毎月1・11・21日発行

1 / 21
令和4年
（2022）

No.2233

感染予防・感染対策を
引き続き実施しましょう

とじ込み別冊版

新型コロナワクチン
追加接種（3回目接種）のご案内
発行／品川区

編集／広報広聴課

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。

掲載記事は1月12日時点の情報です。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。

〠140－8715 品川区広町2－1－36 ☎3777－1111（代表） Fax5742－6870（広報広聴課）

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

第31回

「伝統の技と味／しながわ展」
色鮮やかな江戸切子、和裁、草木染手機織物…。品川区伝統工芸保存会の職人の
実演ブースが並び、品川で育まれた伝統と歴史に間近に触れ、話を聞くこともで
きます。ぜひご来場ください。
日時

会場

1月29日㈯・30日㈰

午前10時～午後4時

入場無料
（予約不要）

きゅりあん7階イベントホール（大井町駅前）

● 職人さんを知ろう～仏像彫刻～

主催／品川区・品川区伝統工芸保存会
※混雑時は入場制限をする場合があります。
※会場内での飲食はできません。
※新型コロナウイルス感染症の状況により、中止・変更となる場合があります。
問い合わせ

伝統の

商業・ものづくり課管理係
（☎5498－6335 Fax3787－7961）

技

江戸切子（川辺勝久）
和裁（釼持博・高橋紀子）
はさみ

理美容 鋏 製造（新保欽二）
き り た ん す

東京桐箪笥（林正次・林英知）
表具（佐野順一・佐野文夫）
漆工芸（田中勝重・保井俊次）
草木染手機織物（藤山千春・藤山優子）
東京手描友禅（成沢泰昭）
ちょうちん

提 灯文字（下田洋靖）
金網（蔦勇作）
こっとう

骨董修理（鎌田民夫）
わ さ お

ししゅう

日本刺繍（笹原木実）
江戸すだれ（鈴木祐二）
仏像彫刻（榎本宣道）
陶芸（島村ひかり）
畳（松井雅治）

榎本宣道さんの作る仏像は、伝統的な技法を基本としつつ、現代的な
要素も多少織り込む自由さが見られます。仏像彫刻の魅力を紹介します。
日時／29日㈯正午から、30日㈰ 午前10時30分から

● ふれあい教室（職人さん指導による実技教室）

定員／各5人（抽選）
申込方法／当日、各教室開始15分前に体験スペースの受付へ
※事前予約は受け付けていません。

日時
内容
①29日㈯
職人さんが語る和竿の魅力＆ミニ釣り竿で
午前11時から
釣り体験
（40分程度）
（和竿 大石稔）
②29日㈯
畳ってすごい！職人さんのおはなし＆イグサ
午後1時15分から の匂いで癒される～畳でコースターつくり
（40分程度）
（畳 松井雅治）
③29日㈯
表具ってなに？表具の作り方を学べる、体験
午後2時30分から できる！
（40分程度）
（表具 佐野文夫）
●糸 染め、機織りのおはなし。作る工程と
④30日㈰
職人の技の秘密（草木染手機織物 藤山
午後1時から
千春）
（30分程度）
●ミニ藍染体験
⑤30日㈰
針と糸そして指ぬきがあればなんでも作れ
午後2時30分から る和裁の魅力＆貝の根付けつくり
（60分程度）
（和裁 釼持博）

〈品川区伝統工芸保存会会員〉

和竿（大石稔）

ベント内容
主なイ

伝統の

味

小澤商店（お茶）

御菓子司 木村家（和菓子）

ヨシナカブレッド（パン）

費用
300円
300円
500円

500円

300円

● 未来の名工大集合

木材片を使って自由に作品を作ることができます。
※木材がなくなり次第終了。
参加対象／3歳以上のお子さん

● 伝統文化あそび体験

けん玉、コマ回し、習字など、昔ながらの遊びが体験できます。

● 邦楽演奏（品川区邦楽連盟）

日時／30日㈰ 午後1時30分から（30分程度）

● その他の企画

・品川職人組販売コーナー ・しながわみやげコーナー
・区内名店のお菓子販売
<品川菓匠 孝庵（洋菓子）
、パティスリーエスリエール（洋菓子）
、
進世堂（煎餅）
、御菓子司 玉川屋 目黒駅前店（和菓子）>
・和雑貨マルシェ ・SDGsについて学べるパネル など
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「品川区新庁舎整備基本構想」を策定しました
昭和43年に建築された品川区本庁舎・議会棟・第三庁舎は、築53年を超え、建物本体や設備の老朽化が進んでい
ます。また昨今は、区を取り巻く環境の変化や多様化する行政への要望に対応する庁舎の機能が求められていること
から、
「品川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会」で新庁舎の整備について検討を進めています。
このたび、新庁舎整備についての基本的な考え方や進め方などを示すことを目的として、
「品川区新庁舎整備基本
構想」を策定しましたのでお知らせします。
問い合わせ

経理課庁舎計画担当
（☎5742－7801 Fax5742－6873）

基本的な考え方（基本理念と基本方針）
3つの基本理念

「にぎわい都市」の

「暮らしが息づく国際都市」に

「環境都市」の実現とともに、

魅力と発展をつなぐ、

ふさわしい、誰にでもやさしく、

災害時にも区民を守る、

明るく親しみやすい庁舎

便利で機能性にあふれた庁舎

力強く持続可能な庁舎

6つの基本方針

区民サービス

区民協働・交流

行政・議会

防 災

環 境

将来変化・経済性

区民にとってわかりやすく、

区民の協働と交流の

機能的・効率的で

区民の安全・安心を支える

環境にやさしい

将来の変化に対応し、
長期間

利用しやすい庁舎

拠点となる開かれた庁舎

柔軟性の高い庁舎

防災指令拠点となる庁舎

脱炭素型の庁舎

有効に使い続けられる庁舎

「品川区新庁舎整備基本構想・基本計画策定委員会」での検討状況は、区ホームページでご覧いただけます。

パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方
〈48人の方から126件のご意見をいただきました〉
主なご意見

区の考え方

魅力ある品川区となるために、
「行きたくなる区役所」をめざしてほしい。区
今回の建て替えを契機に、基本方針に示すとおり「区民にとってわかりやすく、利用しやすい庁舎」
、
民が気軽に集えるオープンな、協働活動を進める役割をもった庁舎にしてほ
「区民の協働と交流の拠点となる開かれた庁舎」をめざします。
しい。
障害があってもなくても、共に過ごし活躍できる機能を取り入れてほしい。
障害者スペースとして分離するのではなく、様々な業務で共に働き、共に生 障害のある方が働き、活躍できる場については、基本方針「高齢者や障害者、子ども連れの方や外
きる庁舎をめざしてほしい。障害のある人が働けるカフェの設置や、受付に 国人など、様々な方が利用しやすい庁舎」に基づき、将来の技術革新なども視野に入れながら、実現
分身ロボットなどを活用して、重度で寝たきりの方や事情で外出が難しい障 内容を基本計画や設計段階で検討していきます。
害の方などを雇用してほしい。
理想は「自然の中にある新品川庁舎」。建物自体は、安全・便利・持続可能
をめざし、親しみやすい暖かみのあるデザインが良い。人と人とをつなぐコ
ミュニケーションプレイスとしてにぎわいが生まれ、脱炭素社会にも貢献で
きる庁舎となることを願う。

新庁舎は、来庁者から親しみをもっていただけるようなデザインとし、来庁者のコミュニケーション
プレイスとなるよう、様々な区民活動やイベント、休憩などに使えるオープンスペースを計画しま
す。脱炭素社会の実現に向けては、環境に配慮した機能・設備の導入や緑化を積極的に進め、新庁
舎が、区民の皆様や事業者の環境意識向上のけん引役となることをめざします。

現庁舎は十分に機能しており、各施設も引き続いて利用できることから、今
回の新庁舎整備は、必要がない。約400億円もの公金を使っての整備は不
要である。

本庁舎は、築53年が経過し、建物だけでなく設備の老朽化も進行しており早急な対応が求められて
います。また、基本構想の策定に向けて実施した区民アンケートでは、90％の方が「ＩＣＴの活用によ
る窓口サービスの充実や業務の効率化」を求めています。こうした新たな要望や将来変化に対応す
るためにも、長期的な視点を持って、新庁舎整備の検討を進めることが重要であると考えます。事
業費については、今後、基本計画段階や設計段階において詳細に精査していきます。

パブリックコメントにご意見をお寄せいただきありがとうございました
「品川区新庁舎整備基本構想」の全文と、お寄せいただいたご意見と区の考え方は、経理課（本庁舎6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、区ホームページでご覧いただけます。

税

のたより

国税庁ホームページ HP www.nta.go.jp/

令和3年分の確定申告書作成会場では、入場整理券を配付します。入場整

理券は、当日会場で配付するほか、LINEアプリで国税庁LINE公式アカウント

を「友だち追加」
していただくことで事前に入手できますが、感染症拡大防止の観点から、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には、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「確定申告書等作成コー
ナー」の案内に従い、申告書の作成、
ｅ‐Ｔａｘでの提出が
できます。

問い合わせ

マイガーデン南大井（区民農園）利用者を募集します
利用期間

確定申告はご自宅からｅ‐Ｔａｘでお願いします

「確定申告書等作成
コーナー」はこちら

品川税務署☎3443－4171、荏原税務署☎3783－5371

区ホームページは
こちらから

4月～5年2月

募集数

32区画（抽選）

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

※現在マイガーデン南大井・西五反田を利用している方は申し込めません。
利用料／1区画
（10㎡）
＝22,000円
（11カ月分）

申込方法・問い合わせ／2月4日㈮
（必着）
までに、区ホームペー

ジから電子申請か、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、簡潔な園芸への熱意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。
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しながわの
地域活動を見て
みませんか

3

3年度区民活動助成制度採択団体による
成果報告会
多くの団体が地域で様々な活動をしています。身近な地域でどのようなことが行われているか、
実際に活動している人たちの声を聞き、見て、知って、一緒に参加してみませんか。
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。
問い合わせ

地域活動課協働推進係
（☎5742－6605 Fax5742－6878）

❸ ICT 救助隊

日時／1月28日㈮ 午後1時～3時（途中参加・退出自由）
会場／区役所講堂
（第三庁舎6階）

事業名 楽しいiPadライフを始めよう ！

定員／30人
（先着）

内容 障 害 の あ る 方 お よ び 支 援 者 の
ICT機器活用促進

申込方法／1月27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25日㈫までにご連絡ください。

❶そとぼーよ
事業名 みんなでつくる親子ひ

ろば「そとぼ～よ！」＠文庫の森

❺モノづくりＸプログラミング
for Shinagawa

子どもの外遊びを促進
する屋外型親子ひろば
内容

事業名 地域団体向けオンラインイベント
運営テクニック研修会

❹すまいるキッズ
事業名 すまいるキッズプログラム

内容 コロナ禍で低迷する地域活動をデ
ジタルでサポート

内容 小学生を対象に楽しく学ぶ
プログラミング教育

❷プラチナ美容塾
事業名 美容ボランティア

人材養成事業

高齢者施設を訪問
する美容ボランティア育成
内容

㈫

4年2月1日

西大井創業支援センターが
リニューアルオープンします！
西大井創業支援センターは、区内で最初の創業支援施設として、平成15年に開設しました。
オープンから18年が経過し、施設の老朽化や利用者ニーズの変化に対応するため新たにコ
ワーキングスペースとしてリニューアルオープンします。
問い合わせ

施設概要
所在地

西大井1－1－2
Jタワー西大井イーストタワー2階

受付時間

月～金曜日：午前9時～午後9時
土・日曜日：午前9時～午後6時

電話番号

6451－8131（2月1日から）

コワーキングスペース

起業前後の事業者や学生を対象に、作業スペースとして利用できます。
※入居期間は1年以内で最大3回まで更新可能。

※入居・更新にあたり書類や面談などの審査があります。
利用料金
一般
学生

施設にはコミュニティマネージャーが常
駐し、利用者間の日々の交流促進や気軽
に情報交換ができる場を形成しつつ、起
業に関する悩みなどの課題を発見しイン
キュベーションマネージャーや専門家相談
に繋げ解決を図ります。定期面談や創業
に関する各種セミナー、ワークショップな
ども実施し、ハード・ソフト両面から起業
前後の事業者を支援します。

商業・ものづくり課創業支援担当
（☎5498－6333 Fax5498－6338）

月額
日額
月額
日額

8,000 円
2,000 円
5,000 円
1,300 円

コワーキングスペース

※月額会員のみ、住所利用・法人登記可。

多目的スペース

セミナーやイベント時の会場として利用できます。
利用料金

1時間2,000円

会議室（第1・第2）
利用料金

各部屋 1時間300円

会議室（第1・第2）

詳しくは、西大井創業支援センターホームページをご覧になるか、お問い合わせく
ださい。

多目的スペース
ホームページは
こちらから
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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

スポーツ

子育て自主グループ支援事業

●当日参加できる教室です

き

赤ちゃんはどこから？と訊かれたら

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。

お知らせ

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・年末年始を除く）
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 新1年生は2月1日㈫～19日㈯、新2～6年生は2月1日㈫～26日㈯
（日
曜日・祝日を除く午前9時30分～午後7時）に、申込書などを利用予定の
すまいるスクールへ保護者が持参
○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
利用する場合は、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）
。
※すまいるスクールの利用には、利用登録が必要です。現在登録している
方も、4月以降登録希望の場合は申込書を提出してください。
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）

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 2月23日㈷ 午後1時30分～3時30分
場 中小企業センター
（西品川1－28－3）
講 土屋麻由美
（助産師）
人 4～7歳頃のお子さんと保護者50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）

ひとり親家庭「親子でいちご狩り」
2月20日㈰
（相鉄いずみ野線ゆめが丘駅改札前午前10時
30分集合・午後2時頃解散）
場 ゆめが丘農園
（神奈川県横浜市）
人 区内在住で、ひとり親家庭の親子30人
（抽選）
￥ 1,500円、4歳～小学生500円
（昼食代込）
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申 問 1月31日㈪までに、電話で子育て応援課ひ
とり親相談係（☎5742－6589 Fax5742－
6387）
へ
日

新型コロナウイルス感染症の状況により、中
止・変更となる場合があります。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。

●バルシューレ体験会
ボールを投げたり、キックしたり、ボール遊び
に慣れるための運動を行います。
日 2月13日㈰ 午前9時30分～午後0時30分
人 4歳以上のお子さん ※親子・家族での参加も可。
￥ 1人200円
持ち物／タオル、飲み物
運営／荏原B地域スポーツクラブ
場 参 当日、運動のできる服装で直接旗台小学校
（旗の台4－7－11）
へ

●子どもスポーツフェスタ
わ！しなリンピック
さまざまなスポーツを楽しむことができるイベ
ントです。
日 2月5日㈯ 午後1時30分～4時
（受け付けは午後1時15分～3時30分）
種目／風船バレー、ストラックアウト、カロー
リング、障害物競走、グラウンド・ゴルフ
人 5歳～小学生の方 ※未就学児は保護者同伴。
￥ 1人100円
（保険料込） ※同伴の保護者は無料。
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伊藤学園
（大井5－1－37）
へ
────────── 共通 ──────────
問 スポーツ推進課地域スポーツ推進係
（☎5742－6838 Fax5742－6585）

◇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

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。

人

月から3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

◇暮らしを変える介護予防！～介護予防説明会

（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

日

2月13日㈰ 午後3時30分～4時30分

内

介護予防のおはなし、区介護予防事業
（水中トレーニング、マシンでト

レーニング、予防ミニデイ）
の説明
人

区内に住民登録のある65歳以上で、転倒の危険など心身に不安のある

介護認定を受けていない方15人程度
（先着）
場 申

2月10日㈭までに、電話でさくら会（南大井5－19－1☎5753－

3900）
へ
問

3年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、2年9

高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6733 Fax5742－6882）

※確定申告
（医療費控除）
の際に本通知を添付することで、3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、3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

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）

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://）

税

金

問 税務課収納管理係
（☎5742－6669 Fax3777－1292）

特別区民税・都民税
（住民税）
の
申告書を発送します
お知らせ

計量法では、適正な計量の実施を確保す
るため、取り引きや証明に使用する「はか
り」の定期的な検査を使用者に義務付け
ています。ご協力よろしくお願いします。
検査期間／2月1日㈫～3月25日㈮
検査対象／商売などにはかりを使用する
事業者
（医療機関も含む）
※対象事業者には事前に通知します。
検査機関／東京都計量検定所
検査方法／検定所職員による巡回検査
問 東京都計量検定所
（☎5617－6638 Fax5617－6634）

品川歴史館は展示替えのため
休館します

1月31日㈪は特別区民税・都民税
（普
通徴収）
第4期の納期限です

1月31日㈪～2月4日㈮
品川歴史館
（☎3777－4060 Fax3778－2615）
日

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、
Pay Pay 請求書払い、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なども利用でき
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

ガ イド

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

思春期家族教室
（予約制）

精神保健地域サポート講演会
「地域で支える訪問支援
～アウトリーチの現状と課題」

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7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
2月

4年度住民税の申告書は、2月3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）

消費者センター
（☎6421－6136 Fax6421－6132）

はかりの定期検査にご協力ください

がん検診・健康診査など

大 井
9日㈬
9日㈬
1日㈫
17日㈭

＊1 受診券あり
＊2 年齢は4年3月31日現在

荏 原
18日㈮
24日㈭
4日㈮
16日㈬

キリトリ線

内

内科

小

小児科

月～金曜日

小

（祝・休日を除く）

旗の台1－5－8

※外傷は対応できません

昭和大学病院中央棟4階

内 小

1月23日㈰

品川区医師会休日診療所

内 小

1月30日㈰

荏原医師会休日診療所

薬

会営薬局しながわ

薬

契約医療機関
キリトリ線

各医師会
各医師会

1月22日㈯

☎3783－2355

荏原休日応急薬局

中延2－4－2

☎6909－7111

北品川3－11－16

大井1－55－14

☎3775－1551

南大井6－26－2

☎5471－4622

歯

平和坂菅原歯科

西品川2－24－10

☎5435－8110

骨

山根接骨院

西品川1－23－15

☎3779－9137

骨

昭和通り接骨院
ふじいクリニック

西中延2－9－13
西大井4－15－4

☎3788－7470
☎5718－1417

歯

はぎさわ歯科

西大井6－13－12

☎3778－0418

歯

林歯科医院

戸越3－2－8

☎3787－8482

骨

ケアステ－ション鍼灸・整骨院 大井1－45－4

☎3771－2727

骨

誠道館清水接骨院

小山3－15－1

☎3783－0685

品川区こども夜間救急室

旗の台1－5－8

☎3784－8181

小

※外傷は対応できません
昭和大学病院中央棟4階
品川区医師会休日診療所 予約制 北品川3－7－25
☎3450－7650

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…76〜80歳
※受診期限は1月31日までです

契約医療機関
問 国保医療年金課☎5742－6902

※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。

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

●東京都医療機関案内サービス（ひまわり）
☎5272－0303 Fax5285－8080

健康診査

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
DL ＝申請書などは区ホ−ムペ−ジからダウンロ−ド可

☎3471－2383

服部デンタルクリニック

契約医療機関

・40歳以上の品川区国民健康保険加入の方
・後期高齢者医療制度加入の方
※受診期限は1月31日までです
問 国保医療年金課保健指導係（☎5742－6902 Fax5742－6876）

☎3784－8181

☎3450－7650

成人歯科健診＊1＊2
(20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70歳)

1月29日㈯

薬局

中延2－6－5

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

各医師会、契約医療機関

薬

岩端医院

内 小

1月30日㈰

接骨

歯

内 小

1月23日㈰

骨

北品川3－7－25

予約制

予約制

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 ・上記以外に加入の方＝加入する医療保険者にお問い合わせください

歯科

品川区こども夜間救急室

休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時で終了）

前立腺がん検診…55歳以上の男性

電子 ＝区ホームページから電子申請可

歯

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）

一部有料

喉頭がん検診
（予約制）
…40歳以上（喫煙者など）

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

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

大腸がん検診…40歳以上

…40歳以上（偶数年齢時）

がんになった人はそのことをどう受け止
め、どう暮らしていくのか。実際にがん
を経験した講師の方からのお話です。
日 2月23日㈷ 午後2時～3時30分
場 荏原文化センター
（中延1－9－15）
講 羽賀涼子
（わたしのがんnet共同代表）
人 240人
（先着）
申 問 電話か直接、荏原図書館
（中延1－9
－15☎3784－2557 Fax3784－8951）
へ

家族の困りごとにこたえます。
日 2月24日㈭ 午後2時～4時
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

子宮がん検診＊1…20歳以上の女性（偶数年齢時）

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

がん講演会「がんを生きる—しなや
かな私のものがたり」

ひきこもりシリーズ学習会

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

20歳からの健診＊2…20〜39歳

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

2月18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）

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。

眼科検診＊1＊2…45・55歳

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
（2年11月～3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／3年12月20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）

場 申

2月18日㈮ 午後6時30分～8時30分
講 白石弘巳
（なでしこメンタルクリニッ
ク院長）
人 精神保健に携わっている方40人
（先着）
場 申 問 電話かFAXで、
品川保健センター
（☎3474－2903 Fax3474－2034）
へ

品 川
4日㈮
25日㈮
22日㈫
2日㈬

国民健康保険医療費通知を送付します

日

保健センターのこころの健康専門医相談
（予約制）

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

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

国保・年金

がんの夜間相談窓口
（毎月開催）

日

5

2022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。

内 小
薬

会営薬局しながわ

北品川3－11－16

☎3471－2383

医療機関の24時間案内

●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

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

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
土曜日、祝日 西中延2−14−19  ☎3784−8383

※緊急手術や重症患者対応時は、お待ちい
荏原病院
木曜日
ただくか他院を紹介する場合があります。 （祝日を含む） 大田区東雪谷4−5−10  ☎5734−8000

⃝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

6

2022年１月21日号

催

●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。

し

2月10日㈭午後2時～4時
内 講演会
「企業価値を高めるアフターコロ
ナのＣＳＲ」
、企業のCSR活動事例発表会
ウ ェ ベ ッ ク ス
※オンライン会議システム「W ebex」使
用。
講 安藤光展
（ＣＳＲコミュニケーション協会
代表理事）
人 企業等のＣ
ＳＲ担当者、区民の方
申 問 2月1日㈫
（必着）
までに、区ホーム
ページの電子申請かはがき、
ＦＡＸに「CSR
講演会」とし、企業名
（事業所名）
、住所、
氏名、部署名
（役職）
、業種、電話・ＦＡＸ番
号、
Ｅメールアドレスを総務課自治体連携
担当
（〠140－8715品川区役所☎5742－
6625 Fax3774－6356）
へ
日

春の読書フェア
「春の朗読会」
〈事前申込〉
日

3月5日㈯ 午後1時30分〜2時30分

内「巨男の話」
（ 新美南吉著）
、
「名人伝」

（中島敦作）
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み可。
※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 shinagawagotanda-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 2月4日㈮ 午後7時から
人 4歳以上の方86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特別投影 ｢林完次の星空散歩｣
日 2月19日㈯ 午後3時30分～5時
人 小学生以上の方86人
（先着）
￥ 300円、小・中学生100円
④天体観望会「冬の大三角」
日 2月25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は当日、直接同センターへ。
③は1月21日㈮午前10時から電話で同セ
ンターへ。④は2月15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
※①④は小学生以下保護者同伴。
※定員に満たない場合、④は2月17日㈭
午前10時から電話受け付け
（先着）
。
講

二葉図書館防災講座
「風水害を学ぼう！～マイ・タイムライ
ンを作っていざというときに備える～」
2月19日㈯ 午後2時～3時
荏原第五区民集会所
（二葉1－1－2）
人 区内在住の方15人
（先着）
申 問 電話か直接、二葉図書館
（二葉1－4
－25☎3782－2036 Fax3782－9430）
へ
日
場

消費生活教室 大井図書館共催
「悪質商法にだまされないで！ 自分と
身近な人を守るために手口を知ろう」
最新の悪質商法の事例紹介と対応策につ
いて学びます。
日 2月4日㈮ 午前10時～11時30分
場 大井第二区民集会所
（大井2－27－20）
講 山口玲子
（消費生活コンサルタント）
人 20人
（先着）
申 問 電話で、消費者センター
（☎6421－
6136 Fax6421－6132）
へ

空き家セミナー＆個別相談会
〈セミナーのみオンライン同時開催〉
2月19日㈯ 午後1時30分～4時
中小企業センター
（西品川1－28－3）
内 ①セミナー
「空き家に関わるお金の話～
将来、損をしないために～」講師：上田真一
（空家・空地管理センター代表理事）
②個別相談会
人 空き家所有者
（予定者含む）
など
（先着）
①会場＝50人、オンライン=上限なし
②会場＝10組
申 電話かホームページの申し込みフォーム
で空家・空地管理センター
（
0120－336
－366 HP www.akiya-akichi.or.jp/）
へ
問 住宅課空き家対策担当
（☎5742－6777 Fax5742－6963）
日
場

座

ＣＳＲ講演会と活動事例発表会
〈オンライン〉 電子
企業のＣＳＲ活動
（社会貢献活動）
などを推
進することを目的に発足した「しながわＣＳ
Ｒ推進協議会」
（86社と品川区で構成）
の取
り組みです。

募

集

第11回ウーマンズビジネスグランプリ
2022 in 品川 観覧者募集
<オンライン同時開催>

品川区障害福祉計画推進委員会の
区民委員を募集します
区では今年度、
「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
しました。計画の進捗状況の点検・評価を
行うとともに、社会情勢の変化や制度改正
に応じた計画の見直しなど、障害福祉施策
を一層推進していくにあたり、幅広く意見
をいただくため、区民委員を募集します。
任期／3月1日～6年3月
（予定）
内 推進委員会への出席
（年1回程度、主に
平日昼間開催予定）
人 区内在住か在勤・在学で、会議に出席
できる20歳以上の方1人
（選考）
委員会構成／学識経験者、障害福祉事業
関係者、区民委員など20人程度
申 問 2月14日㈪
（必着）
までに、障害者福
祉 課 で 配 布 する申 込 用 紙と応 募 動 機
（800字程度）
を同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）
へ郵送か
持参
※必要書類は区ホームページからダウン
ロードもできます。

景観審議会の区民委員を募集します
良好な都市景観の形成のために、調査・審
議を行う区民委員を募集します。
任期／7月中旬～6年7月中旬
（予定）
※2年間の任期延長の可能性あり。
内 審議会への出席
（年6回程度、主に平日
昼間開催予定）
人 区内在住で、会議に出席できる20歳以
上の方1人
（選考）
申 問 2月21日㈪
（必着）
までに、住所、氏
名、年齢、電話番号、職業、作文「良好な
景観づくりに必要なこと」
（1,000字程度）
を都市計画課景観担当
（〠140－8715品
川 区 役 所 本 庁 舎 6 階 ☎ 5 7 4 2－6 5 3 4
Fax5742－6889）
へ郵送かＦＡＸ、持参

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。短時間での就業希望の方もお待ち
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。
人 区内在住で、健康で働く意欲のある60
歳以上の方
￥ 年会費2,500円
問 シルバー人材センター本部
（☎3450－0711 Fax3471－6187）

女性起業家のためのビジネスプランコンテ
スト決勝プレゼンテーションを開催します。
日 2月27日㈰ 午後1時30分～5時
場 大崎ブライトコアホール
（北品川5－5－15）
内 ファイナリスト8人によるプレゼンテー
ション、歴代ファイナリストの起業ストーリー
※申込方法など詳しくは、武蔵小山創業支
援センターホームページ HP musashiko
yama-sc.jp/をご覧ください。
問 商業・ものづくり課創業支援担当
（☎5498－6333 Fax5498－6338）

自衛官等募集案内
募集種目／①予備自衛官補
（一般・技術）
、
②自衛官候補生
受付期間／①4月8日㈮まで、②年間で募
集あり
（要問い合わせ）
受験資格／①一般＝18歳以上34歳未満
の方、技術＝18歳以上で国家免許資格等
を保有する方
（資格により53歳未満から
55歳未満）
、②18歳以上33歳未満の方
試験期日／①4月11日㈪～17日㈰のうち
指定する1日、②受け付け時に連絡
問 自衛隊五反田募集案内所☎3445－7747、
防災課
（☎5742－6697 Fax3777－1181）
助

成

事業所用LED 照明設置費用の一部を
助成します
対象／次の全てにあてはまる事業者
（先着）
・未使用の LED 照明を区内の事業所など
に設置
・設置にあたり、区内に本社を有する施工
業者を利用する工事を伴い、設置費用が
10万円以上
（消費税を除く）
・中小企業基本法に定める中小企業・社団
法人・社会福祉法人など
・法人事業税などを滞納していない
・設置対象物件の所有者または賃借人
（賃
借人の場合は、所有者から設置などの承
諾を得ていること）
・過去にこの制度に基づく助成を受けてい
ない
助成額／設置費用の10％
（上限30万円）
申 問 3月18日㈮
（必着）
までに、環境課で
配布する申請書を同課環境管理係
（〠140
－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－
6949 Fax5742－6853）
へ郵送か持参
※予算額に到達した時点で受け付けを終
了します。 ※申請書は区ホームページか
らダウンロードもできます。

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

● 拠 点 回 収（ 古 着・ 古 布、 廃 食 用 油、
不用園芸土、小型家電<携帯電話・スマー
トフォンなど>）
2月12日㈯・26日㈯午前10時～正午＝
小学校など31カ所 小学校（台場・三
木・第一日野・第三日野・後地・小山・
第二延山・大原・鈴ケ森・浅間台・京陽・
城南第二・立会・旗台・大井第一・延山・
宮前・芳水・伊藤・源氏前・小山台）、
日野・伊藤・豊葉の杜学園、地域センター
（品川第一・大崎第一・大井第二・大井
第三・八潮）、区役所、品川区清掃事務
所 ※雨天決行。
※回収時間外に回収品目を施設に置いて
いく行為はおやめください（時間外に学
校等でのお預かりもできません）
。
⃝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。
日 ＝日時・期間

場 ＝会場・場所

内 ＝内容

リサイクルショップ「リボン」

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

リサイクルショップ「リボン」

委 託 品 の 出 品 受 付 は、12月25日 ㈯ を
閉店のお知らせ
もって終了しました。商品の販売は2月
28日㈪まで行いますので、ぜひご利用
ください。
リサイクルショップ「リボン」大井町
※不用品交換情報ボードは無料です。
店・旗の台店は、2月28日㈪をもっ
※来店時には、買い物袋をお持ちください。 リサイクル情報紙「くるくる」
（1 日発行）
て閉店することになりました。ご不
※営業時間の変更や休業する場合があり 「ゆずりたい物」
「ゆずってほしい物」を
便をおかけしますが、ご理解とご協
ます。詳しくは区ホームページ等でご確
紹介、区施設などに置いてあります。3
力をお願いします。
認ください。
月号の掲載は、2月18日㈮までに電話か
閉店日／2月28日㈪
大井町店
FAXでお申し込みください。
商品販売・委託品の精算受付終了日
広町2−1−36 第三庁舎2階
⃝
釣
り針やルアーなどは資源として収集
／2月28日㈪
☎5742−6933 Fax5742−6945
できません。資源ごみと一緒に出すの
※未精算品がある方や、出品予定の
営業時間／午前10時～午後5時
はおやめください。
方はお早めの精算にご協力ください。
定休日／土曜日
取扱商品／家具、インテリア用品、贈
⃝無許可の回収業者を利用しないでくだ
答品など
さい
○2月は家具の在庫セールを行います。
⃝注射針は区では収集しません
自治体からの許可や委託を受けずにごみ
⃝携帯電話などの小型家電は、区役所・ を収集することは認められていません。 「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
体育館・品川図書館など6カ所でも回収
ごみの捨て方がわからないときは、お問
関に返却してください。
しています。
い合わせください。

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://）

2022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。
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申請するとマイナポイントがもらえる！
実施中！
マイナポイント第2弾
マイナンバーカード取得時のマイナポイント付与の流れ
マイナンバーカードを

マイナポイントの

利用先を選択して

予約

取得

申請後約2カ月で
受け取り可能になります。
お持ちでない方は、
今すぐ申請を！

マイナポイントを
申し込む

マイナポイントアプリを
ダウンロードして、案内
に従って操作するだけ

チャージなどに対して

マイナポイント分を

付与

取得したマイナポイントは
いつものお買い物で利用可
能（※１、※２）

利用して買い物

マイナポイントを

マイナポイント申し込みペー
ジ にロ グ インし、 利 用 す る
キャッシュレス決済サービス
を選択し、申し込む

キャッシュレス決済サービス
でチャージなどをすることで、
マイナポイントがもらえる

※1 お買い物時にはマイナンバーカードは使用しません。 ※2 国が買い物履歴を収集・保有することはできません。

1月1日から実施しています

品川区ではマイナポイントの

●マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し
込んでいない方（マイナンバーカードをこれから取得される方も含む）

予約・申し込みを支援します！

最大5,000円相当
のポイント

マイナンバーカード特設会場を設置しています。

2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を

会場

行っていない場合（最大5,000円分までポイント付与を受けていない方）は、1月1日以降も引き続き、上

開設時間

限（5,000円相当）までポイントの付与を受けることができます。

区役所第二庁舎3階ロビー
午前9時～午後5時

※土曜日、祝日を除く。

今後開始時期が決定次第お知らせします

各地域センター、品川区目黒サービスコーナーでマ

イナポータル接続端末の利用が可能です。利用を

●マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込み行った方
（既に利用申し込みを行った方も含む）

7,500円相当のポイント

●公金受取口座の登録を行った方（口座登録手続きは今後開始予定）

7,500円相当のポイント

希望される方は、各所へ事前にご連絡をお願いし

ます。

マイナンバー総合フリーダイヤル

●詳しくは、マイナポイント事業ホームページをご覧いただくかマイナンバー総合
フリーダイヤルへお問い合わせください。

マ イ ナ ン バ ー

0120-95-0 178

※音声ガイダンスに従って選択してください。マイナポイントについては「5番」です。

https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/

月〜金曜日 午前9時30分～午後8時
土・日曜日、祝日 午前9時30分～午後5時30分
問い合わせ

マイナンバーカードの申請・取得、マイナポイントの予約・申込支援について

マイナポイント制度について

戸籍住民課住民異動担当 ☎5742－6660 Fax5709－7625

情報推進課情報推進担当 ☎5742－6619 Fax5742－7164

「品川区シェアサイクル」をご活用ください！

デジタルワクチンパスポート
について

区内82カ所にサイクルポート（専用駐輪場）があり、30分165円から利用で

きます。保険も完備しており、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、

申請にはスマートフォン、マイナンバーカード、パスポート
（海外用のみ）
が必要です。専

11区内であれば、どのサイクルポートでも借りた

用アプリを取得して申請してください。

り返したりすることができます。

●ワクチン・検査パッケージ制度は、基本的に接種済証や接種記録での利用が可能で

便利で快適なシェアサイクルを利用して、通

すが、ワクチンパスポートが必要な場合は申請してください。

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

※詳しくは、
「デジタル庁

0570－783－677

問い合わせ ※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）

好評
発売中

バンド
「B.B.B.B」がお届けする新春スペシャル

ステージ。豪華ゲストと盛大にお届けします。
日時
会場

品川荘

伊東市広野1−3−17
☎0557−35－0321
Fax0557－35－0345
www.shinagawasou.com/

1月29日㈯午後2時開演
（午後1時開場）

きゅりあん大ホール
（大井町駅前）

出演 BLACK BOTTOM BRASS BAND
〈ゲスト〉北原雅彦
（東京スカパラダイスオーケストラ）
、花*花
料金 2,000円、高校生以下1,000円
（全席指定）
※2歳までひざ上鑑賞無料。

●窓口、電話、インターネットで予約を受け付けています。詳しくは、品

川文化振興事業団ホームページ https://www.shinagawa-culture.

or.jp/をご覧ください。
問い合わせ

光林荘

日光市細尾町676−1
☎0288－54－0988
Fax0288－54－0954
www.korinsou.com/

電話受付

午前9時〜午後6時

区民の方
利用月の6カ月前の1日より
（区内在住・在勤・在学） 8月分の受付／2月1日㈫より
区民以外の方

利用月の4カ月前の1日より

●代表者の住所・氏名・電話番号、利用施設、利用月日、人
数などを電話かFAX、ホームページ予約フォームで各施設へ直
接お申し込みください。
※予約受付は先着順。
ただし、
繁忙期
（品
川荘は7/16〜8/20、光林荘は8/10〜8/16）は抽選、締め切り
は受付開始月の月末（午後6時）
。

○区民の方は区の補助により料金の割引があるので、宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免
許証、健康保険証、社員証など）を宿泊者全員分お持ちください（確認できない場合は、補助は
受けられません）
。
○光林荘は、
3月31日㈭まで一般利用の予約を休止しています。詳しくは施設へお問い合わせください。

キ ュ リ ア

チケットセンターCURIA
（☎5479－4140 Fax5479－4160）

電子 ＝区ホームページから電子申請可

戸籍住民課戸籍届出係
（☎5742－6657 Fax5709－7625）

乳幼児の子育て、
介護リフレッシュに

BLACK BOTTOM BRASS BAND
きゅりあんThanks公演

日本を代表するニューオリンズスタイルブラス

https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecertをご覧ください。
問い合わせ

…感 謝を
32 年
込めて
開 館 から

新型コロナワクチン接種証明書アプリ」ホームページ

DL ＝申請書などは区ホ−ムペ−ジからダウンロ−ド可

予約などは各施設へお問い合わせください   問い合わせ 地域活動課
（☎5742－6687 Fax5742－6877）
⃝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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●次号予告

2022年１月21日号

ルス
新型コロナウイ
インフルエンザ

2月1日号

⃝支え愛ほっとステーション ほか

寒い冬こそ気を緩めず感染症予防・対策を続けよう。
気温も湿度も急降下する冬。寒く、乾燥した気候は、ウイルスにとって好条件
の環境です。また、体温が下がることで免疫力が低下するため、感染症にかか
りやすくなります。感染リスクが高まるこの季節を元気に過ごすためにも、気
を緩めることなく感染予防を継続することが大切です。基本的な感染症の予防
対策をもう一度見直し、新しい生活様式を引き続き実践しましょう。

適度な保湿 !

小まめに
換気 !

マスク着用!
ソーシャル
ディスタンス!

手洗い!

冬に流行する主な感染症と症状

インフルエンザ

ウイルスや細菌は、さまざまな経路から口、鼻、のどに入り込んで

38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、
筋肉痛、全
せき
身倦怠感、のどの痛み、鼻汁、咳等の症状が
見られます。

体の中に侵入します。人は無意識に顔を触っています。ウイルス

がついた手で触ると感染リスクが高まります。
接触感染とは、感染者がくしゃみや咳を

感染性胃腸炎

手で押さえた後、その手で周りの物に触れ
触るとウイルスが付着し、その手で口や鼻

人は無意識に顔を触っています！1時間

口は4回触っていることになります。ウイ

問い合わせ

出典：厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について『健康や医療相談の情報』」より

保健予防課感染症対策係
（☎5742－9153 Fax5742－9158）
随時、新しい
情報に更新
しています。

FAX番号

03−6684−4845＊

受付時間

ある

発熱等の
症状が

ない

かかりつけ医が
いない方

最新の情報は、
区ホームページを
ご覧ください。

午前9時～午後7時

※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。
＊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。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口のご案内
発熱等の
症状が

約４4％ を占めています！

込むので、まずは手洗いが大切です。

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。

かかりつけ医が
いる方

そのうち、目、鼻、口 などの 粘膜 が、

ルスは目、鼻、口などの粘膜から体内に入り

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
※英語・中国語も対応。

鼻：3回

に平均23回、そのうち目は3回、鼻は3回、

おう吐、下痢、腹痛などを起こします。健康
な方は軽症で回復しますが、子どもやお年
寄りなどでは重症化することがあります。

※土・日曜日、祝日を含む毎日開設。

口：4回

を触ると粘膜から感染します。

ノロウイルス

03−6633−2433

目：3回

るとウイルスがつきます。他の人がそれを

下痢・吐き気・おう吐・腹痛・発熱などの症
状が見られます。症状の程度は個人差があ
りますが、通常3日以内に回復します。

電話番号

1時間に顔を触る回数は平均で23回・・・

問い合わせ

保健予防課感染症対策係
（☎5742－9153 Fax5742－9158）

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。
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）

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）

ワクチン接種後の感染について

早期受診の必要性について

ワクチンは100％発症予防効果が得られるわけではありません。そのため、ワクチ

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

コロナ後遺症相談窓口について

変異株
（オミクロン株）
について

新型コロナウイルス感染症の治療や療養終了後も、味覚・嗅覚の異常や倦怠感など

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

都内3病院に設置されています。詳しくは、都立病院経営本部ホームペー

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、

ン接種後も感染対策の実施を継続してください。

の症状がある方からの受診や医療に関する相談に応じる「コロナ後遺症相談窓口」が
ジhttps://www.byouin.metro.tokyo.lg.jp/about/jigyou/corona/
koisyo/index.htmlをご覧ください。

古紙を配合した再生紙を使用しています

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。

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
東京都電話相談窓口

0570－550571で受け付けます。

