～3本（予定）
運賃／／220円、小学生・障害のある方110円
※未就学児・東京都シルバーパスをお持ちの方は原則無料。
運行事業者／／東急バス
使用車両／／日野自動車ポンチョ ショート（小型バス）

◦応募作品の著作権、商品化権、その他一切の権利は品川区に帰属します。
◦商標権などに関する問題が発生した場合、応募者の責任において対処する

ものとします。
◦応募内容に不備がある場合は、無効となることがあります。
◦応募者の作品や住所・氏名などの個人情報については、区が適切に管理し、

愛称募集に必要な業務にのみ使用します。
◦採用作品とともに「氏名」を区ホームページなどで公表する場合があります。
◦採用作品は、一部補正、修正して使用する場合があります。
◦採用作品をもとに区でロゴマークなどを作成し、活用する場合があります。
◦採用作品を複数人が応募した場合、抽選を行い、1人を選定する場合があり

ます。
◦試行運行は上記ルートで開始しますが、ほかの地域での運行も検討してい

ますので、特定の地域に特化した愛称とならないようにしてください。

応募要件

選定方法

その他応募方法

愛称の基準・条件

試行運行概要



●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://）

4 2022年1月11日号

18歳（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。

催　し
品川図書館グローバルおはなしルーム
英語のおはなし会を実施します。
日 2月20日㈰　
①幼児向け：午前11時～11時45分（開場午前10時45分）
②小学生向け：午後1時～1時45分（開場午後0時45分）　
人 各40人（抽選）　※保護者の付き添い可。
場 申 問 1月25日㈫（必着）までに、往復はがき（1枚4人まで）に

「グローバルおはなしルーム」とし、希望番号、参加者全員の氏名、
お子さんの年齢、代表者の住所・電話番号を品川図書館（〠140
－0001北品川2－32－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ

環境学習講座「楽しいおやつ教室と
使用済み食用油を使ったキャンドル工作」
日 2月6日㈰午後1時30分～3時30分　
場 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11）
講 森田孝枝（カルビー食生活アドバイザー）
人 小学1・2年生と保護者15組（抽選）
申 問 1月17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。

環境学習講座
「振動と波で回るギシギシプロペラを作ろう！」
日 2月13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 杉山仁（蔵前理科教室ふしぎ不思議幹事）
人 小学3・4年生と保護者15組（抽選）
申 問 1月19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。

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

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

●	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

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）

1月16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16日㈰

内 小

歯
歯
骨
骨

柿島医院 大井3−21−10 ☎3775−5171　
北村歯科医院 西大井5−3−4 ☎3772−1914　
とよつぐ歯科クリニック 平塚1−6−20 ☎3788−0907　
スズキ整骨院 南大井4−9−21 ☎3763−3816　
押田接骨院 小山2−8−13 ☎3787−8036

土曜日夜間／／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

1月15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

キリトリ線

医療機関の24時間案内
●東京都医療機関案内サービス（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

二人で子育て（父親学級）
会場 日時

品川保健
センター 3/20㈰ 　9:30～12:05

　13:30～16:05
荏原保健
センター 3/5㈯   　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 2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

呼吸器リハビリ教室
〈オンライン同時開催〉	電子
日 1月29日㈯午後1時～2時
場 区役所多目的室（第二庁舎6階）
内 理学療法士による呼吸器リハビリ指導
人 品川区認定の公害健康被害被認定者、
区内在住の気管支ぜん息患者と家族
オンライン30人（抽選） 会場10人（抽選）
申 問 1月20日㈭（必着）までに、区ホーム
ページの電子申請か健康課（本庁舎7階）
で配布する申請書を同課公害補償係（〠
140－8715品川区役所☎5742－6747 
Fax5742－6883）へ郵送　
※申請書は区ホームページからダウン
ロードもできます。

難病の方のための音楽療法
日 2月10日㈭午後1時30分～3時30分
講 渋谷理恵（声楽家）
人 難病の方と家族10人（先着）
場 申 問 電話で、大井保健センター☎
3772－2666へ

「広報しながわ」子育て支援特集号の「広報しながわ」子育て支援特集号の読者モニター読者モニター募集募集
内容／子育て支援特集号等についてのアンケート回答、特集ページの取材協力（区内公園で実施予定）
対象・定員／区内在住で、小学生までのお子さんがいる方30人（選考）
※そのうち、特集ページの取材協力ができる親子7～10組（選考）。
申込方法・問い合わせ／1月28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、Eメールアドレス、取材協力ができる方はお子さんの氏名・年齢・性別、区内で普段利
用している公園を広報広聴課（〠140－8715品川区役所☎︎5742－6644�Fax5742－6870）へ

若い時に身近な人を自死（自殺）で亡くした方を迎えて、
自身の経験についてお話しいただきます。
日時／2月25日㈮午後2時～4時30分
会場／品川保健センター（北品川3－11－22）
対象・定員／身近な人を自死で亡くした方、自死で身近な
人を亡くした方々を支えたいと願う方20人（先着）
運営／全国自死遺族総合支援センター
申込方法・問い合わせ／電話で、保健予防課（☎︎5742－
9152�Fax5742－6013）へ

「身近な人を亡くした若者の声を聴く」「身近な人を亡くした若者の声を聴く」
品川区わかちあいの会（自死遺族のつどい）

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

ジェネリック医薬品を賢く活用しましょう
ジェネリック医薬品とは

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／／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／／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。

・・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。

ご注意
ください

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について
国において、新型コロナウイルス感染症による影響などを踏
まえ、子育て世帯に臨時特別給付金を支給することになりま
した。区は現金による一括支給としています。児童手当受給
者については、昨年末に振り込みをしています。また、16歳～
18歳のお子さんがいる世帯や公務員世帯へは、別途申請案内
を送付します。申請内容を確認後、随時給付金を支給します。
詳しくは、区ホームぺージ等でお知らせします。
問 品川区子育て世帯臨時給付金コールセンター（☎5742－6027 
Fax5742－6387午前9時～午後5時〈土・日曜日、祝日を除く〉）

お知らせ



●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

52022年1月11日号

お知らせ

総合区民会館（きゅりあん）休館の
お知らせ
大規模改修工事のため全館休館します。
休館期間／／2月1日㈫～5年1月中旬
※大ホールは5年9月中旬まで休館予定。
●工事期間中、各事務室は移転します。
○きゅりあん受付・品川文化振興事業団
移転期間／／2月7日㈪～12月中旬
※2月1日㈫～6日㈰は移転作業のため事
務・受付は休止。
移転先／／こみゅにてぃぷらざ八潮北棟3
階（八潮5－9－11）
受付時間／／午前9時～午後5時

（土・日曜日、祝日を除く）
移転後の問い合わせ／／きゅりあん受付

（☎5755－2061 Fax5755－2062）
品川文化振興事業団

（☎5755－2064 Fax5755－2065）
※きゅりあん利用予約・受付方法は変更と
なります。詳細は、きゅりあんホームペー
ジまたは受付窓口でご確認ください。
○男女共同参画センター
移転期間／／1月31日㈪～12月下旬
移転先／／小山3－22－3 旧荏原第一地域
センター2階
移転後の問い合わせ／／☎3784－0820 
Fax3784－0823
問 工事に関すること：文化観光課文化
振興係（☎5742－6836 Fax5742－
6893）
施設利用などに関すること：きゅりあん
受付（☎5479－4100 Fax5479－4110）
男女共同参画センターに関すること：人
権啓発課男女共同参画担当（☎5479－
4104 Fax5479－4111）

女性相談員による総合相談
（性別不問）
●法律相談（離婚、相続などの法律問題）
日 2月2日㈬・8日㈫午後1時～3時30分、
21日㈪午後5時30分～8時
●カウンセリング相談（生き方、人間関
係、セクシュアリティなどの悩みごと）
日 2月24日㈭午後1時～4時
●ＤＶ相談（配偶者・恋人などからの暴
力）
日 2月4日㈮・25日㈮午後1時～4時、18
日㈮午後5時30分～8時30分
──────── 共通 ────────
場 申 問 相談日の1カ月前から、電話で男
女共同参画センター（小山3－22－3旧荏
原第一地域センター2階〈1月28日まで：
☎5479－4104 Fax5479－4111、1月31
日から：☎3784－0820 Fax3784－
0823〉）へ
※相談室の入室は1人のみ。託児なし。

第6回品川区新庁舎整備基本構想・
基本計画策定委員会
日 1月31日㈪午後2時～4時
場 第一委員会室（区役所議会棟6階）
審議内容／／新庁舎整備基本計画（素案）の
検討
傍聴人数／／15人（先着）
傍聴方法／／当日、午後1時から経理課窓
口（区役所本庁舎6階）で傍聴券を交付
問 経理課庁舎計画担当

（☎5742－7801 Fax5742－6873）
※新型コロナウイルス感染症対策のた
め、変更する場合があります。

大崎ゆうゆうプラザは
臨時休館します
日 2月11日㈷
問 大崎ゆうゆうプラザ

（☎5719－5322 Fax3779－2520）

武蔵小山図書取次施設は
臨時休館します
日 1月29日㈯
問 品川図書館

（☎3471－4667 Fax3740－4014）　　

測定器の貸し出しについて
環境課では騒音計、振動計、放射線測定
器の貸し出しを行っています。
人 区内在住か在勤の方
貸し出し期間／／15日以内
貸し出し方法・問／／電話で在庫を確認の
うえ、環境課指導調査係（本庁舎6階☎
5742－6751 Fax5742－6853）へ

1月11日より、戸籍の附票の写しの
記載事項が変わります
デジタル手続法による住民基本台帳法の
改正により、本人確認情報の公証を目的
に1月11日から戸籍の附票の写しに、出
生の年月日、男女の別の記載事項が追加
されます。
※戸籍の表示や在外選挙人名簿登録地の
記載は申し出がない場合、省略されます。
問 戸籍住民課証明交付係

（☎5742－6659 Fax5709－7625）

第236回東京都都市計画審議会
日 2月9日㈬午後1時30分から
場 都庁会議室
傍聴人数／／15人（抽選）
申 1月19日㈬（消印有効）までに、往復は
がき（1人1通）で住所、氏名、電話番号、
傍聴希望の旨を東京都都市計画課（〠
163－8001東京都都市整備局）へ
※付議予定案件は、東京都都市整備局
ホームページをご覧いただくか、東京都
都市計画課へお問い合わせください。
※個人のプライバシーに関わる案件など
があるときは、会議が一部非公開となる
ことがあります。
問 東京都都市計画課☎5388－3225
品川区都市計画課

（☎5742－6760 Fax5742－6889）

みんなで守ろう文化財
文化財防火デー消防訓練を実施します。

日時 会場
1月21日㈮午前10
時～10時30分

天妙国寺（南品川2
−8−23）

1月26日㈬午前10
時～11時

蛇窪神社（二葉4−
4−12）

1月28日㈮午前10
時～10時30分

養玉院如来寺（西
大井5−22−25）

※日時が変更となる場合があります。
問 庶務課文化財係

（☎5742－6839 Fax5742－6890）

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）　※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.shi 
nagawa-shigoto.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

一本橋児童センターは改築工事のた
め休館します
日 3月1日～6年3月31日（予定）
問 子ども育成課育成支援係

（☎5742－7823 Fax5742－6351）

シニア向け「出張新規登録会」
（予約制）
日 1月25日㈫午前9時30分～11時30分
場 八潮区民集会所（八潮5－10－27）
人 おおむね55歳以上の就職希望者
持ち物／／履歴書（写真貼付）
申 問電話で、サポしながわ〈無料職業紹介
所〉（☎5498－6357 Fax5498－6358）へ

LGBT等やその友人、家族向け交流
スペース「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12日㈯午後1時～5時
内 DVD上映「ジェンダーマリアージュ」

（112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11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（小山3－22－3旧荏原第一地域セ
ンター2階〈1月28日まで：☎5479－
4104 Fax5479－4111、1月31日から：
☎3784－0820 Fax3784－0823〉）へ
※区ホームページからも申し込めます。

環境影響評価書案に係る見解書を
縦覧します
事業名／／羽田空港アクセス線（仮称）整備
事業
縦覧・閲覧期間／／1月12日㈬～31日㈪
※土・日曜日、祝日を除く。
縦覧・閲覧場所／／品川区環境課（本庁舎
6階）、品川図書館、品川第一・品川第二・
八潮地域センター、東京都環境政策課

（都庁第二本庁舎19階）、東京都多摩環境
事務所管理課（東京都立川合同庁舎3階）
●都民の意見を聴く会を開催します
日 2月17日㈭午後1時30分から
場 芝浦港南区民センター（港区芝浦4－
13－1トリニティー芝浦1階）
傍聴方法／／当日会場で受け付け
※公述人の申し出がない場合は中止とな
ります。事前にお問い合わせください。
●都民の意見を聴く会の公述人の募集
日 1月18日㈫～2月1日㈫（消印有効）
内 1人15分以内で環境保全の見地から
の意見を述べる
申 事業名、住所、氏名、電話番号、意見を
東京都環境政策課（〠163－8001東京
都環境局）へ郵送か持参
※詳しくは東京都環境局ホームページを
ご覧ください。
問 東京都環境政策課☎5388－3409
品川区環境課

（☎5742－6751 Fax5742－6853）

がん検診の案内や予
防に関すること、患
者や家族の方の相談
窓口など、がんに関
する様々な情報を集
めたホームページを
開設します。
公開日時／1月11日㈫午前11時から
問い合わせ／健康課保健衛生係
（☎︎5742－6743�Fax5742－6883）

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 さわやかサービス協力会員募集 ポ

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

（年間50ポイントが上限）を差し上げています。
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。
○令和３年のはつらつカード（緑色）をお持ち
の方は、12月末までのポイントを交換してく
ださい。
50ポイント未満の方の交換方法／／1月17日
㈪～2月28日㈪午前9時～午後5時に「はつら
つカード（緑色）」と印鑑を持って、品川ボラン
ティアセンター（大井1－14－1）へ
※50ポイントたまっている方の交換は随時受
け付けています。  ※日曜日・祝日を除く。
※登録をしている方で令和４年のはつらつカード

（オレンジ色）が届いていない方はご連絡ください。

さわやかサービスは高齢者や障害者、産前産後の
方を対象として、家事援助を中心に、区民相互の助
け合いを支援する有償のボランティア活動です。
内 掃除、食事作り、外出の付き添い、福祉車両（車
いすごと乗れる車両）の運転など
人 18歳以上の方（福祉車両の運転は登録時69歳以下）
謝礼／／1時間800円（交通費支給）

【協力会員募集説明会】
日 1月26日㈬午後1時～2時　※登録後、希望者は引き続き研
修に参加可（午後2時～4時）。
場 参 当日、社会福祉協議会（大井1－14－1）へ
※さわやかサービス窓口でも随時受付中。

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）

さわやかサービス（☎5718−7173 Fax5718−1274
shinashakyo.jp/sawayaka/index.html）

※ ポは地域貢献ポイント事業の対象です。

■使用済みの切手・テレホンカード類を集めています（未使用も可）。品川ボランティアセンター（■使用済みの切手・テレホンカード類を集めています（未使用も可）。品川ボランティアセンター（〠〠140140−−0014大井10014大井1−−1414−−1）へ送ってください。1）へ送ってください。

こちらから
アクセスできます

がん情報がん情報の
ホームページホームページを
新たに開設します



●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。
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催　し

「羽ばたけ！アントレーヌvol.13
in	品川」開催
女性起業家の卵たちが、お客様の声を今
後に生かすために実施するテストマーケ
ティングイベントです。
日 1月22日㈯午前10時～午後5時、23日
㈰午前10時～午後4時
場 スクエア荏原（荏原4－5－28）
内 オリジナルアクセサリー、洋服、食器、
ワークショップなど　※事前予約制で
す。詳しくは武蔵小山創業支援センター

（☎5749－4540 HP www.musashi 
koyama-sc.jp/）の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 商業・ものづくり課

（☎5498－6333 Fax5498－6338）

交流都市地方物産展〈オンライン開催〉
災害協定や観光・産業振興などで交流を
行っている自治体を対象とした物産展。各
自治体の特産品や魅力を紹介しています。
日 1月4日㈫～31日㈪午後5時まで
出店自治体／／宮古市（岩手県）、富岡町

（福島県）、成田市・東金市（千葉県）、山北
町（神奈川県）、坂井市（福井県）、早川町

（山梨県）、福山市（広島県）、下関市（山口
県）、高知県、高知市（高知県）、長崎市（長
崎県）、鹿児島市（鹿児島県）　
※区ホームページ（トップページ>地域
活動>市町村交流>他の都市との交流
事業）からご覧ください。
問 総務課（☎5742－6856 Fax3774－6356）

薬物乱用防止ポスター・標語作品展
日 1月17日㈪～31日㈪
午前8時30分～午後5時
※22日㈯・29日㈯を除く。　※17日㈪
は正午から、31日㈪は午後1時まで。
場 区役所本庁舎・第二庁舎3階渡り廊下
問 健康課庶務係

（☎5742－6744 Fax5742－6883）

高齢者作品展
日 1月15日㈯～18日㈫午前10時～午後
6時　※15日㈯は午後2時から。
場 Ｏ美術館（大崎駅前大崎ニューシティ2
号館2階）
内 絵画、書道、民芸工芸、写真、俳句短歌
問 高齢者地域支援課介護予防推進係

（☎5742－6733 Fax5742－6882）

講　座

講演会「猫の健康について」
日 2月19日㈯午後1時～3時
※受け付けは午後0時45分から。
場 大崎第二区民集会所（大崎2－9－4）
人 30人（先着）
申 問 1月18日㈫から電話で、生活衛生課庶
務係（☎5742－9132 Fax5742－9104）へ

SHINAGAWAイノベーションフォー
ラム2022	in	五反田バレー
〈オンライン開催〉
日 1月31日㈪午後1時～5時30分
内 ①基調講演「スマートシティとデジタル田
園都市」〈越塚登（東京大学大学院教授）〉
②大手企業・区内ベンチャー・スタート
アップ企業などによるスマートシティ推
進事例や製品・サービスの紹介　
人 区内中小企業の方など1,000人（先着）
※詳しくはSHINAGAWAismホームページ
HP shinagawa-ism.com/をご覧ください。
問キャンパスクリエイト☎042－490－5728
商業・ものづくり課産業活性化担当

（☎5498－6351 Fax5498－6338）

認知症サポーター養成講座
〈オンライン開催〉	電子
日 1月26日㈬午後2時～3時30分
人 40人（先着）
申 問 1月24日㈪までに、区ホームページ
の電子申請か電話で、高齢者福祉課認知
症対策係（☎5742－6802 Fax5742－
6881）へ

市民後見人養成講座
認知症の高齢者を支援する市民後見人を
養成します。
日 2月26日㈯・27日㈰、3月5日㈯・12
日㈯・19日㈯午前9時20分～午後4時20
分（全5回）
場 中小企業センター（西品川1－28－3）　
※2月27日㈰は荏原第五区民集会所（二
葉1－1－2）で実施。
人 区内在住か在勤で、20～74歳（申込時
点）の方30人（先着）
￥ 3,000円　
申 問 2月21日㈪（消印有効）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！！～」	電子
日程（全3回） テーマ・講師

2/18㈮

海に育まれた品川～水辺か
ら見た品川の歴史～
柘植信行

（品川歴史館専門委員）

2/25㈮

海に育まれた品川の海苔
～養殖のはじまりとその後～
冨川武史

（品川歴史館学芸員）

3/4㈮
海苔の力。元気の素　　　
～おいしい海苔料理紹介～
浄法寺勇人（料理研究家）

※時間は午後2時～4時。
場 品川歴史館（大井6－11－1）
人 16歳以上の方30人（抽選）
￥ 750円
申 問 2月1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、手話通訳希望の有無を文化観
光課生涯学習係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6837 Fax5742－6893）へ

生涯現役実現講座
「昨日よりかがやく今日のために～
いきいき健康長寿！すてきなセカ
ンドライフのすすめ～」	電子
日程（全4回） テーマ・講師

2/15㈫
元気でいきいき100歳食！
鈴木章生

（服部栄養専門学校教授）

2/22㈫
素敵シニアは健康寿命が長い
～色と香りの自分術～
プラチナ美容塾

3/1㈫

いつまでも自分の足で歩くた
めに～正しい姿勢と歩き方～
村神一誠

（WALKING CREATE代表）

3/8㈫

幸せなセカンドキャリアと心
の利き手
伊藤由香里（Officeファーマ
シストキャリア代表）

※時間は午後2時～4時。
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
人 区内在住で、60歳以上の方30人（抽選）
￥ 1,000円（教材費500円別）
申 問 1月25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、手話通訳希望の有無を文化観
光課生涯学習係（〠140－8715品川区役
所☎5742－6837 Fax5742－6893）へ

しながわ防災学校「熊本地震の体験
者が語る避難生活」〈オンライン開催〉
日 2月26日㈯午前10時～正午
人 区内在住で、中学生以上の方20人程度

（抽選）
申 2月7日㈪までに、電話でサイエンス
クラフト☎6380－9062へ
※しながわ防災学校ホームページ HP
bousaigakkou.city.shinagawa.tokyo.
jp/からも申し込めます。
問 防災課啓発・支援係

（☎5742－6696 Fax3777－1181）

「空き家セミナー＆個別相談会」を
開催します〈オンライン同時開催〉

テーマ 講師　
第一部：セミナー

①「健康寿命を延ば
す健康・安全な住
まいとは？」

吉田肇（高齢者住
宅協会住宅住生
活部会長）

②「空き家・実家対
策『売る?』『貸す?』
空き家を収益化?」

野村薫（ミサワリ
フォーム社員）

第二部：個別相談会（午後3時から）
日 2月5日㈯午後1時～4時
場 大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3）
人 空き家所有者（予定者含む）など
セミナー：30人（先着）
個別相談会：10人（先着）
申 電話かホームページの応募フォーム
でミサワリフォーム城南店（ 0120－
794－330 HP www.misawa-reform.
co.jp）へ
問 住宅課空き家対策担当

（☎5742－6777 Fax5742－6963）

シニア情報生活アドバイザー
養成講座
シニア世代がパソコン等を活用する際の
アドバイザーとなる資格です。
日 2月18日㈮・21日㈪・25日㈮、3月7日
㈪・11日㈮午前10時～午後4時（全5回）
※最終日は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）
人 区内在住で、55歳以上の方6人（選考）
￥ 9,500円
申 問 1月24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、パソコンスキルなどの
自己PR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

● 税理士による無料申告相談
年金受給者、給与所得者、個人事業者で所得金額
が300万円以下の方が対象です。
※土地・建物及び株式等の譲渡所得の相談、住宅
ローン控除1年目の相談は行いません。

問い合わせ／／①品川税務署☎︎3443－4171、②東京税理士会品川支部☎︎3474－0843、③荏原税務署☎︎3783－5371

管轄 日時 会場

品川税務署

①2月1日㈫～15日㈫　※土・日曜日、祝日を除く� 事前申込制
　午前10時～正午（受付は午前11時30分まで）、午後1時～4時30分（受付は午後3時まで）中小企業センター

（西品川1－28－3）②2月11日㈷午前10時～午後4時� 予約制（電話で東京税理士会品川支部へ）
　※申告書の提出はできません。　※電話受付時間は午前10時～午後4時（2月8日まで）。

荏原税務署 ③2月1日㈫～3日㈭、2月7日㈪～9日㈬�� 事前申込制
　午前9時30分～午後4時（受付は午前9時～午後3時）

スクエア荏原
（荏原4－5－28）

●令和3年分の所得税及び復興特別所得税の
申告と納税の期限は、3月15日㈫です。

●税務署の確定申告書作成会場は、感染防止
策を講じた上で2月1日㈫から開設します。

●新型コロナウイルス感染症防止の観点からも
ご自宅からのe-Tax、確定申告書は、国税庁
ホームページHP www.nta.go.jpの「確定
申告書等作成コーナー」をご利用ください。

確定申告と納税の期限

※入場の際に検温を実施。37.5度以上の発熱がある場合は、入場をお断りさせていただきます。発熱などの
症状や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えてください。��※来場の際は、マスクを着用・手指の消毒にご協力いただ
くようお願いします。��※お車での来場はご遠慮ください。

※電話受付時間は平日午前9時～午後6時。

共通注意事項

税のたより
荏原税務署管内の方
事前申込専用番号
0570－006583

事前申込サイト

品川税務署管内の方
事前申込専用番号
0570－006582

事前申込サイト

期間／／1月14日㈮～3月6日㈰
冊子配布場所／／区内東急線各駅、
しながわ観光協会など
※報告方法等詳しくは、しながわ観光
協会ホームページをご覧ください。

問い合わせ／／しながわ観光協会（☎5743－7642 Fax5743－7643）
文化観光課観光推進係（☎5742－6913 Fax5742－6893）

謎解き冊子を手に、街中に隠された謎を解きなが
ら宝箱を探し出す体験型イベント。宝箱を見つけ
てキーワードの報告と、アンケートの回答をする
と抽選で品川ゆかりの賞品が当たります。

しながわ商店街謎解きウオーク「しながわde宝探し」
品
川
区
の
商
店
街
で

　
　
　
リ
ア
ル
宝
探
し
に
挑
戦
！

しながわ
観光協会

ホームページ



●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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男女共同参画推進講座　
女性のためのアサーティブトレーニング
日 2月8日㈫・15日㈫・22日㈫
午後2時～4時（全3回）
講 小柳茂子（相模女子大学教授）
人 全3日間受講できる女性の方15人

（先着）
託児／／1歳～就学前のお子さん5人

（先着）　※2月1日㈫までに要予約。
場 申 問 1月11日㈫午前10時から、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（小山3－
22－3旧荏原第一地域センター2階〈1月
28日まで：☎5479－4104 Fax5479－
4111、1月31日から：☎3784－0820 
Fax3784－0823〉）へ

「さわる絵本」製作体験講習会
日 2月1日～22日の火曜日
午後1時30分～3時30分（全4回）
人 受講後、品川図書館のさわる絵本作成
ボランティアとして活動でき、全日程に
出席できる方8人（先着）
￥ 500円（材料費）
場 申 問電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ

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18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、就業中または就職活動を
始めようとしている女性の方25人（先着）
※申込方法等詳しくは、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/へ。
問 商業・ものづくり課

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

大田・品川まちめぐりガイド養成講座
品川・大田区内の観光スポットや観光ボ
ランティアガイドとしての活動について
学ぶ講座です。
日 2月12日～3月26日の土曜日午後1時
30分～4時30分（全7回）
場 ライフコミュニティ西馬込（大田区西
馬込2－20－1）ほか
内 観光スポット講座、羽田空港・品川大
田ツアーコース現地実習など
応募資格／／①原則として全回出席が可能
な方②健脚な方③修了後のボランティア
ガイド活動に興味のある方
人 30人（抽選）
申 2月7日㈪までに、大田・品川まちめぐ
りガイドの会ホームページの応募フォー
ムか電話かFAXで、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を同ガイド養成講座
担当（☎090－4977－5956（藤井） 
Fax6800－1611）へ
※詳しくは、大田・品川まちめぐりガイ
ドの会ホームページ HP machime.org
をご覧ください。
問 文化観光課観光推進係

（☎5742－6913 Fax5742－6893）

品川歴史館歴史講座
「江戸名所御殿山誕生秘話」
日 3月12日㈯午後2時～3時30分
講 冨川武史（品川歴史館学芸員）
人 16歳以上の方50人（抽選）
場 申 問 1月25日㈫（必着）までに、往復は
がき（1人1枚）に「歴史講座希望」とし、
住所、氏名、年齢、電話番号を品川歴史館

（〠140－0014大井6－11－1☎3777
－4060 Fax3778－2615）へ

募　集

区営住宅入居者募集
現在、空きのある単身・家族向け住宅の
入居者を募集します。

住宅名 住所 募集数
西大井六丁目第三

（単身・家族）
西大井
6−2−16 1戸

西大井六丁目
（家族のみ）

西大井6−
10−21 3戸

西大井六丁目第二
7号棟（家族のみ）

西大井
6−17−7 1戸

南大井六丁目
（家族のみ）

南大井
6−1−20 1戸

東大井三丁目
18号棟（家族のみ）

東大井
3−6−18 1戸

西五反田五丁目
13号棟（家族のみ）

西五反田
5−6−13 1戸

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
※部数に限りがあります。
申 1月18日㈫～25日㈫に配布する申込
用紙を、2月1日㈫（必着）までに、品川宅
建管理センター（〠142－0052東中延1
－4－5－101）へ郵送
※申込資格など詳しくはお問い合わせく
ださい。
●申込用紙休日配布窓口
1月22日㈯・23日㈰の配布は各サービス
コーナー、文化センターで行っています。
また、23日㈰は区役所第二庁舎3階ロ
ビーでも配布しています。 
※配布日時は施設により異なります。
問 品川宅建管理センター☎5749－8661
住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

品川区国際友好協会職員募集
募集人員／／正規職員1人

（4年4月1日付採用予定）
勤務場所／／国際友好協会
選考方法／／第1次選考：書類選考
第2次選考：面接
申 1月24日㈪（消印有効）までに、募集要
項を確認のうえ必要書類を国際友好協会

（〠140－0005広町2－1－36第三庁舎
4階）へ簡易書留で郵送
申込書等配布場所／／総務課平和・国際担
当（本庁舎5階）、国際友好協会（第三庁舎
4階）　※応募資格や勤務条件など詳しく
は協会ホームページ HP www.sifa.or.jp
をご確認ください。募集要項、申込書など
の必要書類もダウンロードできます。

問 国際友好協会☎5742－6517
総務課平和・国際担当

（☎5742－6691 Fax3774－6356）

品川＆山北ふれあい交流
ひだまりの里「貸し農園」の募集
期間／／3月～5年2月　※継続利用可。
場 神奈川県足柄上郡山北町神縄438
人 区内在住か在勤の方若干名（抽選）
￥ 約15㎡区画＝年5,000円
約30㎡区画＝年8,000円
※年度途中からの利用は、月割りで計算。
申 問 1月21日㈮（必着）までに、はがきか
FAXに「貸し農園」とし、住所、氏名（ふ
りがな）、電話番号を総務課自治体連携
担当（〠140－8715品川区役所☎5742
－6856 Fax3774－6356）へ

違反広告物除却ボランティア（しな
がわ景観美化隊）に参加しませんか
街中の電柱や街路灯に貼られた不動産広
告などの違反広告物を除却し、街の景観
美化に貢献していただく「違反広告物除
却協力員（しながわ景観美化隊）」を募集
しています。

人 区内在住か在勤で、積極的な活動がで
きる20歳以上の方
※1グループ5人以上で申し込み可。
※申し込み時に申請書を提出いただきます。
詳しくは区ホームページをご覧ください。
問 土木管理課土木監察担当

（☎5742－6582 Fax5742－6887）

助　成

自宅のリフォーム、増改築工事の
ための融資あっせんをします
一般よりも低い金利で資金を借りるこ
とができるように、金融機関を紹介しま
す。工事前にご相談ください。
対象工事／／自宅（工事後に居住する区内
にある住宅を含む）のリフォーム、建て
替え（50㎡以上80㎡未満。ただし、木造
住宅密集地域内の場合は面積を問わな
い）、増改築工事
※あっせん条件や申込要件など、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。
問 住宅課住宅運営担当（本庁舎6階☎
5742－6776 Fax5742－6963）

新型コロナウイルス感染症対応特別助成新型コロナウイルス感染症対応特別助成

マイナポイント第2弾を実施中です!

の締め切りが近づいています！の締め切りが近づいています！第二期

募集期間 3年10月1日～4年1月31日㈪午後5時必着
※上記期日までに必要な書類がない場合は、申請を受け付けることが
できませんので、なるべく早めの申請をお願いします。

助 成 額 対象経費の5分の4（上限20万円）　※助成金交付は審査のうえ決定。
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など
申請資格 引き続き同一事業を1年以上営んでいる区内中小事業者

（基準日：4年1月31日）
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日以後新たに取り組む事業で原則4年2月28日までに
支払い、導入が完了する事業

マイナンバーカードの新規取得や健康保
険証としての利用登録、公金受取口座の
登録を行った方にポイントを付与します。
詳しくは区ホームページをご覧ください。

問い合わせ／／情報推進課（☎5742－6619 Fax5742－7164）

※クレジット払いの場合は、2月28日までに申請者の口座から引き落としされること。
※予算に達した時点で募集を締め切る場合があります。
※詳しくは中小企業支援サイトhttps://www.mics.city.shinagawa.
tokyo.jp内の募集要項をご覧ください。

　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。

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

安否確認、緊急対応、生活相談サ－ビスなど24時間体制（夜間は緊急ボタン対応）の見守りを付加し
た、家賃助成のあるサ－ビス付き高齢者向け住宅の入居待機者を募集しています。

名称 所在地 戸数 管理者 開設日・種別
大井林町
高齢者住宅

東大井
4－9－1

90戸
（単身用78戸､ 2人用12戸）

さくら会
☎5495－7080

平成24年6月1日
区立型

ケアホーム西大井
こうほうえん

西大井
2－5－21

42戸
（単身用36戸、2人用6戸）

こうほうえん
☎5718－1331

平成21年3月1日
民間型特定施設

コムニカ 旗の台
4－5－17

15戸
（単身用のみ）

新井湯
☎5788－6162

平成24年3月1日
民間型

c
カ ル ナ
arna五反田 西五反田

3－10－9
21戸

（単身用のみ）
青葉会
☎5496－0671

平成27年2月1日
民間型

募集人数／／各若干名　
※大井林町は毎月末に締め切り、公開抽選を行い、
待機者の順位を決めます。
家賃／／月額70,000円～130,000円

（基本生活支援サ－ビス費10,000円～41,000円・
共益費10,000円～42,000円・光熱水費別）
※申込要件は各住宅により異なるため、詳しくはお問
い合わせください。
申込書配布場所・問 各住宅・高齢者地域支援課

（本庁舎3階☎5742－6735 Fax5742－6882）

サービス付き高齢者向け住宅4棟サービス付き高齢者向け住宅4棟の入居待機者募集中
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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 1月21日号 ⃝伝統の技と味／しながわ展　ほか

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）　※12言語に対応。

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　　受付時間／／午前9時〜午後10時（土・日曜日、祝日も実施）　※12言語に対応。
●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）

かかりつけ医が
いる方

かかりつけ医が
いない方

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）

スポーツ協会は1月17日㈪はお休みです。

●	スポーツ推進課　地域スポーツ推進係（第二庁舎6階）
 ☎5742－6838  Fax5742－6585
●	品川区スポーツ協会・総合体育館
 〠141－0022東五反田2－11－2  ☎3449－4400  Fax3449－4401
 受付時間／／午前9時～午後7時  ※土・日曜日、祝日は午後5時まで。
●	戸越体育館
 〠142－0042豊町2－1－17  ☎3781－6600  Fax3781－6699

9人制バレーボール大会（一般男子・女子）
日 2月13日㈰午前9時から
場 総合体育館ほか
種目／／一般男子・女子
※家庭婦人の参加も可。
試合方法／／クラス別トーナメント戦
※敗者戦あり。　※内容を変更する場合があります。
人 区内在住か在勤の男子・女子及び家庭婦人と連盟
登録チームで、大会前2週間の健康チェックシートを
必ず提出できる1団体1チーム
￥ 1チーム12,000円、連盟登録チーム6,000円
主催／／品川区バレーボール連盟
申 問 2月2日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ
※主将会議は、2月9日㈬午後7時から総合体育館。

スキー教室
番号 日時 参加費 会場 宿泊

1

3/4㈮
午後8時40分

集合～
3/6㈰

午後9時頃解散 27,000円
（小学生
25,000円）

志
賀
高
原
熊
の
湯
ス
キ
ー
場

熊の湯ホテル
（1泊2朝食1
夕食）

2

4/1㈮
午後8時40分

集合～
4/3㈰

午後9時頃解散

※いずれも大井町駅集合・解散、往復バス。
※ホテル到着後すぐに各部屋でお休みになれます。
※宿泊は原則として男女別の相部屋です。2名1部屋
の場合、別料金となります。
人 区内在住・在勤・在学の方各40人（先着）
申 問 各実施日の1カ月前までに、費用をもってス
ポーツ協会へ

ゴルフ大会
日 2月27日㈰午前7時45分受け付け
場 レイクウッドゴルフクラブ西コース

（神奈川県中郡）
人 40人（先着）
￥ 5,000円、会員4,000円
※別途プレー費19,900円（税込・キャディ付き）。
主催／／品川区ゴルフ連盟
申 問 2月4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
ディキャップをスポーツ協会へ
※品川区ゴルフ連盟ホームページからも申し込めます。

親子Deヨガ教室
日 2月26日㈯午後1時30分～2時30分
場 総合体育館
人 3歳～小学1年生と保護者のペア10組20人（抽選）
￥ 1組300円
申 問 2月4日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、保護者氏名、電話番
号、幼稚園・保育園・学校名、学年をスポーツ協会へ

バドミントン大会
日 2月6日㈰午前・午後2部制
場 総合体育館
内 クラス別ダブルス戦
￥ 1人2,200円、協会登録者1,500円
主催／／品川区バドミントン協会
申 問 1月19日㈬までに、費用を持ってスポーツ協会へ

ブラインドサッカー体験会	電子
ブラインドサッカー強豪チーム「パペレシアル品川」
とブラインドサッカーを体験してみませんか。
日 2月20日㈰午前9時30分～11時
場 しながわ中央公園多目的広場（区役所前）
内 ブラインドサッカー体験、ミニゲーム、選手との座
談会など
人 区内在住・在勤・在学で、小学生以上の方30人（抽選）
※小学生は保護者同伴。
※当日はマスクの着用、同意書の提出、検温・手指消
毒をお願いします。
申 問 2月6日㈰（必着）までに、区ホームページの電子
申請または往復はがきかFAX（1組5人まで）に「パペ
レシアル品川」とし、参加者全員の住所・氏名（ふりが
な）・年齢・性別・電話番号をスポーツ協会へ

地域スポーツクラブのお知らせ

こちらから
ご覧いただけます

地域スポーツクラブではフリースポーツや教室
を開催しています。詳細は区ホームページの「地
域でのスポーツ教室」でご確認いただくかお問い
合わせください。

問い合わせ／／スポーツ推進課地域スポーツ推進係（☎5742－6838 Fax5742－6585）

区ホームページ > 産業・文化・観光 >
文化・スポーツ・生涯学習 >スポーツ・障害者
スポーツ・健康 > 地域での
スポーツ教室

在宅避難について
詳しくはこちら

の防災のすすめ  Vol.6
しながわ防災キャラクター

在宅避難のすすめ❸

問い合わせ／／防災課（第二庁舎4階☎5742−6695 Fax3777−1181）

災害時の「トイレ問題」に
災害時の「トイレ問題」について考えよう！

ついて考えよう！

　今回は在宅避難のための「トイレ」の備えについて紹介しま
す。災害時には停電や断水、水道管の破損などにより、トイレ
の使用が制限されることが想定されます。停電すると水洗ト
イレの水をくみ上げることができなくなるほか、断水すると
トイレを流すこともできません。また、水道管の破損に気づか
ずトイレの水を流した場合、汚水が逆流し、下階のトイレから

あふれてしまうこともあります。トイレの使用の制限により、
食事の回数や水を飲む量を減らしてしまうと、健康状態の悪
化につながる恐れがあります。
　災害時にトイレに困ることがないよう、家庭の便器に設置
して使用できる「簡易トイレ」を備蓄しておきましょう。簡易
トイレは最低3日分、1人1日5～6回を目安に家族全員分を用
意しておきましょう。また、日頃からお風呂の浴槽の水をため
ておくことで、いざという時に生活用水として利用できます。

変異株（オミクロン株）について
オミクロン株は、ウイルスに変異箇所が多くみられ、高い感染力やワクチン効果減弱などの可能性
が指摘されています。これまで同様、基本的な感染予防対策の徹底をお願いします。オミクロン株
に関する不安や相談は、東京都電話相談窓口 0570－550571で受け付けます。

早期受診の必要性について
新型コロナウイルス感染症は、重症化防止のためにも早期
発見が非常に重要です。少しでも体調の変化を感じたら、
早めの受診をお願いします。


