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感染予防・感染対策を引き続き実施しましょう

8. 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

掲載記事は9月9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。
最新の新型コロナウイルス感染症の関連情報は区ホームページでご確認ください。
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10月10日㈷は

スポーツの日
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に合わせ、体育の日は名称が「スポーツの日」に変更されました。
スポーツの日に合わせて区立体育館を無料開放します。また、魅力的なスポーツイベントも開催します。
この機会にスポーツやレクリエーションを始めてみませんか。
日時

10月10日㈷
午前9時〜午後4時50分

会場

総合体育館（東五反田2－11－2）
戸越体育館（豊町2－1－17）

五反田ふれあい
水辺広場

総合体育館特別イベント

大崎
ニューシティ

・オリンピアン大山加奈に学ぶバレーボール教室（事前申込制）
・トップアスリートと体験しよう！ラケットスポーツ体験教室
①パデル ②クロスミントン ③フレスコボール（事前申込制）

文庫の森

・トレーニング室特別プログラム（事前申込制）

戸越体育館

・体力測定 自身の体力を確認できるコーナー

戸越公園

総合体育館

親子 DE ヨガ＊4（10:30 ～11:30）
トレーニング室特別プログラム
①腰痛肩こり改善体操＊6
（9:00 ～9:50）
②ヨガ入門＊6（10:00 ～10:50）
③ボディバランス（姿勢調整）
＊6（11:00 ～11:50）
プール一般開放（9:30 ～12:50）
体力測定（10:00 ～12:30）

戸越体育館

ソフトバレーボール＊3
（9:30 ～12:00）
卓球＊3
（9:30 ～12:00）
親子（孫）で遊ぼう＊3＊7
（10:00 ～11:30）
剣道（小・中学生）（9:30 ～10:30）
剣道（一般）（10:40 ～11:40）

大井町線

下神明駅

定員

午後

各30人
（抽選）

トップアスリートと体験しよう！ラケットスポーツ体験教室＊2＊3
① パ デ ル（13:00 ～14:00）
、 ② ク ロ ス ミ ン ト ン（14:10 ～
15:10）、③フレスコボール（15:20 ～16:20）
バウンドテニス＊3（13:00 ～15:00）

—
—

社交ダンス＊3
（13:30 ～15:30）
少林寺拳法（13:30 ～15:30）
ファミリーエアロビクス＆前転・後転・側転・逆立ちにもチャレンジ
20組
（先着）
＊5
（13:30 ～15:30）
各15人
（先着）
—
—

競技者用車いす体験＊3＊6
①小・中学生（14:00〜14:50）
②16歳以上の方（13:00〜13:50、15:00〜15:50）
プール一般開放（13:30 ～16:50）
体力測定（13:00 ～15:30）

—
バスケットボール、ミニバス（小学生）＊3
（13:30 ～16:00）
—
15組
（先着） ストレッチ＆ヨガ＊3
（13:30 ～15:00）
—
太極拳とストレッチ（初心者）
＊3（13:30 ～16:00）
—

＊1 9
 月27日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXに「バレーボール教室」とし、番号、
代表者の住所・氏名・電話番号・FAX番号、参加者全員の氏名（ふりがな）
・年齢、小・
中学生は学校名・学年・保護者氏名をスポーツ協会へ ※1組6人まで応募可。
＊2 9
 月27日㈫（必着）までに、往復はがきかFAXに「ラケットスポーツ教室」とし、種
目番号、代表者の住所・氏名・電話番号・FAX番号、参加者全員の氏名（ふりがな）
・
年齢、小・中学生は学校名・学年・保護者氏名をスポーツ協会へ

問い合わせ

都立大崎高校

湘
新 南
宿
ラ
イ
ン

民踊＊3
（10:00 ～12:00）
空手道（10:00 ～12:00）

横須
賀線

戸越公園駅

新型コロナウイルス感染症の影響により、変更または中止となる場合があります。
参加の際は感染予防対策にご協力ください。

オリンピアン大山加奈に学ぶバレーボール教室＊1＊3
（10:00 ～11:30）
①小学4年〜中学生 ②16歳以上の方

ゆたか保育園

戸越小学校

握
 力、長座体前屈、反復横とび・立ち幅とび（64歳まで）
、開眼片足立ち（65歳以上）

午前

日野学園
総合体育館

＊3 室内シューズが必要
＊4 5歳～小学3年生のお子さんと保護者
＊5 2歳以上のお子さんと保護者
＊6 10月4日㈫午前10時より電話でスポーツ協会へ
＊7 4歳～未就学のお子さんと保護者
※運動のできる服装で、タオル・飲み物持参。

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）
戸越体育館
（〠142－0042豊町2－1－17☎3781－6600 Fax3781－6699）

定員
各30人
（抽選）
—
—
—
25組
（先着）
各8人
（先着）
—
—
—
—
—
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2022年９月21日号

●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。

2022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。

令和5年度の学校選択の手続きが始まります

学校へお越しの際は、下記についてご協力ください

通学区域見直しの経過措置
新入生

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

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

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／

⑥自転車での来校をお控えください

●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

※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。

区では、子どもに適した教育を受けさせたいという保護者の希望に沿えるよう「学校選択」を実施しています｡ 学校を選択す
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在校生

新型コロナウイルス感染症の影響により、公開日時、内容が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をご覧いただくか、各校へお問い合わせください。

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。

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。
問い合わせ

小学校・義務教育学校
（前期課程）

学務課
（第二庁舎7階☎5742－6828 Fax5742−0180）

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28年4月2日～29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22年4月2日～23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

学校名

学校選択にあたって
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
てご家庭でよくご相談のうえ、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。

詳しい内容については、
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。

入学する学校を選択できます
5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
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、
※通学区域や選択できる学校について詳しくは、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。

なお、義務教育学校6年生の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。

5年度入学より学校選択除外校を設定します
近年の学校選択では、抽選校が増加し、一部の学校では兄姉がい
ても入学できない状況、通学区域外の児童の受け入れが一人もでき
ない状況が続いています。
そこで、学校選択制をより有効に活用してもらうため、5年度入学
より学校の受け入れ可能数を就学予定者数が上回り、今後数年にわ

受け入れ可能人数を超えた場合は、抽選を行います
学校選択の結果、希望者が多く、受け入れ可能人数を超えている学校は抽
選対象となります。抽選対象となった場合、通学区域外の希望者に対し、

60人（2）

10/21㈮・22㈯

御殿山

3441－0814

95人（3）

10/14㈮・15㈯

城南第二

3471－7481

第一日野

3492－6258

第三日野

3441－6452

台場

3471－3397

鮫浜

3765－2844

立会

3474－3424

伊藤

3771－5331

第四日野

大井第一

山中

鈴ケ森
京陽
延山

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。

提出は不要です

3474－2727

浜川

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。

●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

浅間台

3491－0404

3491－1555

3491－1281

95人（3）
95人（3）
95人（3）

130人（4）
130人（4）
95人（3）

60人（2）

3771－5240

130人（4）

3772－3006

60人（2）

3761－0530

130人（4）

3763－6631
3781－4775
3781－3806

130人（4）
95人（3）
95人（3）

95人（3）
95人（3）
95人（3）

10/13㈭・14㈮
10/13㈭〜15㈯
10/13㈭〜15㈯
10/15㈯
10/14㈮・15㈯
10/15㈯
10/7㈮
10/13㈭・14㈮
10/15㈯
10/20㈭・21㈮
10/14㈮・15㈯
10/14㈮・15㈯
10/13㈭・15㈯

八潮学園
3799－1641
荏原平塚学園 3782－7770
品川学園
3474－2671
豊葉の杜学園 3782－2930

95人（3）
95人（3）
130人（4）
95人（3）

10/14㈮
10/14㈮・15㈯
10/15㈯
10/13㈭・15㈯

学校名
中延
小山
第二延山
後地
清水台
小山台
大原
宮前
源氏前
戸越
旗台
上神明
日野学園

学校選択除外校
10/21㈮・22㈯
＊1

3471－7919

三木

3781－4016
3781－0044
3781－1348
3781－0890
3781－4841
3712－7587
3781－4487
3781－4386
3781－4348
3781－2856
3785－1687
3781－4792
3441－3209

受け入れ可能人数
（学級数）
60人（2）
60人（2）
95人（3）
95人（3）
60人（2）
60人（2）
60人（2）
60人（2）
60人（2）
95人（3）
60人（2）
60人（2）
95人（3）

学校公開日

城南

芳水

生、3年生を9年生としています。

受け入れ可能人数
（学級数）

電話

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。

10/14㈮・15㈯
10/7㈮

10/11㈫・15㈯
10/14㈮・15㈯
10/14㈮・15㈯
10/14㈮・15㈯
10/15㈯
10/6㈭

9/30㈮、10/14㈮・15㈯

伊藤学園

10/7㈮・22㈯
10/15㈯

10/14㈮・15㈯
10/22㈯
10/15㈯
10/15㈯
10/15㈯

※

電話

3771－3374

95人（3）

学校公開日

10/13㈭・14㈮

は義務教育学校。

＊1 学
 校選択の申請ができません。城南小学校を選択した場合は、希望申請が無効に
なります。

抽選となった場合の受け入れ優先順位

学校選択制見直しの経過措置

無抽選受け入れ

通学区域に居住

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＊2）

第2順位

隣接する通学区域内に居住（兄姉在籍なし）

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。
経過措置期間／

●元年度までに旧制度（ブロック制）での選択対象校に入学

 学を希望する小学校（1～5年生）か義務教育学校（1～8年生）に兄姉が在籍し、同一校に通学
＊2 入
させる方

した兄姉が在籍する間

＝【抽選時の受け入れ優先順位は第1順位】

たってその状況が継続されることが予想される学校を、学校選択除
外校と設定します。

中学校・義務教育学校（後期課程）

【令和5年度学校選択除外校】＝城南小学校

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。

公開抽選の日時と結果を郵便でお知らせします。
電話

受け入れ可能人数
（学級数）

電話

受け入れ可能人数
（学級数）

東海

3471−6951

145人（4）

10/14㈮・15㈯

戸越台

3781−6250

105人（3）

10/11㈫〜15㈯

大崎

3491−6623

105人（3）

10/11㈫〜15㈯

日野学園

3441−3209

145人（4）

10/14㈮・15㈯

浜川

3761−1014

145人（4）

10/3㈪～7㈮

伊藤学園

3771−3374

185人（5）

10/13㈭・14㈮

鈴ケ森

3765−2849

185人（5）

10/14㈮・15㈯

八潮学園

3799−1641

145人（4）

10/14㈮

冨士見台

3772−0900

105人（3）

10/3㈪〜8㈯

荏原平塚学園 3782−7770

145人（4）

10/14㈮・15㈯

荏原第一

3785−1680

185人（5）

10/5㈬・7㈮

品川学園

3474−2671

145人（4）

10/15㈯

荏原第五

3781−5643

145人（4）

10/13㈭〜15㈯

豊葉の杜学園

3782−2930

145人（4）

10/12㈬・15㈯

荏原第六

3781−7776

105人（3）

10/15㈯

学校名

●就学援助の新入学学用品費を入学前に支給します
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

●学校改築・改修について
改築工事予定は、下表のとおりです。
各校とも、工事の時期や内容は、今後変更する場合があります。

り）
。
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
ち新入学学用品費を入学前に支給します。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。申請書も一緒に送ります。また、新７年生は、
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。

●就学時健康診断を実施します
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。

学校名

設計

校舎
改築工事

浜川小学校

完了

工事中

第四日野小学校

完了

工事中

城南第二小学校
浜川中学校

新校舎使用開始
6年4月から
5年9月から
（新校舎の一部は7年9月から）

グラウンド等
整備完了
予定
7年7月末
8年10月末

実施 5年夏頃 7年春頃から
設計中
から （新校舎の一部は9年春頃から）

10年夏頃

4年夏頃 8年夏頃から
から （新校舎の一部は5年冬頃から）

9年夏頃

完了

※源氏前小学校は、学校改築のため6年3月末まで設計を行う予定です。

学校公開日

学校名

※

学校公開日

は義務教育学校。

抽選となった場合の受け入れ優先順位
無抽選受け入れ

通学区域に居住、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＊1）

第2順位

希望する学校の通学区域の小学校に在籍し、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

問い合わせ

学務課
（第二庁舎7階☎5742－6828 Fax5742−0180）

＊1 入
 学を希望する中学校（7・
8年生）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

4
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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。

親子交流支援事業
～SET観劇＆アクションワークショップ～

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

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

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。
①5年4月に小学生になる「乳幼児医療証」をお持ちの方
＝5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＝5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。
③上記以外の方＝10月1日から5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
ない場合は、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。
※お子さんの健康保険証と保護者の本人確認書類を持っ
て申請してください。
問 子育て応援課手当・医療助成係
（☎5742－9174 Fax5742－6387）

●しながわ区民公園
（勝島3－2）
日時 10月8日㈯＊・9日㈰
午前10時～午後4時

日時
（全2回）

会場
池袋サンシャイン劇場
①11月3日㈷ 午後0時15分～4時 観劇
（豊島区東池袋3－1－4）
②11月12日㈯午前10時～午後4時 アクション
SETスタジオ
（うち40分程度）
ワークショップ （北品川1－17－5）

日 10月9日㈰・16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
10組20人
（抽選）
※参加したお子さんには防災啓発品
をプレゼント。
場 申 9月29日㈭午後5時までに、電話
か直接しながわ防災体験館
（第二庁舎
2階☎5742－9098）
へ
○区ホームページの電子申請も可。
問 防災課啓発・支援係
（☎5742－6696 Fax3777－1181）

※現地集合・解散。

区内在住で、小学生のお子さんと保護者25組50人
（抽選）
※小学生1人・保護者1人の2人1組で申し込み。
持ち物／①飲み物②飲み物、動きやすい服、動きやすい靴
（室内履き）
申 問 10月11日㈫
（必着）
までに、区ホームページの電子申請、往復はがきか
FAX
（1組1枚）
に「親子交流支援事業」とし、住所、電話番号、Eメールアドレ
ス、参加者全員の氏名
（ふりがな）
、お子さんの学校名・学年を子ども育成課
育成支援係
（〠140－8715品川区役所☎5742－7823 Fax5742－6351）
へ
※10月21日㈮までに抽選結果を通知します。
人

家事用品の購入を支援します
4年度内に在宅で、1歳か2歳のお子さんを育てているご家庭の家事用品の購入を支援
します。対象のご家庭には案内をお送りします。
対象／区内在住で、平成31年4月2日～令和4年4月1日生まれの保育園などの保育サー
ビスを利用していないお子さんを養育する家庭
支援内容／専用サイト内で使用できるポイントを、お子さん一人につき5万円分付与
申込方法／①5年2月28日㈫までに、案内を確認のうえ、区ホームページの電子申請で申し込み
②申し込み時に入力いただいたEメールアドレスあてに、専用サイトのURL・ID・パスワードを送付
③専用サイトにログイン後、ポイントを付与
※9月以降に品川区に転入された方には、戸籍住民課
（本庁舎3階）
・地域センターで案内を配布します。
※パソコンやスマートフォンが利用できない方は、お問い合わせください。
問い合わせ／子ども家庭支援センター
（☎6421－5281 Fax6421－5238）

●東品川海上公園
（東品川3－9）
日時 10月22日㈯・23日㈰
午前10時～午後4時

内容 植木販売、昔遊び工作 ほか

内容 苗販売、押し花キット配布、植物ラリー、
絵本の読み聞かせ ほか

問い合わせ 同園
（☎3762－0655 Fax3767－8258）

問い合わせ 同園☎・Fax3471－3696

●戸越公園
（豊町2－1）

●西大井広場公園
（西大井駅前）

日時 10月15日㈯＊・16日㈰
午前10時～午後4時

内容 みどりの相談所、盆栽展示、苗
木販売、花苗無料配布 ほか
問い合わせ 同園
（☎3782－8819 Fax3782－8849）

内容

日時 10月29日㈯＊・30日㈰
午前10時～午後4時

生きするコツ させるコ
気で長
ツ」
元
「
俳優・タレントだけでなく、大学の客員
どくまむし さ ん だ ゆ う
教授としても活躍中の毒 蝮三 太夫氏
を講師に迎えます。自身の経験から学
んだ家族の大切さや、病気との向き合
い方についてお話いただきます。
日時

内容 ふれあい動物園、盆栽展示、ポニー乗馬
ほか
問い合わせ しながわ区民公園
（☎3762－0655 Fax3767－8258）

10月15日㈯午後2時～3時30分
会場

六行会ホール
（北品川2－32－3）
定員

＊拠点回収で回収し、再生処理をした園芸土を 土曜日のみ 無料で配布します。
※日曜日および東品川海上公園での配布はありません。 ※予定数がなくなり次第、配布終了。
問い合わせ／品川区清掃事務所リサイクル推進係
（☎3490−7098 Fax3490－7041）

248人
（抽選）

撮影：福地憲一
（福地写真館）

申込方法・問い合わせ
10月3日㈪
（必着）
までに、往復は
がき
（1枚2人まで）
で参加者全員の氏名
（ふりがな）
・電話番
号、代表者の住所を品川図書館
（〠140－0001北品川2－32
－3☎3471－4667 Fax3740－4014）
へ

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://）

2022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。

保養所をご利用ください

令和4年度品川区職員【技能Ⅵ
（作業
Ⅲ）】採用選考

施設名

お知らせ

品川歴史館休館・事務室移転のお知らせ
品川歴史館は大規模改修工事のため、6
年春頃
（予定）
まで全館休館します。
●工事期間中、事務室を移転します
移転期間／9月29日㈭～5年9月中旬
（予定）
移転先／こみゅにてぃぷらざ八潮1階
（八潮5－9－11）
移転先電話番号／5755－2321
移転先FAX番号／3790－1305
問 品川歴史館
（☎3777－4060 Fax3778－2615）

特別区立幼稚園臨時的任用教員採用
候補者の募集
職種／臨時的任用教員
（幼稚園）
勤務場所／東京23区の区立幼稚園
（大田
区・足立区を除く）
資格／幼稚園教諭普通免許状を現に有す
る方

選考月
10月
11月
12月
5年1月
2月
3月

申込期間
9/30 ～10/11
10/21～10/31
11/15 ～12/5
1/4 ～1/10
1/30 ～2/7
2/27 ～3/7

面接日
10/17㈪
11/7㈪
12/12㈪・13㈫
1/16㈪
2/13㈪
3/13㈪

区民の方
（区内在住・在勤）
は利用月の
6カ月前の1日から
（5年4月分の受け付け
は10月1日㈯から）
、区民以外の方は利用
月の4カ月前の1日から、電話か FA X、
ホームページの予約フォームで、代表者の
住所・氏名・電話番号、人数を各施設へ
※予約の受け付けは先着順です。ただし
繁忙期は抽選で、締め切りはそれぞれの
受付開始月の月末
（午後6時）
です。
※光林荘は、改修工事のため5年3月31日
まで、一般利用の予約を休止しています。
問 地域活動課庶務係
（☎5742－6687 Fax5742－6877）

10月1日㈯おもちゃの病院はお休みです
問 消費者センター
（☎6421－6136 Fax6421－6132）

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

がんの夜間相談窓口
（毎月開催）

10月20日㈭ 午後2時～4時
アンガーマネージメントとマインドフ
ルネスについて
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
日
内

10月21日㈮ 午後6時～8時
事前に連絡のうえ、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

国保基本健診・後期高齢者健康診査
（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。予防や早期発見のためには毎年の健診が大切です。
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へ
※受診券が見当たらない場合や、4月2日以降に国保加入の届け出を
した方はお問い合わせください。
問 国保医療年金課保健指導係
（☎5742−6902 Fax5742−6876）

がん検診・健康診査など

＊1 受診券あり
＊2 年齢は5年3月31日現在

5年
1月31日
まで！

一部有料

結核健診（予約制）…65歳以上
健康診査

肝炎ウイルス検診（予約制）…受けたことがない方

思春期家族教室
（予約制）

音楽をとおして心身のリフレッシュをめ
ざします。
日 10月4日㈫ 午後1時30分～3時30分
講 田沢弘子
（音楽療法士）
人 難病の方と家族20人
持ち物／飲み物
場 申 問 電 話 で 、荏 原 保 健 セ ン タ ー ☎
3788－7016へ

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3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

保健センターのこころの健康専門医相談
（予約制）
品 川
7日㈮
28日㈮
25日㈫
5日㈬

大 井
12日㈬
12日㈬
4日㈫
20日㈭

荏 原
21日㈮
26日㈬
14日㈮
18日㈫

キリトリ線

応急診療所

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

小

内 小

9月23日㈷
9月25日㈰

契約医療機関

内 小
薬
薬
内 小
歯

9月23日㈷

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

歯
骨
骨

各医師会、契約医療機関
各医師会

内 小
歯

9月25日㈰

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

薬

薬局

旗の台1－5－8
☎3784－8181
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
荏原医師会休日診療所 予約制
会営薬局しながわ
会営薬局えばら

北品川3－7－25
中延2－6－5
北品川3－11－16
中延1－7－12

☎3450－7650
☎3783－2355
☎3471－2383
☎6426－7730

柿島医院
大崎デンタルオフィス
中延デンタルクリニック
滝澤さめず接骨院
誠道館清水接骨院
たつのこどもクリニック
おはらデンタルクリニック
塩野目歯科医院
根岸接骨院
上条接骨院

大井3－21－10
大崎1－11－1
中延3－2－3
東大井1－1－6
小山3－15－1
大井2－2－11
南品川2－5－7
中延4－5－1
東五反田5－26－6
二葉2－8－9

☎3775－5171
☎3490－8612
☎6426－9959
☎3450－8496
☎3783－0685
☎3775－8600
☎3471－1181
☎3783－4450
☎090－6032－6189
☎3786－7949

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

休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

契約医療機関

接骨

品川区こども夜間救急室
※外傷は対応できません

休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時で終了）

各医師会

骨

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）

各医師会、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）

電子 ＝区ホームページから電子申請可

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

難病の方のための音楽療法

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

キリトリ線

後期高齢者歯科健診＊1＊2…76〜80歳

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

10月

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。
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

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／令和5年4月1日以降
人 国籍を問わず、昭和63年4月2日～平
成17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23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、品川区清掃事
務所、地域センター、サービスコーナーなど
※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 問 9月30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
※インターネットからも申し込めます。詳し
くは区ホームページをご覧ください。

申

申 募集案内を確認のうえ、各申込期間に
必要書類を特別区人事・厚生事務組合教
育委員会事務局人事企画課採用選考担当
（〠102－0072千代田区飯田橋3－5－1
東京区政会館17階）
へ郵送
※募集案内は23区の各区役所や同事務
局で配布しています。
問 同事務局人事企画課
（☎5210－9751
HP www.union.tokyo23city.lg.jp/
kyoiku/kyoikutop/index.html）
、品川
区指導課
（☎5742－6831 Fax5742－6892）

ガ イド
ひきこもり家族学習会

問い合わせ先
☎0557－35－0321
品川荘
Fax0557－35－0345
（伊東市）
HP www.shinagawasou.com/
☎0288－54－0988
光林荘
Fax0288－54－0954
（日光市）
HP www.korinsou.com/

選考方法／書類選考および面接試験

5

歯
骨
骨

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24日㈯

小

※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

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
⃝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
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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。

品川区コミュニティバス「しなバス」
ダイヤ改正のお知らせ

小学生以上の方60人
（抽選）
￥ 300円、小・中学生100円
──────── 共通 ────────
場 申 問 ①②は当日、直接同センターへ。
③は10月18日㈫、④は10月25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
※②③は小学生以下保護者同伴。
※定員に満たない場合、③は10月20日㈭、
④は10月27日㈭午前10時から電話受け
付け
（先着）
。
人

4年3月より、西大井駅と大森駅北口を結
ぶ区間で試行運行をしている「しなバス」
のダイヤ改正を実施します。
改正日／10月1日㈯
改正内容／
・30分間隔から20分間隔の運行へ変更
・1日あたり56便から84便に増便
※運行日に変更はありません。
※改正後の運行時刻について詳しくは、停
留 所 の 時 刻 表 か 、東 急 バス HP w w w .
tokyubus.co.jpまたは区ホームページを
ご覧ください。
問 都市計画課
（☎5742－6760 Fax5742－6889）

講

マンション管理相談

座

コース型料理教室
（全4回）

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。
日 毎月第2・4水曜日午後1時～4時
（1組合1回50分程度）
人 区内にあるマンション管理組合
相談員／マンション管理士
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

調理実習と講話を組み合わせた教室で、
調理と栄養の基礎知識を学びます。
日程
10月15日
㈯

10月29日
㈯

就職面接会を開催します（事前予約制）
10月17日㈪ 午後1時～5時
ハローワーク品川
（港区芝5－35－3）
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／2社程度
※10月14日㈮までに、ハローワークの窓
口にご相談ください。
問 ハローワーク品川
（☎5418－7304 Fax3453－1630）
商業・ものづくり課就業支援担当
（☎5498－6352 Fax5498－6338）
日
場

催

11月12日
㈯
11月26日
㈯

内容
実習：豆腐ハンバーグ、もち麦
ごはん、カレースー
プ、青菜の
あ
磯和えなど
講話：食事バランスガイドにつ
いて
実習：フライパンひとつでナポ
リタン、かぶのポタージュ、パ
ンナコッタなど
講話：バランス献立の上手な組
み合わせ方
実習：イワシの蒲焼丼、きのこ
のすまし汁、白菜のサラダ、水
ようかん
講話：不足しがちな栄養素を学
ぶ、実際に献立を考えてみよう
実習：前回考えた献立例
講話：食事チェックの見直し

※時間は午前11時～午後1時30分。

荏原文化センター
（中延1－9－15）
20～59歳で、全日程に出席できる方
16人
（抽選）
￥ 4,000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30日㈮
（必着）
までに、はがきか
FAX に「コース型料理教室」とし、住所、
氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番号を健康課
健康づくり係
（〠140－8715品川区役所
☎5742－6746 Fax5742－6883）
へ
場
人

し

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 shinagawagotanda-planetarium.com/をご覧いた
だくか、お問い合わせください。
①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
②ヒーリングプラネタリウム
日 10月7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
③天体観望会「木星」
日 10月28日㈮ 午後6時30分～8時
講 宮坂憲央・小澤宏一
（品川星の会）
人 小学4年生以上の方40人
（抽選）
④天文講演会「アルマ望遠鏡が解き明か
す宇宙の謎」
日 11月5日㈯ 午後3時30分～5時
講 平松正顕
（国立天文台天文情報セン
ター講師）

健康料理教室
（高血圧予防の食事）

〜定番メニューで減塩のコツをチェック〜
10月22日㈯ 午前11時～午後1時
場 荏原文化センター
（中延1－9－15）
内 豚肉の生姜焼き、
にんじんサラダ、根菜
のみそ汁、はい芽米ご飯、焼きバナナのデ
ザート
人 区内在住で、20歳以上の方16人
（抽選）
￥ 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
日

10月5日㈬
（必着）
までに、はがきか
FAXに「健康料理教室」とし、住所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番号を健康課健康
づくり係（〠140－8715品川区役所☎
5742－6746 Fax5742－6883）
へ
申 問

多文化共生講座「聞かせて！外国人の
日本生活“在住外国人が本音を語る…”」
10月22日㈯ 午後2時～3時30分
区役所講堂
（第三庁舎6階）
人 区内在住・在勤・在学の方50人
（抽選）
申 問 10月14日㈮
（必着）
までに、区ホーム
ページの電子申請か電話、はがきに「多文
化共生講座」
とし、住所、氏名
（ふりがな）
、
電話番号、Eメールアドレス、在勤・在学の
方は会社名・学校名と住所を総務課平和・
国際担当
（〠140－8715品川区役所☎
5742－6691 Fax3774－6356）
へ
日
場

フラワーアレンジメント教室
日 10月8日㈯・9日㈰ 午前10時30分～11
時30分、午後1時30分～2時30分
（みどり
と花のフェスティバルの中で両日共開催）
講 山口昌哉
（プランツ・モジュール社長）
人 区内在住・在勤・在学で、小学生以上の
方各回13組26人
（抽選）
※小学生は保護者同伴。
場 申 問 9月30日㈮
（必着）
までに、往復は
がき
（1枚2人まで）
で教室名、希望日時、
参加者全員の住所・氏名・電話番号をしな
がわ区民公園管理事務所
（〠140－0012
勝島3－2－2☎3762－0655 Fax3767－
8258）
へ

奥峰子のすてきな園芸講座
寄せ植えなどについて学びます。
日 10月23日㈰ ①午前10時30分～11時
40分 ②午後1時30分～2時40分
（みどり
と花のフェスティバルの中で開催）
場 東品川海上公園
（東品川3－9）
講 奥峰子
（園芸研究家）
人 区内在住か在勤の方各35人
（抽選）
持ち物／筆記用具
申 問 10月2日㈰
（必着）
までに、往復はが
き
（1枚2人まで）
で講座名、希望番号、住
所、氏名、電話番号をしながわ中央公園管
理事務所
（〠141－0033西品川1－27－
14☎5740－5037 Fax5740－5044）
へ

第4回 外国人採用・定着セミナー
〈オンラインセミナー〉
日

10月26日㈬ 午後3時～5時

内「外国人材と働くときに知っておくべきコ

ミュニケーションと指導法～効果的な異文
化コミュニケーションスキルを習得する～」
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・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

産業技術高専オープンカレッジ
「はじめての手作りコスメ」
（全4回）
基礎的な手作りコスメを自分で作るための
講義と実験を行います。
日 11月12日㈯・19日㈯・26日㈯、12月3
日㈯ 午後1時30分～4時30分
人 16歳以上の方12人
（抽選）
￥ 4,300円
場 申 10月27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 同校☎3471－6331、文化観光課生涯
学習係
（☎5742－6837 Fax5742－6893）

認知症講演会
認知症の専門家と当事者を招き、トーク
セッションを行います。
日 10月18日㈫ 午後2時30分～4時30分
場 城南信用金庫本店
（西五反田7－2－3）
内 本人・家族の一体的支援について
人 区内在住か在勤の方50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、高齢者地域支援課
認 知 症 サ ポ ート係（ ☎ 5 7 4 2－6 8 0 2
Fax5742－6882）
へ
※手話通訳あり。
※講演会の内容を後日、インターネットで
配信する予定です。詳しくは区ホームペー
ジをご覧ください。

事業承継セミナー
①いちばん優しい事業承継セミナー
成功事例と失敗事例を挙げ、事業承継の
流れをわかりやすく説明します。
日 11月15日㈫ 午後3時～5時
場 さわやか信用金庫
（戸越1－19－23）
講 内藤博
（事業承継センター取締役会長）
②あっという間に立てられる事業承継計画
簡単な事業承継計画書の作成ができるよ
うになることをめざします。
日 11月17日㈭ 午後3時～5時
場 芝信用金庫
（西五反田4－4－9）
講 石井照之
（事業承継センター取締役）
──────── 共通 ────────
人 区内中小企業の経営者・後継者
①30人②20人
（先着）
※申込方法や会場など詳しくは、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 商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340 Fax5498－6338）

認知症サポーター企画会議
認知症サポーターとしての今後の活動に
ついて考えます。
日 10月24日㈪ 午前10時～正午
場 区役所252会議室
（第二庁舎5階）
人 認知症サポーターの方30人
（先着）
申 問 区ホームページの電子申請か電話
で、高齢者地域支援課認知症サポート係
（☎5742－6802 Fax5742－6882）
へ

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>）
10月8日㈯・22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）
。
日 ＝日時・期間

場 ＝会場・場所

内 ＝内容

講 ＝講師

人 ＝対象・定員

フリーマーケット出店者募集

●10月1日㈯ 午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は2日㈰。
募集数／30店
出店料／600円
場 申 当日、直接しながわ区民公園（勝島3－2）へ
問 品川資源リサイクル推進会・守本☎3763－7613
（1 日発行）
リサイクル情報紙「くるくる」

「ゆずりたい物」
「ゆずってほしい物」を紹介、区施設
などに置いてあります。11月号の掲載は、10月20日
㈭までに電話かFAXでお申し込みください。
￥ ＝費用・料金

参 ＝参加方法

申 ＝申込方法

問 ＝問い合わせ

⃝携帯電話などの小型家電は、区役所・体育館・
品川図書館など6カ所でも回収しています。
⃝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。
⃝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。
＝E-mail

HP ＝ホームページ
（http://

https://）
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●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。

区民プロデュース型講座～お琴の活動
を通して音楽に親しむ「お琴体験講座」
日程
（全8回）
10/31㈪
11/7㈪
11/14㈪
11/21㈪
12/5㈪
12/12㈪
12/19㈪
12/25㈰

時間

内容

①②13:00 ガイダンス、楽器
～15:00 の扱い方
琴の楽譜の読み方
を知る
リズムの取り方を
学ぶ
①10:00
練 習 曲の 譜 面で
～12:00
演奏してみよう
②13:00
合奏のパートを決
～15:00
めての練習
合奏練習
演奏の技術アップ
合同習作発表

荏原文化センター
（中延1－9－15）
講 井比和姫
（全国邦楽指導者協議会箏曲
教授）
人 ①経験者②初心者各15人程度
（抽選）
￥ 500円
（教材費・琴レンタル料含む）
持ち物／琴爪
（流派不問） ※貸し出しあり。
運営／ききょう会
申 問 10月12日㈬
（必着）
までに、往復はが
きに「ききょう会」とし、①か②の希望、住
所、氏名
（ふりがな）
、年齢、電話番号、琴
爪所有の有無を文化観光課文化振興係
（〠140－8715品川区役所☎5742－
6835 Fax5742－6893）
へ
場

土壌汚染対策講習会
東京都の土壌汚染対策アドバイザー制度
を利用し、講習会を実施します。
日 10月20日㈭ 午後6時～7時30分
場 区役所251・252会議室
（第二庁舎5階）
人 区内の工場設置者
（主に中小企業）
な
ど、有害物質を取り扱っている事業主15人
（先着）
申 問 10月14日㈮
（必着）
までに、申込書を
環境課指導調査係
（〠140－8715品川区
役所☎5742－6751 Fax5742－6853）
へ
郵送かFAX
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドできます。

男女共同参画推進講座
〈オンライン同時開催〉
日 10月19日㈬・26日㈬
（全2回）
午後1時30分～3時30分
内 シェイクスピア問題劇『
「終わり良けれ
ばすべて良し」の謎を解く－結婚は人生の
ゴールか？男性の思い対女性の思い』
講 門野泉
（清泉女子大学名誉教授）
人 ①会場20人②オンライン20人
（先着）
託児／1歳～未就学のお子さん5人
（先着）
※10月12日㈬までに申し込み。
場 申 問 9月21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
（小山3
－2 2－3〈 仮 移 転 先 〉☎ 3 7 8 4－0 8 2 0
Fax3784－0823）
へ。②は区ホームページ
から申し込み

スマホ・タブレットマスター養成講座
（全2回）
シニア世代の方に、スマートフォンやタブ
レットの楽しい活用方法を教えるための資
格取得をめざします。
日 10月28日㈮・29日㈯
午前10時～午後3時
※最終日に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）
人 区内在住で、全日程に参加できる55歳
以上の方8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高齢者活動
支援担当
（〠140－8715品川区役所☎
5742－7671 Fax5742－6882）
へ
募

集

品川＆山北ふれあい交流
みかんの木オーナー募集
みかんの木1本ごとに契約し、自分の名前の
ついた木でみかんの収穫を楽しみませんか。
収穫期間／11月23日㈷～12月15日㈭
人 区内在住・在勤・在学の方
募集数／15本
（抽選）

収穫量・￥ 50㎏＝10,000円、60㎏＝
12,000円、80㎏＝14,000円、100㎏＝
18,000円
※オーナーは、収穫期間に農作物
（さつま
いも、じゃがいも、里芋、大根、白菜など）
の収穫体験もできます
（参加費1,000円）
。
場 申 10月21日㈮
（必着）
までに、はがきか
FAXで、住所、氏名、電話番号、希望の収
穫量の木・本数、農作物収穫体験希望の
有無を山北町農林課農林振興班
（〠258
－0195神奈川県足柄上郡山北町山北
1301－4☎0465－75－3654 Fax0465－
75－3661）
へ
※当選者には10月下旬に案内を送付。
問 総務課自治体連携担当
（☎5742－6856 Fax3774－6356）
助

成

特許権取得支援助成
国内の特許権新規取得に要する費用の一
部を助成します。
助成対象／①弁理士費用（源泉徴収所得
税を除く）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費と維持費を除く。
人 区内で1年以上継続して事業を営む中
小事業者
助成額／対象経費の3分の2
（上限20万円）
申請期間／10月3日㈪～31日㈪
※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）

展示会出展費助成
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。
助成対象／4月1日～5年3月31日に開催
される展示会
人 区内で1年以上継続して事業を営む中
小事業者
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〈現地〉上限50
万円）

新型コロナウイルス感染症などの影響で原油や穀物などの価格が上昇しており、今後も生活必需
品などの高騰が見込まれています。区民生活の下支えをするとともに、区内経済の活性化を図る
ため、キャッシュレス決済サービスと連携したポイント還元事業を実施します。
実施期間／11月1日㈫～12月15日㈭
対象決済サービス／au PAY、d払い、PayPay、楽天ペイ
付与額／5億円
付与上限額／決済1回あたり2,000円相当
（決済サービスごと期間あたり10,000円相当）
還元率／最大20％
各決済サービスの問い合わせ窓口
対象店舗／対象のキャッシュレス決
・au PAY
0120－977－964
（午前9時〜午後8時）
済サービスを導入している区内中
・d払い
（サービス内容や使い方に関すること）

0120－800－000
（午前9時〜午後8時）
・d払い自治体キャンペーンコールセンター
（キャンペーンに関すること）
0120－114－331
（月〜金曜日午前9時30分〜午後5時30分）
・PayPay

0120－990－634
（24時間）

・楽天ペイホームページ
https://r10.to/hwVdrw

問い合わせ

楽天ペイホームページ
はこちらから

アスベストの分析調査費を助成します
建物などの吹き付けアスベストの分析調
査費を助成します。
人 区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者やマンション
の管理組合など
助成額／分析調査費の10分の10
（上限5万円／棟）
助成件数／6件
（先着）
●石綿等使用状況調査
利用中の建物のアスベスト含有建材の目
視調査を無料で実施します
（目視で確認可
能な範囲のみ調査。分析は行いません）
。
人 区内の住宅・事務所・作業所・店舗・
倉庫・駐車場などの所有者や賃借人など
件数／4件
（先着）
問 環境課指導調査係
（☎5742－6751 Fax5742－6853）
エンジョイスポーツ

荏原文化センター水泳教室
（チャレンジコース）
日 11月4日～5年3月17日の金曜日 午後
1時30分～3時
（全19回）
人 区内在住か在勤で、16～74歳の健康
な方30人
（抽選）
￥ 2,760円
（保険料込・入場料別）
申込書配布場所／文化センター、体育館、
荏原第二・三・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 申 問 10月4日㈫
（必着）
までに、申込書
を荏原文化センター
（〠142－0053中延1
－9－1 5 ☎ 3 7 8 5－1 2 4 1 Fax5 7 0 2－
2843）
へ郵送か持参
※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。

家計急変世帯に対する
住民税非課税世帯等
臨時特別給付金のお知らせ

～キャッシュレス決済で最大20％が戻ってくる！～

※期間中でも還元額が上限に達し
た場合は終了となります。
※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。
※店舗によっては対象の決済サー
ビスが利用できない場合がありま
す。入店時にご確認ください。

申請期間／10月3日㈪～31日㈪
※申請条件など詳しくは、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）

締め切り
間近

品川区キャッシュレス決済ポイント還元事業

小店舗
（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
あり）

新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した世帯に対
し、臨時特別給付金を給付しています。
主な要件
●申請日時点で品川区に住民登録がある
●新型コロナウイルス感染症の影響で4年1月以降の収入が
減少し、
「住民税非課税相当」の収入となった
●世帯全員が親族などに扶養されていない
※収入状況が確認できる書類をご提出いただき審査します。
※本給付金をすでに受給している世帯は対象外です。
給付額／1世帯あたり10万円
申請期限／9月30日㈮
（消印有効）
※受給要件や申請方法など詳しくは、区ホームページをご覧
ください。
問い合わせ 品川区住民税非課税世帯等臨時特別給付金
コールセンター
（☎050－3171－8490〈土・日曜日、祝日を除

く午前8時30分～午後5時〉Fax5742－6879）

品川区キャッシュレス決済ポイント還元事業事務局

（☎6737－9357 https://cashless-shinagawacity.jp/）

商業・ものづくり課商店街支援係
（☎5498－6332 Fax3787－7961）

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
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⃝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９月21日号

インフルエンザに
気をつけましょう

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、5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。

10月1日号 ⃝新型コロナウイルスワクチン追加接種 ほか

高齢者インフルエンザ定期予防接種
対象者／区内在住で、次のいずれかにあてはまる方
①65歳以上の方
（昭和32年12月31日以前生まれ）
②60～64歳で心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイル
スにより免疫の機能に障害がある方
（障害者手帳1級程度）

インフルエンザは、毎年11～2月頃の
寒い時期に流行します。帰宅後の石けん
での手洗いの習慣、さらに規則正しい生
活やバランスのとれた食事を心がけ体
力をつけるなど、予防に努めましょう。
また、予防接種は発病防止や重症化防
止に有効です。接種の際はかかりつけの
医師とよく相談してください。

接種費用／無料
助成回数／1回のみ
※対象者には、9月末に必要書類を発送します。
※診療時間などは医療機関に確認してください。

子どもインフルエンザ任意予防接種

予防接種期間

区では接種費用の一部を助成します。

10月1日㈯～5年1月31日㈫

対象者／区内在住で、1歳～中学3年生のお子さん

実施場所

助成額／1,000円

契約医療機関

※各医療機関で定める予防接種料金から助成額1,000円を差
し引いた金額をお支払いください。
助成回数／12歳以下2回まで、13歳以上1回のみ

保健予防課保健予防係
（☎5742－9152 Fax5742－6013）
問い合わせ

※予診票は医療機関に備え付けてあります。

9月24日～30日は結核予防週間です

結核は「過去の病気」ではありません。品川区でも、年間60人前後の方が新たに結核を発病しています。

こんな症状が出たら要注意

高齢者の結核の約半数で

せき・たんなどの症状がみられません

せ
 きやたんが2週間以上続く、かぜが治らない、かぜ薬が
効かない、微熱が続く、だるい、寝汗をかく、体重減少
・症
 状がある場合は結核を疑い、マスクをして早めに医療機
関を受診しましょう。早期発見は本人の重症化を防ぐだけ
でなく、周りの方への感染拡大の予防にもつながります。

・6
 5歳以上の区民の方は、区内契約医療機関
で年1回、無料で胸部エックス線検査が受け
られます。定期的に受け、早期発見に努めま
しょう。

発病予防には免疫力の低下を防ぐことが大切

BCGは結核の予防接種です

・栄養バランスのとれた食生活を心がけましょう。

・乳
 幼児の結核の重症化を防ぐため、生後5カ
月を過ぎたら早めに受けましょう。

・疲労やストレスをためないようにしましょう。

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

保健予防課感染症対策係
（☎5742－9153 Fax5742－9158）

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ

9月9日時点の情報です

オミクロン株対応ワクチンを使用した追加接種について
接種の開始時期など

接種対象者

接種は、4回目接種券をすでにお持ちで、かつ未接種の方からの開始を予定しています。

初回接種
（1・2回目接種）
を完了した12歳以上の方

4年9月下旬頃より、区の集団接種会場の使用ワクチンをオミクロン株対応ワクチンに切

※接種券の発送や接種会場などの詳細は、決まり次第、本

り替える予定です。準備ができ次第、接種予約を開始します。

紙や区ホームページなどでお知らせします。

問い合わせ

随時、新しい
情報に更新
しています。

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
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。
電話番号
受付時間

03−6633−2433

午前9時～午後7時

FAX番号

03−6684−4845

※英語・中国語も対応。

※土・日曜日、祝日を含む毎日開設。

＊ ※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
新型コロナウイルス感染症全般について
●新型コロナ・オミクロン株コールセンター
0570－550－571 Fax5388－1396
受付時間／午前9時～午後10時
（土・日曜日、祝日を含む毎日）
●厚生労働省の電話相談窓口
0120－565－653 Fax3595－2756
受付時間／午前9時～午後9時
（土・日曜日、祝日を含む毎日）
発熱等の症状がある方
（まずはかかりつけ医にご相談ください）
●東京都発熱相談センター
〈看護師・保健師が対応〉
① ☎5320－4592 ② ☎6258－5780
受付時間／24時間
（土・日曜日、祝日を含む毎日）
●東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル
① ☎6732－8864 ② ☎6630－3710 ③ ☎6636－8900
受付時間／24時間
（土・日曜日、祝日を含む毎日）
古紙を配合した再生紙を使用しています

最新の情報は、
区ホームページを
ご覧ください。

品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
（☎5742－9108 Fax5742－9158）
問い合わせ

無料の PCR 検査を受けたい方
●東京都PCR等検査無料化事業事務局コールセンター ☎6634－4612
受付時間／午前9時～午後7時
（土・日曜日、祝日を含む毎日）

自宅療養者の相談窓口
●自宅療養サポートセンター
（うちさぽ東京）
0120－670－440

受付時間／24時間
（土・日曜日、祝日を含む毎日）
●品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル

うちさぽ東京に

ついて
☎5742－9108
詳しくはこちらから
受付時間／午前9時～午後5時
（土・日曜日、祝日を除く）
※自宅療養期間については、品川区新型コロナウイルス感染症相談ダイヤル
にお問い合わせください。

