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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。

　道路はみんなが通行するためのものです。駅周辺などの
道路上に自転車やバイクを放置すると、通行の妨げになり
危険です。
　区では、有料駐輪場の整備や放置自転車・バイクの警告・
撤去などを行っています。放置自転車をなくすためには、
皆さんのご理解とご協力が必要です。自転車やバイクは道
路などに放置せず、駐輪場を利用しましょう。

問い合わせ
土木管理課自転車対策係（☎５７４２－６７８６ Fax５７４２－６８８７）

自転車 1,024台
バイク 60台
計 1,084台

品川区内の駅周辺における
1日の放置台数
（3年10月調査）

自転車やバイクを道路などに放置すると、歩行
者や車いす・ベビーカーなどの通行や救急車・
消防車などの緊急活動の妨げになります。

道路のほか、公園や駅前広場などでも、駐輪し、
その場を離れたら放置となり、撤去の対象に
なります。

区内23駅周辺の放置禁止区域内に自転車やバイ
クを置くと「即時撤去」の対象になります。
※区ホームページに区内全ての放置禁止区域を
掲載しています。

撤去した自転車・バイクは保管所で保管し、
返還の際には撤去保管費用をいただきます

八潮北保管所（自転車・バイク）
八潮1－3－1

品川シーサイド駅徒歩約8分
☎3790－8820

不動前保管所（自転車のみ）
西五反田3－11－14
不動前駅徒歩約5分

☎5436－8885
午前10時～午後7時　※12月29日～1月3日は休み。

（1）  引き取りにくる方の氏名・住所が確認できるもの（保険証・運転免許証など）
（2） 自転車・バイクのかぎ
（3） 撤去保管費用（自転車3,000円、バイク5,000円）

開設時間

持参する物

自転車防犯登録制は、自転車の盗難防
止と被害回復の促進を図ることを目
的に、法律により義務化されていま
す。自転車を保有する方は、防犯登録

が義務付けられていますので、「自転車防犯登録所」の看
板が掲示してある販売店等で手続きをお願いします。
●詳しくは、東京都自転車商防犯協力会ホームページ
http://bouhan-net.com/をご覧ください。
問い合わせ／東京都自転車商防犯協力会☎3251－5621

道路には放置できません 駅周辺では自転車や
バイクの放置を禁止しています たとえ短時間でも放置です

防犯登録を忘れずに

自転車・バイク駐車のルールとマナー

感染予防・感染対策を
引き続き実施しましょう

●10月2日執行の品川区長選挙・品川区議会議員補欠選挙の結果と今後の選挙については6ページに掲載しています。
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※イベントについて詳しくは、オープンしなけんホームページか区ホームページをご覧ください。
※イベントの内容を予告なく変更する場合があります。また、当日の天候（大雨・暴風など）によって変更・中止することがあります。

“オープンしなけん”開催します！
区内にある魅力的な建築物を、所有者の協力を得て1日限り公開する人気のイベントを3年
ぶりに開催します。建築物の新たな魅力を発見してみませんか。
問い合わせ  建築課審査担当（構造）

（〠140－8715品川区役所☎5742－9172 Fax5742－6898）

しながわの魅力発見ツアー（まち歩き）　 定員：各10人

B－1  大崎周辺の新しい街と建築
 10:00 ～12:00 大崎駅集合・解散
B－2  武蔵小山商店街から林試の森へ

 10:00 ～12:00 武蔵小山駅集合・解散
B－3  戸越銀座駅からパワースポット巡り

 10:00 ～12:00 戸越銀座駅集合・大崎駅解散
B－4  大井ふ頭中央海浜公園のスポーツ施設

 10:00 ～12:00 勝島橋集合・解散
B－5  旧東海道品川宿の街と建築を巡る

 10:00 ～12:00 北品川駅集合・青物横丁駅解散
B－6  山手通りの名建築を行く

 14:00 ～16:00 不動前駅集合・大崎駅解散
B－7  旗の台・小山の住宅散歩

 14:00 ～16:00 西小山駅集合・解散
B－8  池田山のお屋敷跡を巡る

 14:00 ～16:00 目黒駅集合・五反田駅解散
B－9  八潮団地の外部空間を読み解く

 14:00 ～16:00 品川シーサイド公園集合・解散

親子向けツアー　 対象・定員：小学生のお子さんと保護者各5組

C－1  けんちく発見！プログラム（杉野記念館とカトリック目黒教会）
 12:30 ～14:00 目黒駅集合・カトリック目黒教会解散
C－2 二つの公園で歴史と今を感じよう（文庫の森と戸越公園）

 15:00 ～16:30  旧三井文庫第二書庫集合・環境学習交流施設
  「エコルとごし」解散

クロージングトーク　 定員：50人

D－1 品川の建築の魅力
 時間／18:30 ～20:00
 会場／環境学習交流施設「エコルとごし」

建築物の一部を公開します
公開場所 公開時間

茶室「有
う

時
じ

庵
あん

」（北品川4－7－36） 10:00 ～17:00

タキゲン製造本社ビル（西五反田1－33－8） 13:00 ～15:00

杉野記念館（上大崎4－6－19） 10:00 ～16:00

東京デザインセンター（東五反田5－25－19） 11:00 ～17:00

カトリック目黒教会（上大崎4－6－22） 13:30 ～16:00

品川バプテスト教会（西品川2－12－18） 10:00 ～12:00

雉
き

子
じ

神社（東五反田1－2－33） 10:00 ～16:00

寄木神社（東品川1－35－6） 14:00 ～16:00

品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」
（豊町2－1－30） 9:00 ～18:00

A－1  東京デザインセンター 定員：10人
 14:00 ～14:40
A－2  雉子神社 定員：10人

 11:00 ～11:40
A－3  品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」館長によるツアー

 10:00 ～10:30 定員：15人
A－4  品川区立環境学習交流施設「エコルとごし」設計者による

 セミナー＆ツアー
 10:30 ～12:00 定員：20人

建物別ガイドツアー

関連イベント

※ ●－1 はイベント番号です。

申込方法／11月7日㈪（必着）までに、オープンしなけんホーム
ページ https://shinaken.jpの応募フォームか往復はがき（1枚
1イベント2人まで）で、イベント番号、参加者全員の住所・氏名・
電話番号を建築課審査担当（構造）へ

11月26日㈯

申込
不要 事前申込制（抽選）

事前申込制（抽選）

区内にある魅力的な建築物を集めたガイドブッ
クをイベント当日に配布します（有時庵を除く）。
ぜひご覧ください。
※イベント終了後は、建築課（本庁舎6階）で
配布します。

オープンしなけん
ホームページは

こちらから

共
通

寄木神社

タキゲン製造本社ビル

環境学習交流施設「エコルとごし」
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32022年10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。

国民健康保険料を滞納し続けるとどうなってしまうかご存じですか？

納付が困難な方の事情や理由を考慮して、保険料の分割納付などの相談を受け付けてい
ます。滞納のままにせず、国保医療年金課の窓口にご相談ください。

お支払いは口座振替（自動払込）をおすすめします
毎月、口座から自動的に引き落とされる口座振替なら、払い忘れの心配があり
ません。安心・便利な口座振替をぜひご利用ください。
口座振替日／毎月末（全期一括振替の場合は毎年6月末）
※金融機関が休業日の場合は翌営業日。
手続き方法・場所／①Web口座振替受付サービスから申し込みか②口座振替
依頼書を国保医療年金課収納係（本庁舎4階）・
地域センター・登録口座のある金融機関へ提出

納付書で支払いをする場合
①国保医療年金課収納係 ②地域センター ③お近くの金融機関（ゆうちょ銀行
含む）④コンビニエンスストアをご利用ください。
※30万円を超えた納付書はコンビニエンスストアでは取り扱いできません。
※金融機関、コンビニエンスストアでは納付書の発行はできません。
※携帯電話、スマートフォンによる支払い（モバイルレジ）も可能です。また、
クレジットカードやペイジー、LINE Pay、PayPay、d払い、J-Coin、auPAY
による支払いも可能です（クレジットカードは別途決済手数料がかかります）。
※詳しくは区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

国民健康保険は加入している
皆さんの保険料で成り立っています

督促 納付期限を別に指定した督促状が送付されます。

延滞金 納付期限の翌日から実際に納付した日までの期間の日数に応じた
延滞金が保険料に加算されます。

 短期被保険者証
の交付

通常の保険証よりも、有効期間が短い保険証です。保険給付を受
けることはできますが、更新の手続きを頻繁に行う必要があります。

資格証明書
の交付

国保被保険者であることを証明するだけのもので、医療費はいっ
たん全額自己負担となります。申請を受けてから保険給付分を支
給します。

保険給付
の差止め

療養費や高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止
めとなります。

 滞納処分 保険料の滞納が解消しない場合は、財産（給料、預貯金、不動
産など）の「差押え」処分を行うことになります。

11月は国民健康保険料の納付推進月間です
保険料は国保事業を運営していくうえで大切な財源です。納期限内に納めましょう。

問い合わせ  国保医療年金課収納係（☎5742－6678 Fax5742－6876）
問い合わせ  国保医療年金課整理係（☎5742－6679 Fax5742－6876）

Web口座振替
受付サービス

はこちら

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。

環境活動推進委員が作る環境学習講座第3弾
「SDGsカードゲームでフェアトレードを学ぼう」
日 11月20日㈰ 午前10時～午後0時30分
場 環境学習交流施設エコルとごし（豊町2－1－30）
人 小学5年生～中学1年生の方40人（先着）
申 問 11月9日㈬（必着）までに、区ホームページの電子申請か電話、FAX、はがきに「11
月20日環境学習講座参加希望」とし、参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号を環境
課（〠140－8715品川区役所☎5742－6949 Fax5742－6853）へ

親子で楽しく防災体験をしよう！
日程 内容

11月13日㈰ ロープワークでアクセサリー
11月27日㈰ 無線機で通信ゲーム・携帯トイレで芳香剤をつくろう！

※時間は午前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防災啓発品をプレゼント。
場 申 11月1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
〇区ホームページの電子申請での受け付けも可。
問 防災課啓発・支援係（☎5742－6696 Fax3777－1181）

イベントなど

「スラックライン ライド オン フェス」開催
日 11月27日㈰
①午後1時30分～3時
②午後3時30分～5時
場 戸越体育館

（豊町2－1－17）
内 初心者・経験者のスラッ
クライン体験、現役選手に
よるデモンストレーション
人 小学生～高校生のお子さ
んと保護者各50組（先着）
持ち物／動きやすい服、飲
み物、上履き
申 11月1日㈫～18日㈮に、
電話か直接実施児童セン
ターへ
問 子ども育成課育成支援係

（☎5742－7823 Fax5742
－6351）

東京都シルバーパスのお知らせ
70歳以上で希望する方に、都内バス・都営地下鉄・都電などが利用
できる「東京都シルバーパス」（有効期限5年9月30日）を発行してい
ます。
料金／①4年度の住民税が課税の方 ・・・・・・・・・・・・ 20,510円
　　　②4年度の住民税が非課税の方 ・・・・・・・・・・・ 1,000円
※4年度が課税でも、3年中の合計所得金額が135万円以下の方は
1,000円で購入できます。
●発行窓口や提出書類など詳しくは、東京バス協会へお問い合わせ
ください。
・シルバーパスについて：東京バス協会☎5308－6950
・制度について：
　東京都在宅支援課（☎5320－4275 Fax5388－1395）
問品川区高齢者地域支援課高齢者活動支援担当

（☎5742－7671 Fax5742－6882）

●実施児童センター一覧
児童センター名 住所 電話番号

東品川 東品川1－34－9 3472－5806
東大井 東大井1－22－16 3471－1070
南品川 南品川4－5－28 3450－5043
中原 小山1－4－1 3492－6119

三ツ木 西品川2－6－13 3491－1005
水神 南大井5－13－19 3768－2027

大井倉田 大井4－11－34 3776－4881
滝王子 大井5－19－14 3771－3885
平塚 平塚2－2－3 3786－2228

旗の台 旗の台5－19－5 3785－1280
東中延 東中延2－5－10 3785－0419

冨士見台 西大井6－1－8 3785－7834
ゆたか 豊町1－18－15 3786－0633

南ゆたか 豊町4－17－21 3781－3577
八潮 八潮5－10－27 3799－3000

開催期間
10月30日㈰～12月18日㈰
冊子配布場所／区内東急線各駅、しながわ観
光協会（大井1−14−1）など
報告方法／リアル謎解きゲームの専用サイト
か、直接info＆cafe SQUARE（荏原4−5−28
スクエア荏原1階〈水曜日を除く午前
10時～午後5時〉）
で報告

謎解き冊子を手に、区内商店街に隠されたヒ
ントを探し、謎を解いていく体験型イベントで
す。最後の謎を解き、キーワードを報告する
と抽選で素敵な賞品が当たります。

問い合わせ  しながわ観光協会（☎5743−7642 Fax5743−7643）
　　　　　　　　　文化観光課（☎5742−6913 Fax5742−6893）

「迷子の妖怪と商店街の謎」「迷子の妖怪と商店街の謎」
リ ア ル 謎 解 きゲ ー ム  inしながわ

専用サイトは
こちらから
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●	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

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

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

応急診療所

お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談　☎＃8000　IP電話などは☎5285－8898
　月〜金曜日／午後6時～翌日午前8時　土・日曜日、祝日、年末年始／午前8時～翌日午前8時

医療機関の24時間案内
●東京都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

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）

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）

10月23日㈰
10月30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
会営薬局えばら	 中延1－7－12	 ☎6426－7730

休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

10月23日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

こうの内科クリニック	 東大井5－11－2	 ☎6712－8750
藤田歯科クリニック	 西品川3－5－8	 ☎3491－3333
歯科滝沢医院	 西品川2－21－8	 ☎3493－0703
山根接骨院	 西品川1－23－15	 ☎3779－9137
武石接骨院	 豊町2－17－8	 ☎3781－4450

10月30日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

岩端医院	 大井1－55－14	 ☎3775－1551
おくの歯科医院	 戸越4－7－14	 ☎3788－8241
和栗歯科医院	 東中延2－10－18	 ☎5751－3284
ケアステ－ション鍼灸・整骨院	 大井1－45－4	 ☎3771－2727
かとう整骨院	 旗の台3－10－1	 ☎5750－3525

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

10月22日㈯
小 品川区こども夜間救急室	 旗の台1－5－8	 ☎3784－8181

※外傷は対応できません	 昭和大学病院中央棟4階

10月29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

※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。

キリトリ線

がん検診・健康診査など 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。

＊1 受診券あり
＊2 年齢は5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） 各医師会、契約医療機関
子宮がん検診＊1…20歳以上の女性（偶数年齢時）

契約医療機関

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

対象年齢が
重なった方
は、どれか
一つを選択

胃がん内視鏡検診（予約制）＊1＊2	
…50歳以上（偶数年齢時）
胃がんリスク検診＊1＊2…50・55・60・
65・70・75歳で受けたことがない方
胃がんバリウム検診（予約制）＊1＊2
…40歳以上（偶数年齢時） 各医師会

肺がん検診（予約制）…
40歳以上

一般コース 各医師会、契約医療機関
ヘリカルCTコース 各医師会

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

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 契約医療機関
問 国保医療年金課☎5742－6902

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

健
康
診
査

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

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

キ
リ
ト
リ
線

難病の方のためのリハビリ教室
グループリハビリをとおして、体を動か
す方法を学びます。
日 11月17日㈭午後1時30分～3時30分
講 伊藤滋唯（理学療法士）
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30人
持ち物／マスク、タオル、飲み物
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 11月18日㈮ 午後6時～8時
場 申 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）

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   4日㈮   9日㈬ 18日㈮
うつ病あんしん相談 25日㈮   9日㈬ 30日㈬
高齢期のこころの相談 18日㈮   1日㈫ 10日㈭
児童思春期のこころの相談   2日㈬ 17日㈭ 15日㈫

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）11月

問 各保健センター

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

スマートフォンの基本操作方法を体験しながら学
べる入門コースです。

曜日 会場
月 旗の台シルバーセンター（旗の台4−13−1）
火 東品川ゆうゆうプラザ（東品川3−32−10）
水 平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1−2−8）
木 大崎ゆうゆうプラザ（大崎2−7−13）
金 大井三丁目高齢者憩いの場（大井3−17−16）

※1人1回30分まで（事前予約優先）。
対象・定員／区内在住で、スマートフォンに関する操作や疑
問などを相談したい60歳以上の方
申込方法／電話で、品川区スマホ体験教室・よろず相談事
務局 0120−616−614〈土・日曜日、祝日を除く午前9
時～午後5時〉へ
※開催時間は各会場で異なります。詳しくは品川区スマホ
体験教室・よろず相談事務局へお問い合わせください。

問い合わせ  高齢者地域支援課高齢者活動支援担当（☎5742－7671 Fax5742－6882）

はじめての
スマホ体験教室

スマホ
よろず相談

日程（各コースとも全4回） 会場
① 12/5～26の月曜日

旗の台シルバーセンター（旗の台4−13−1）
② 5年1/16～30の月曜日、  1/27の金曜日
③ 12/6～27の火曜日

東品川ゆうゆうプラザ（東品川3−32−10）
④ 1/10～31の火曜日
⑤ 12/1～22の木曜日

大崎ゆうゆうプラザ（大崎2−7−13）
⑥ 1/5～26の木曜日

※時間は午前9時30分～11時30分。
対象・定員／区内在住で、スマートフォンを持っていないか、ほとんど使ったことがない60歳以上の方各10人（抽選）
費用／各1,000円（教材費）
申込方法／10月31日㈪（必着）までに、電話かはがき、FAX（1人1コース）で希望番号、会場名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号を品川区スマホ体験教室・よろず相談事務局（〠351−0101埼玉県和光市白子1−3−40−4
階 0120−616−614〈土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時〉 Fax048−461−8486）へ
※スマートフォンは持参いただくか、受講中に限り無料で貸し出します。

12月・5年1月
コース募集

精神保健家族勉強会
日 11月9日㈬午後1時30分～3時
内 懇談会
人 精神障害者の家族と関係者15人
場 申 問 電話で、荏原保健センター☎
3788－7016へ

思春期家族教室
日 11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

11月26日㈯HIV即日検査を無料・
匿名で実施します（完全予約制）
日 11月26日㈯
場 荏原保健センター（荏原2－9－6）　
人 40人
申 10月26日㈬より、電話かホームペー
ジの予約フォームでアカー（☎3383－
5569 HP www.occur.or.jp/shinaga
waku-hivkensa/）へ
※詳しくは、アカー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 保健予防課

（☎5742－9153 Fax5742－9158）
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52022年10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。

お知らせ
住まいの施工業者を紹介します
住宅のリフォームや増改築、家具転倒防止
器具の取り付けなどの工事をする方に、区
内建設組合4団体で構成される品川区住
宅センター協議会を通じ、地元の施工業者
を紹介します。相談受け付けから3～4日
で工事を担当する業者から直接連絡しま
す。工事内容や金額などについて相談し
てください。
問 住宅課住宅運営担当

（☎5742－6776 Fax5742－6963）

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せセンター

（ 0570－086－519 Fax0570－086－
075）

“人材アシストマネージャー”が
貴社の「人」に関する課題解決を
無料でサポートします
区の商工相談員（人材アシストマネー
ジャー）が、採用・育成・定着など、無料で
人に関する経営課題のご相談をお受けし
ます。区・都・国などの公共機関の支援メ
ニューを紹介しながら、貴社にとって最も
良い解決策を一緒に考え、実行をサポート
します。まずはご相談ください。
人 区内中小事業者
問 商業・ものづくり課中小企業支援係

（☎5498－6340 Fax5498－6338）

品川介護福祉専門学校
11月入試のご案内
修業年限／2年（昼間）
取得資格／介護福祉士国家試験受験資
格
応募資格／①学校推薦＝5年3月に高等学
校を卒業見込みで、学校長から推薦され
調査書評定平均3.0以上の方
②自己推薦・③一般入試＝5年3月に高等
学校を卒業見込みの方、高等学校を卒業し
た方、高等学校卒業と同等の学力があると
認められる方（③のみ併願制度の利用可）
選考日程／11月5日㈯・20日㈰
選考内容／書類選考、面接試験、②③は
作文あり
選考料／①免除②6,500円③13,000円
※申込方法など詳しくは、同校で配布する
募集要項をご覧いただくか、お問い合わせ
ください。
問 同校（西品川1－28－3☎5498－6364 
Fax5498－6367）

10月17日㈪からオアシスルームの
利用手続きが変更になりました
区では、集団保育で一時的にお子さんを
お預かりする「オアシスルーム」を運営して
います。これまでは、利用する各施設で登
録手続きが必要でしたが、1施設で利用登
録が済めば全オアシスルームを利用できる
よう運用を変更しました。
※10月17日㈪以降に予約をした分から対
象です。
※施設初回利用までに、お子さんの状況を
確認する面談を実施するため、施設より連
絡があります。
問 保育支援課開設・計画担当

（☎5742－6039 Fax5742－9178）

保養所をご利用ください
施設名 問い合わせ先

品川荘
（伊東市）

☎0557－35－0321
Fax0557－35－0345
HPwww.shinagawasou.com/

光林荘
（日光市）

☎0288－54－0988
Fax0288－54－0954
HPwww.korinsou.com/

申 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5月分の受け付け
は11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 FAX、
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。
詳しくは施設へお問い合わせください。
問 地域活動課庶務係

（☎5742－6687 Fax5742－6877）

「みどりと花のフェスティバル」で再生
園芸土を無料で配布します
日 10月29日㈯ 午前10時～午後4時
場 西大井広場公園（西大井駅前）
※なくなり次第終了。
※日曜日の配布はありません。
※詳しくはお問い合わせください。
問 品川区清掃事務所リサイクル推進係

（☎3490－7098 Fax3490－7041）

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日間以内
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

10月29日㈯はおもちゃの病院と
消費生活相談はお休みです
問 消費者センター

（☎6421－6136 Fax6421－6132）

税　金
10月31日㈪は特別区民税・都民税

（普通徴収）第3期の納期限です
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、電子マ
ネー（PayPay請求書払いなど）、クレジッ
トカード（モバイルレジクレジット・ネットde
モバイルレジ）、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 税務課

（☎5742－6669 Fax3777－1292）

催　し
品川区民芸術祭2022
●品川区民作品展
区民の皆さんの作品をご鑑賞ください。
日 11月2日㈬～6日㈰ 午前10時～午後7
時（入場は午後6時30分まで）
※2日㈬は午後1時から、6日㈰は午後3時
まで。
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
内 書道、写真、絵画、手工芸、華道、その
他の6部門
表彰・講評会／11月5日㈯ 午後2時から
●しながわアマチュアステージ「邦楽の調べ」
琴、尺八、三味線などの伝統楽器の演奏と
小唄や謡曲を披露します。
日 11月5日㈯ 午後1時開演

（午後0時30分開場）
場 荏原文化センター（中延1－9－15）
●しながわアマチュアステージ
　「心あったかコンサート」
クラシック、声楽、ピアノなどのアコース
ティックコンサートです。
日 11月6日㈰ 午後1時30分開演

（午後1時開場）
場 荏原文化センター（中延1－9－15）
──────── 共通 ────────
申 当日、直接会場へ
問 文化観光課文化振興係

（☎5742－6836 Fax5742－6893）

五反田文化センター
11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 11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
③天体観望会「秋の四辺形」
日 11月25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星空と音楽の夕べ
ピアノやヴィブラフォンの生演奏を聴きな
がら星空を楽しんでみませんか。
日 12月3日㈯ 午後6時30分～8時
人 小学生以上の方40人（抽選）
￥ 500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11月15日㈫、④は11月22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
※②③④は小学生以下保護者同伴。
※定員に満たない場合、③は11月17日
㈭、④は11月24日㈭午前10時から電話
受け付け（先着）。

品川＆早川ふるさと交流
「奥山梨はやかわ紅葉と食まつり」
日 10月30日㈰ 午前10時～午後2時頃
内そば処コーナー、ふるさとの味特産品販
売、歌謡ショー、ものまねステージ、品川区
との交流親善大使委嘱式　ほか
場 申 当日、直接町民スポーツ広場（山梨
県南巨摩郡早川町保686）へ
交通／JR身延線「身延駅」または「下部温
泉駅」からバス
※車では、中央自動車道「甲府南IC」から
約50㎞、中部横断自動車道「下部温泉早
川IC」から約17㎞。
問 早川町振興課振興・観光担当
☎0556－45－2516
品川区総務課自治体連携担当

（☎5742－6856 Fax3774－6356）

とごし公園商店街ハロウィン
日 10月29日㈯ 午後4時～6時
場 戸越公園駅前南口商店会・とごし公園
通り商店会（戸越公園駅前）
内 仮装コンテスト、お子さんにお菓子プレ
ゼント（先着500人）
問 戸越公園駅前南口商店会
☎3784－2654
商業・ものづくり課

（☎5498－6332 Fax3787－7961）

講　座
東京都立八潮高校公開講座

「卓球教室（初心者対象）」
日 12月3日㈯・4日㈰・10日㈯・17日㈯・
18日㈰ 午前10時～正午（全5回）
場 八潮高校(東品川3－27－22)
人 20歳以上の方20人（抽選）
￥ 1,150円（保険料含む）
申 10月24日㈪～11月11日㈮（消印有効）
に、往復はがきで講座名、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号を同校（〠
140－0002東品川3－27－22）へ
問 同校☎3471－7384
文化観光課生涯学習係

（☎5742－6837 Fax5742－6893）

問い合わせ／品川区清掃事務所（〠141－0032大崎1－14－1☎3490－7098 Fax3490－7041）

●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>）
11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。

ご協力ください フリーマーケット出店者募集
●11月5日㈯ 午前9時30分～午後2時
※雨天の場合は6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

リサイクル情報紙「くるくる」（1日発行）
「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。
12月号の掲載は、11月18日㈮までに電
話かFAXでお申し込みください。

⃝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。

「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。

⃝注射針は区では
　収集しません
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「空き家セミナー」を開催します
〈オンライン開催〉
日 11月19日㈯ 午前11時～正午
内「『家族で支えあう財産管理とは？』～誰
にでも起こりうる認知能力低下への備え～」
講 内山尚（三井住友信託銀行財務コンサ
ルタント）
人 空き家所有者（予定者含む）など50人程
度（先着）
申 専用サイトの申し込みフォームか電話
で、住まいと暮らしのコンシェルジュエトモ
大井町店（ 0120－062－109 HP
www.tokyu-sumaitokurashi.com/
event/5523/）へ
問 住宅課空き家対策担当

（☎5742－6777 Fax5742－6963）

八潮としょかんCafe「認知機能を刺
激するレクリエーション」
認知機能を刺激するクイズやパズルの紹
介や、体験を取り入れた講演をします。
日 11月28日㈪ 午後2時～4時
場 八潮区民集会所（八潮5－10－27）
講 結城俊也（理学療法士）
人 40人（先着）
申 問 電話か直接、八潮図書館（八潮5－10
－27☎3799－1414 Fax3790－3442）へ
※詳しくは品川区立図書館ホームページを
ご覧いただくか、お問い合わせください。

やさしい日本語講座
「日本語でできる国際交流」
講義や在住外国人を招いてのロールプレ
イングを実施します。
日 11月20日㈰ 午後1時30分～4時30分
場 国際友好協会（第3庁舎4階）
人 区内在住・在勤・在学の方30人（抽選）
申 問 11月8日㈫までに、区ホームページの
電子申請か電話、はがきに「やさしい日本
語講座受講希望」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
学の方は会社名か学校名、所在地を総務
課平和・国際担当（〠140－8715品川区
役所☎5742－6691 Fax3774－6356）へ

募　集
東京都立城南職業能力開発センター　
1月生募集
職業能力開発センターは、求職中の方や
転職を希望している方などが働くために必
要な知識・技能を習得する施設です。募集
期間中は見学会も行います。
場 申 11月22日㈫までに、直接、ハロー
ワーク品川（港区芝5－35－3）か城南職業
能力開発センター（東品川3－31－16）へ
※郵送での申し込み不可。
※筆記・面接試験あり。
※見学会は10月27日㈭、11月10日㈭・
17日㈭午後2時から1～2時間程度です。
詳しくは、城南職業能力開発センターホー
ムページ HP www.hataraku.metro.
tokyo.lg.jp/vsdc/jonan/index.html
をご覧ください。
問 商業・ものづくり課就業支援担当

（☎5498－6352 Fax5498－6338）

助　成
働き方改革推進事業助成
企業による新しい生活様式への対応や、
生産性・経営力の向上、多様な人材の確
保、感染症対策等を目的に、働き方改革
の推進や雇用環境整備に取り組むための
コンサルティング費用を助成します。
人 区内に1年以上主な事業所を置く中小
事業者（みなし大企業を除く）
対象経費／企業内での働き方改革推進や
雇用環境整備に係るコンサルティング費
用のうち、4年度中に事業の実施・支払
いが完了するもの
助成額／対象経費の3分の2（上限30万
円）
申込期限／5年2月28日㈫ 午後5時まで
※予算がなくなり次第終了。
※オンラインでの申請手続きです。申請
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

（☎5498－6341 Fax5498－6338）

手話体験講座
手話に興味がある方、今まで学習の機会
がなかった方、ぜひご参加ください。
日 12月9日㈮・16日㈮・23日㈮
午後4時～6時（全3回）
人 区内在住か在勤で、初めて手話を学ぶ
18歳以上の方10人（抽選）
場 申 11月25日㈮（必着）までに、ホーム
ページの申込フォームか往復はがき、E
メールで講座名、住所（在勤の方は勤務先
の住所も）、氏名（ふりがな）、年齢、昼間連
絡がとれる電話番号を障害者地域活動支
援センター(〠142－0064旗の台5－2－2
心身障害者福祉会館内 kouzamoushi
komi@shinafuku.org HP www.s-kaikan.
net/)へ
※申し込みやちらしのダウンロードは心身
障害者福祉会館ホームページからも可。
問 同センター（☎5750－4996 Fax3782－
3830）、障害者支援課（☎5742－6707 
Fax3775－2000）

健康料理教室（脂質異常症予防の食事）
～食事と生活習慣のダブルで予防～
日 12月10日㈯ 午前11時～午後1時30分
場 荏原文化センター（中延1－9－15）
内さわらのソテー（トマトソースがけ）、かぼ
ちゃとれんこんとサニーレタスのサラダ、は
い芽米ご飯、きのこと長いものスープ、フ
ルーツ（炭酸寒天と牛乳寒天添え）
人 区内在住で、20歳以上の方16人（抽選）
￥ 1,100円
持ち物／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 11月18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

高次脳機能障害オンライン講演会
日 11月20日㈰ 午後1時30分～3時30分
内 高次脳機能障害についての講演と家族
の会活動紹介
講 稲川利光（東京品川病院リハビリテー
ション科専門医）
人 100人（先着）
申 11月12日㈯までに、Eメールで氏名（家
族・当事者・事業所名の別）、Eメールアド
レスを品の輪～品川区リハビリテーション・
ネットワーク～ shinanowa@yahoo.
co.jpへ
問 品川区高次脳機能障害者と家族の会・
渡辺☎3781－0921
障害者支援課障害者相談支援担当

（☎5742－6711 Fax3775－2000）

成年後見制度　普及啓発講座
「終活」と「任意後見制度」
日 ①11月8日㈫②11月22日㈫
午後1時～3時
※各日同内容。
場 ①社会福祉協議会（大井1－14－1）
②南大井文化センター（南大井1－12－6）
講 三輪鉄郎（行政書士）ほか
人 各20人（先着）
申 問 11月7日㈪午後5時までに、電話で
品川成年後見センター（☎5718－7174 
Fax6429－7600）へ

品川区発達障害・思春期サポート事業
第3回啓発講演会
日 12月10日㈯ 午後2時～4時 
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
内 中・老年期の発達障害、シニア世代へ
の理解と支援
講 内山登紀夫（よこはま発達クリニック院
長）
人 90人（先着）
￥ 500円
申 12月6日㈫（必着）までに、往復はがき
かEメールで、講演会名、氏名、電話番号
をパルレ（〠141－0021上大崎1－20－
12ぷらーす2階 moushikomi@npo-
parler.com）へ 
問 障害者支援課障害者相談支援担当 

（☎5742－6711Fax3775－2000）

図書館点訳ボランティア養成講習会
点訳図書の製作など、視覚障害者の読書
支援のため、点字を初歩から学びます。
日 11月17日～5年1月26日の木曜日 午
前10時～正午（全10回）
※12月29日を除く。
内 点字の読み書き、点筆と点字盤を用い
て点字を手で打つ、パソコン点訳入門
人 基本的なパソコン操作（Windows）が
でき、受講後点訳ボランティアとして活動
できる方6人（先着）
場 申 問 電話で、品川図書館（北品川2－32
－3☎3471－4667 Fax3740－4014）へ

認知症の方の家族向け勉強会
認知症ケアのコツを学ぶほか、介護経験者
と交流できる勉強会です。
日 11月28日㈪ 午後1時30分～3時30分
場 区役所251会議室（第二庁舎5階）
人 区内在住か在勤の方50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
※詳しくは、区ホームページをご確認くだ
さい。

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。

品川区長・品川区議会議員補欠選挙の
投票日は12月4日㈰です

問い合わせ  品川区選挙管理委員会事務局（☎5742－6845 Fax5742－6894）

※10月2日執行の品川区長選挙では、法定得票数（有効投票総数の四分の一）を
超える候補者がいなかったため、当選者がいませんでした。そのため、品川区長
の再選挙を行うとともに、区議会議員の欠員2について併せて補欠選挙を行うこ
ととしたものです。

午前7時〜午後8時投票時間

　 区長選挙
　　投票率　35.22％
　　当選者　なし

　 区議会議員補欠選挙（得票順）
　　投票率　35.21％
　　当選者　自由民主党　えのした正人
　　　　　　立憲民主党　松永よしひろ
　　　　　　日本維新の会　せらく真央
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エンジョイスポーツ
総合体育館トレーニング室
11月の特別プログラム
日 11月3日㈷
場 総合体育館（東五反田2－11－2）

時間 種目
9:30～10:15 朝のいきいき体操＊

10:45～11:45 ヨーガ入門
12:10～13:10 腰痛肩こり改善体操＊
13:25～14:10 かんたん体操＆筋トレ＊
14:20～15:05 背骨コンディショニング
19:00～20:00 やさしいピラティス

人 16歳以上の方各15人（先着）
￥ 1種目400円
持ち物／運動できる服、タオル、飲み物、
＊は上履き
申 問 10月28日㈮～11月2日㈬に、電話で
スポーツ協会（☎3449－4400〈午前10時
～午後8時〉 Fax3449－4401）へ

障害者フライングディスク教室
初心者でも気軽にできるフライングディス
クをみんなで楽しみましょう。
日 12月17日㈯・5年1月7日㈯・2月4日
㈯ 午後2時～4時（全3回）
場 南大井文化センター（南大井1－12－6）
人 自分で身の回りのことや会場までの往
復ができる知的障害のある小学生以上の
方15人（抽選）

※介助者・関心のある方も参加可。
申 問 11月21日㈪（必着）までに、スポーツ
推進課で配布する申込書を同課地域ス
ポーツ推進係（〠140－8715品川区役所
本庁舎6階☎5742－6838 Fax5742－
6585）へ郵送かFAX、持参
※申込書は区ホームページからダウンロー
ドもできます。

しながわスポーツフェスタ～地域ス
ポーツクラブ合同スポーツ体験会～
区内の地域スポーツクラブが日頃実施し
ている種目が体験できます。
日 11月5日㈯ 午後1時30分～4時45分
※途中入退場自由。
※受け付けは午後4時15分まで。
種目／卓球、バウンドテニス、トリム健
康体操、かけっこ教室、バルシューレ、ノ
ルディックウオーキング、バスケットボー
ル、太極拳、室内グラウンド・ゴルフ、
キンボール、合気道、チアリーディング
￥ 1人100円
※未就学児は保護者同伴。
場 参 当日、運動のできる服装で、上履き・
タオル・飲み物を持って、直接総合体育館

（東五反田2－11－2）へ
運営／品川区地域スポーツクラブ交流事
業実行委員会
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

（☎5742－6838 Fax5742－6585）

ふだんは公開されていないものを中心に、区内の文化財を公開します。
観覧方法／当日、直接会場へ
問い合わせ／庶務課文化財係（☎5742－6839 Fax5742－6890）

公開文化財 公開場所 最寄り駅

銅造地
じ ぞ う ぼ さ つ

蔵菩薩坐
ざ ぞ う

像
（江戸六地蔵の1つ） 品

ほ ん せ ん

川寺（南品川3－5－17）
青物横丁駅
約3分

あわせて区内の都指定文化財もご覧いただけます

＊11月3日㈷・5日㈯・6日㈰のみ公開。
※法事などにより、公開されない時間帯があります。
※新型コロナウイルス感染症の状況により公開が中止になる場合があります。
※来場の際はマスクの着用など、感染予防対策をお願いします。

11月3日㈷～6日㈰ 午前10時～午後4時

通年公開　午前6時～午後5時

文化財一般公開

公開文化財 公開場所 最寄り駅

旧三井文庫第二書庫＊ 文庫の森（豊町1－16） 戸越公園駅
約6分

神
み こ し

輿、板垣退助墓 品川神社（北品川3－7－15） 新馬場駅
北口約4分

鏝
こ て

絵
え

天
あめのうずめのみこと

鈿女命功
こ う

績
せ き

図
ず

寄
よ り き

木神社（東品川1－35－8）
新馬場駅
北口約7分

居
い る ぎ じ ん じ ゃ

木神社末
まっしゃいつくしまじんじゃ

社厳島神社
（旧松原家屋敷神） 居

い る ぎ

木神社（大崎3－8－20）
大崎駅
西口約5分

伊藤博文墓 伊藤博文墓所
（西大井6－10－18）

西大井駅
約3分

木造五
ご

智
ち

如
に ょ

来
ら い

坐
ざ

像
ぞ う

養
ようぎょくいん

玉院（西大井5－22－25）
西大井駅
約8分

石造狛
こまいぬ

犬
戸越八幡神社のケンポナシ

戸越八幡神社
（戸越2－6－23）

戸越公園駅
約10分

木造阿
あ み だ に ょ ら い ざ ぞ う

弥陀如来坐像 行
ぎょうけいじ

慶寺（戸越2－6－31） 戸越公園駅
約10分

日時 10月30日㈰ 午前11時～午後4時
会場／西小山駅前
内容／ステージ、模擬店、しながわ観光大使のショー　ほか
※詳しくは、しながわ観光協会ホームページ HP shinagawa-kanko.
or.jp/event/nishikoyamatsuri2022/をご覧ください。

西小山駅前で地元店舗を中
心とした飲食や物販の出店
やプロのパフォーマーによる
ステージなどを予定していま
す。周辺の店舗ではカレー
フェスも実施します。

問い合わせ  
しながわ観光協会（☎5743−7642 Fax5743−7643）
文化観光課観光係（☎5742−6913 Fax5742−6893）

ホームページは
こちらから

10月27日㈭・28日㈮に開催する本会議での一般質問の様子が、ケーブルテレビ品川で放送
されます。区議会本会議の放送では、手話通訳を取り入れています。

ケーブルテレビ放送

ケーブルテレビ放送以外にも本会議のインターネット生中継をしています。また、
本会議終了後おおむね一週間で録画配信しています。品川区議会ホームページの
「インターネット中継」からご覧ください。

区議会の ●10月27日㈭の一般質問
内容 放送日時

鈴木　真澄
（自　民）

10/31㈪ 20:00～20:45
（再）11/5 ㈯ 16:00～16:45

新妻さえ子
（公　明）

10/31㈪ 21:00～21:45
（再）11/5 ㈯ 17:00～17:45

安藤たい作
（共　産）

11/1 ㈫ 20:00～20:45
（再）11/5 ㈯ 18:00～18:45

須貝　行宏
（品　改）

11/1 ㈫ 21:00～22:00
（再）11/5 ㈯ 20:00～21:00

高橋しんじ
（無所属）

11/2 ㈬ 20:00～20:45
（再）11/5 ㈯ 21:00～21:45

●10月28日㈮の一般質問
内容 放送日時

鈴木　　博
（自　民）

11/2 ㈬ 21:00～21:45
（再）11/6 ㈰ 16:00～16:45

あくつ広王
（公　明）

11/3 ㈷ 20 :00～20:45
（再）11/6 ㈰ 17:00～17:45

松本ときひろ
（維　新）

11/3 ㈷ 21:00～22:00
（再）11/6 ㈰ 18:00～19:00

鈴木ひろ子
（共　産）

11/4 ㈮ 20 :00～20:45
（再）11/6 ㈰ 20:00 ～20:45

湯澤　一貴
（自　民）

11/4 ㈮ 21:00～21:45
（再）11/6 ㈰ 21:00～21:45

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

品川区の観光大使“見習い”
「ハタチの龍馬」が観光情報を発信！

ネットショッピング、キャッシュレス決済（支払い）などについて、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を学びます。
日時／11月22日㈫・25日㈮・29日㈫ 午前10時～11時30分（全3回）
会場／中小企業センター（西品川1−28−3）
講師／原田由里（ECネットワーク理事）
対象・定員／全日程受講可能な方30人（先着）
※パソコン・スマホを使った操作説明ではありません。
※シニア向けの内容です。
申込方法・問い合わせ／電話で、消費者センター

（☎6421−6136 Fax6421−6132）へ

消費生活
教室

「しまった！ こまった！ きりぬけた！
 ～事例で学ぶスマホ・ネットトラブル回避術～」

ハタチの龍馬のTwitterアカウントで、区内の観光情報をつぶやいています。
ぜひフォローしてください。

Twitterアカウント @hatachino_ryoma
投稿内容／観光スポット、イベント、お勧めの飲食店 など

ツイッターは
こちらから
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問い合わせ  文化観光課観光係（☎5742－6913 Fax5742－6893）
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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 11月1日号 ⃝区の情報発信　ほか

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 10月12日時点の情報です

問い合わせ 品川区シェアサイクル運営事務局（  0570－783－677 https://docomo-cycle.jp/tokyo/）
 土木管理課交通安全係（☎5742－6615 Fax5742－6887）

「品川区シェアサイクル」をご活用ください！

シェアサイクルは区内に93ポート設
置され、多くの方に利用されています。
現在、品川区を含めた14区（千代田・中
央・港・新宿・文京・墨田・江東・目黒・
大田・渋谷・中野・杉並・練馬）で広域連
携をしており、14区内であれば、どのサ
イクルポート（専用駐輪場）でも借りた
り返したりすることができます。

登録や利用には
バイクシェアアプリ

が便利です

会社やホテル、マンションなどの
空いているスペースを、サイクル
ポート設置場所として提供してい
ただけませんか。

　募集条件
● 場所＝道路から直接利用でき、

長さ4ｍ×奥行2ｍ（自転車収容
可能スペース5台）以上

●利用時間＝原則24時間開放

「
サ

イ
ク

ルポート設置スペース」を募集しています

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

電話番号 03−6633−2433 FAX番号 03−6684−4845＊

受付時間 午前9時～午後7時
 

随時、新しい
情報に更新
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。

※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。

問い合わせ

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・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）

新型コロナウイルス感染症全般について

●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）

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）

問い合わせ  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）

●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）

無料のPCR検査を受けたい方

●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
　☎5742－9108
　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。

自宅療養者の相談窓口

うちさぽ東京に
ついて

詳しくはこちらから

区の集団接種会場では、使用ワクチンがオミクロン株（BA.1）対応からオミクロン株（BA.4/5）対応に切り
替わりました。医療機関については、準備が整った施設より順次切り替わります。

対象者
初回接種（1・2回目）を完了した12歳以上の方
※オミクロン株対応のワクチン接種は現時点で1人1回です。
※従来ワクチンを4回目まで接種済みの方には、10月20日に接種券を発送しました。
※現時点で接種間隔は前回接種より5カ月ですが、今後短縮される予定です。

今後、乳幼児（0歳6カ月～4歳）へのワクチン接
種が開始される予定です。詳細が決まり次第、
本紙や区ホームページでお知らせします。

オミクロン株対応ワクチン接種について 乳幼児（0歳6カ月～4歳）
のワクチン接種について


