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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

掲載記事は1月12日時点の情報です。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。

感染予防・感染対策を引き続き実施しましょう

伝 統の

技と味
しながわ展

第32回 色鮮やかな江戸切子、和裁、東京手描友禅。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触れ、話を聞くこともできます。
伝統工芸のほか、和菓子やお茶など、伝統の味もあります。ぜひご来場ください。

2月11日㈷・12日㈰午前10時～午後4時
きゅりあん7階イベントホール（大井町駅前）

日時

会場

主催／品川区、品川区伝統工芸保存会
※入場の際は、マスクの着用をお願いします。
※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内容などが変更となる場合があります。

問い合わせ  商業・ものづくり課管理係（☎5498－6335 Fax3787－7961）
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職人さんを知ろう
①仏像彫刻～榎本宣道～
　日程／2月11日㈷
②漆工芸～保井俊次～
　日程／2月12日㈰
※①②とも時間は午前10
時30分～11時15分。

日程 内容 時間（各45分） 費用

2月
11日㈷

①すだれのランチョンマット
（江戸すだれ：鈴木祐二）

午前
11時30分から 700円

②畳コースターつくり
（畳：松井雅治）

午後
1時15分から 300円

③表具つくり体験
（表具：佐野文夫）

午後
2時30分から 800円

2月
12日㈰

①ハンカチにワンポイント
　刺繍体験
（日本刺繍：笹原木実）

午後1時から 1,000円

②しじみのストラップつくり
（和裁：釼持博）

午後
2時30分から 600円

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、各教室の開始15分
前にふれあい教室の受付へ

※事前予約は受け付けていません。

ステージ
⃝2月11日㈷ 
　�午後0時30分～1時：お琴演奏（品川区邦
楽連盟）

　午後3時15分～3時45分：大道芸（和田奈月）
⃝2月12日㈰
　午後3時15分～3時45分：大道芸（clownものまる）
伝統文化あそび体験

　けん玉、コマ回し、習字、昔ながらの遊びが体験できます。
SDGsについて学ぼう

　忍たま乱太郎のSDGsパネルを展示します。
積み木コーナー

　山梨県早川町の間伐材を使った積み木で遊ぶことができます。
その他の企画

⃝しながわ土産コーナー
⃝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）、CoveCoffeeRoasters（焼菓子）

入場無料
（予約不要）

主なイベント内容

仏像彫刻

しじみのストラップ

clownものまる

① 仏像彫刻（榎本宣道）
② 骨

こ っ

董
と う

修理（鎌田民夫）
③ 江戸切子（川辺勝久）
④ 和裁（釼持博）
⑤ 日本刺

し

繍
しゅう

（笹原木実）
⑥ 表具（佐野文夫）
⑦ 陶芸（島村ひかり）
⑧ 提

ちょうちん

灯文字（下田洋靖）
⑨ 江戸すだれ（鈴木祐二）
⑩ 漆工芸（田中勝重・保井俊次）
⑪ 東京桐

き り た ん す

箪笥（林正次・林英知）
⑫ 草

く さ

木
き

染
ぞ め

手
て

機
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織
お り

物
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（藤山千春・藤山優子）
⑬ 畳（松井雅治）
⑭ 東京手描友禅（木下順子）

①小澤商店（お茶）
②ヨシナカブレッド（パン）
③こくぼのおこめ（米）
④御菓子処くらたや（和菓子）

① 和裁（高橋紀子）
② 東京手描友禅（成沢泰昭）
③ 理美容鋏

はさみ

製造（新保欽二）
④ 金網（蔦勇作）

●実演 ●作品展示

表具

和裁 御菓子処くらたや

ヨシナカブレッド
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4年度 区民活動助成採択団体による成果報告会
　身近な地域では多くの団体が地域課題解決のため、様々な活動をしています。
どのようなことが行われているか実際に活動している方たちの声を聞き、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助成事業の成果報告会へぜひお越しください。

日時 2月3日㈮午後1時30分～3時30分　※入退場自由。
会場 きゅりあん6階大会議室（大井町駅前）
定員 20人（先着）

申込方法 �2月2日㈭までに、電話かFAXで、氏名、電話番号を地域
活動課協働推進係へ

※手話通訳が必要な方は、1月27日㈮までにご連絡ください。

団体名 事業名 内容

❶ アレルギーの正しい理解を
サポートするみんなの会 しながわアレルギーネットワーク

アレルギーがある人の生活の質の向上
のため、適切な情報を届けるネットワー
クづくり

❷マナビファクトリー 生活困窮世帯の中高生への学習支援事業
経済的な困難を抱える家庭の子どもを
対象とした、無料の学習支援とそれを
支える地域ボランティアの養成

❸すまいるキッズ わくわくプログラミング教室
子どもの思考力・表現力・自己肯定感
を向上させるため、小学生を対象に楽
しく学ぶプログラミング教室を実施

❹ モノづくりＸプログラミング
for Shinagawa ハイブリッド型イベント運営テクニック研修会

コロナ禍で事業を実施できない地域団
体向けに、対面とオンライン同時開催イ
ベントの運営講座を実施

❺でっこぼっこ 発達に特性傾向のある親子の健やかな学びと
成長をめざした学習サポート事業

学習が困難な子どもたちそれぞれに応
じた学習プログラムを提供し、「その子
らしく」成長できるようサポート

　問い合わせ　地域活動課協働推進係（☎5742－6605 Fax5742－6878）

　出展団体一覧
　●国際
　IWC国際市民の会
　難民を助ける会[AAR　Japan]
　ELCA東京
●文化・スポーツ・生涯学習
　八潮ハーモニー
●暮らし・経済
　協働まちづくり
　もったいない塾
●環境・みどり
　なぎさの森お～いにボランティア
　しながわ花海道
●子育て・教育
　立正大学研究推進・地域連携センター
　みんなの食育
　コソリテ
　コアネット
　すまいるキッズ
　マッシュ＆ルーム

　モノづくりXプログラミング　for　Shinagawa
　子ども若者応援ネットワーク品川
　でっこぼっこ
　子ども食堂　ぬまフェス!!
　東京都社会保険労務士会臨海統括支部　キャリア教育研究会
●福祉・健康
　アレルギーの正しい理解をサポートするみんなの会
　品川区社会福祉協議会　品川ボランティアセンター
　NGO外反母趾研究会
　ハンディ＆シニア企画
　生活工房ひとくふう
　健康生きがいづくり品川協議会
　市民後見人の会
　プラチナ美容塾
　品川区民生委員協議会
●その他
　品川区保護司会
　ためま

  ●30団体がそれぞれの活動を紹介します

スマートフォンの基本操作方法の
体験や疑問を相談できます。

出張スマホ体験教室
・相談in八潮

内容 時間

スマホ体験教室 ①10:00～12:00
②13:30～15:30

日程／2月24日㈮
会場／八潮区民集会所（八潮5－10－27）
対象・定員／① ②は区内在住で、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く、自分で会
場まで来ることができる60歳以上の方各16人（抽選）
③～⑩は区内在住で、自分で会場まで来ることができ
る60歳以上の方各4人（抽選）
申込方法／2月3日㈮までに、電話かFAXで、希望番
号、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（ 0120－616
－614〈土・日曜日、祝日を除く午前9時～午後5時〉 
Fax048－461－8486）へ
※教室では貸し出し用のスマートフォン（Android）を
使用します。

内容 時間

スマホ相談

③10:00～10:30 ⑦13:30～14:00
④10:30～11:00 ⑧14:00～14:30
⑤11:00～11:30 ⑨14:30～15:00
⑥11:30～12:00 ⑩15:00～15:30

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）

　区内で地域の課題解決のために活動している団体
の情報を発信し交流を図るためのイベントです。各
団体の有志が集まって実行委員会を結成し、区民と
区との協働で開催します。
　お子さん向けワークショップやお弁当・お菓子など
のテイクアウトもあります。ぜひご来場ください。

2月25日㈯ 午前10時～午後3時
　会場　 きゅりあん7階イベントホール（大井町駅前）
　主催　 しながわ地域貢献活動展実行委員会

問い合わせ  地域活動課協働推進係
　　　　　  （☎5742－6605 Fax5742－6878）

しながわ地域貢献活動展 ～知る！つながる！体験できる！～
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環境基本計画とは、区の環境の保全に関する施策を計画的に推進するための基本となる計画です。主な内容としては、地球温暖化対
策をはじめとした様々な環境分野の統合的な施策と、その施策を推進するために必要な取り組みを示しています。

主な内容

基本目標および施策体系図

に対するご意見をお寄せください
「品川区環境基本計画（素案）」

　区では、「品川区環境基本計画」を平成30（2018）年4月から運用し、「みんなで創り育てる環境都市」を将来像
に掲げ、環境に関する施策を推進してきました。環境問題をとりまく状況が大きく変動していることを踏まえ、令和9
（2027）年度までの計画期間後半に向けた中間見直しを行います。
　この度、素案がまとまりましたので、皆さんのご意見をお寄せください。

　問い合わせ　環境課環境管理係（〠140－8715品川区役所本庁舎6階☎5742－6949 Fax5742－6853）

地球温暖化の進行およびそれに伴う気候変動、加えて生物多様性の損失などの新たな環境に関する動向を踏まえ、包含計画である「品川
区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を強化するとともに、新たに「品川区地域気候変動適応計画」および「品川区生物多様性地域戦
略」を追加した計画とします。

皆さんのご意見を
お寄せください

2月17日㈮（消印有効）までに、意見、住所、氏名、電話番号を環境課へ郵送かFAX、持参
〇区ホームページの応募フォームも利用できます。

「品川区環境基本計画（素案）」の全文は、環境課（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、図書館、区ホームページでご覧いただけます。

応募方法 区ホームページは
こちらから

ご覧いただけます

将来像 基本目標 施策の方向性

み
ん
な
で
創
り
育
て
る
環
境
都
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基本目標1
「脱炭素なくらし・仕事・まち」を実現する（地球温暖化対策）
【品川区地球温暖化対策実行計画（区域施策編）】
【品川区地域気候変動適応計画】

基本目標2
「持続可能な循環型都市」を実現する（資源循環）

基本目標3
「水とみどりがつなぐまち」を実現する（自然環境）
【品川区生物多様性地域戦略】

基本目標4
「すこやかで快適な暮らし」を実現する（生活環境）

共通目標
次世代につながる「日常的に実践する人」を育てる
（環境教育・環境コミュニケーション）

基本目標5
「やすらぎとにぎわいの都市景観」を形成する（文化環境）

共通－1 環境情報を発信する

共通－2 環境学習・体験を推進する

共通－3 協働により環境活動を推進する

2－1 ごみの発生抑制を推進する

2－2 資源リサイクルを推進する

2－3 適正処理を推進する

3－1 水とみどりを守り育てる

3－2 水とみどりが身近にある豊かな暮らしをつくる

3－3 品川らしい水とみどりを継承しまちづくりに活
い

かす

3－4 みんなで水とみどりを育む

3－5 生態系の保全と再生

1－1 エネルギー利用をさらに削減する

1－2 革新的な技術導入により再生可能エネルギー利用を拡大する

1－3 脱炭素なまちづくりを推進する

1－4 気候変動に適応する取組を推進する

4－1 すこやかな暮らしを守る

4－2 人にやさしい地域づくりを目指す

5－1 歴史や文化を大切にし、魅力ある街並みをつくる
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お知らせ

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。

5年度　夏の海外派遣説明会
ニュージーランド語学研修の説明会を開催します。
日 2月9日㈭�午後7時～8時30分
場区役所講堂（第三庁舎6階）
人区内在住の中学生・高校生と保護者
※派遣対象は5年度に中学2年生～高校生の方15人（選考）。
申 問 電話で、品川区国際友好協会（☎5742－6517�
Fax5742－6518）へ

子育てサポート商品券（区内共通商品券）の配布対象者を拡大しました！
区では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て支援策として、
お子さんひとりにつき2万円分の区内共通商品券を配布しています。
●配布対象となるお子さんの年齢を拡大しました
拡大前／平成31年4月2日～令和4年4月1日生まれのお子さん
拡大後／平成28年4月2日～令和4年4月1日生まれのお子さん
※まだ申請されていない対象年齢拡大前のお子さんも一緒に申請できます。
利用の流れ／

利用できる店舗／
区内約2,000の店舗（大型店を除く）
※詳しくは品川区商店街連合会ホームページをご覧ください。

※1月以降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ています。

※スマートフォンやパソコンが利用できない方はお問い合わせください。

❶　新たに対象となったお子さんを養育しているご家庭に案内を送付

❷　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

❸　区で審査のうえ、Eメールで配布の決定を通知

❹　商品券を簡易書留で送付

品川区商店街連合会
ホームページはこちらから

問い合わせ
子ども家庭支援センター（☎6421－5281�Fax6421－5238）

申請期限も
3月31日まで
延長！

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>）
2月11日㈷・25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）。

ご協力ください 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。3月号の掲載は、2月
17日㈮までに電話かFAXでお申し込みください。

粗大ごみのリユース品提供を実施しています
粗大ごみの中でまだ使える物をインターネット上で
出品する事業を行っています。詳しくは、区ホーム
ページをご覧ください。

⃝ 使用済みインクカートリッジの回収
区役所・地域センターなど26カ所で回収しています。
※トナーカートリッジは対象外。

⃝注射針は区では収集しません
　「使用済み注射針回収薬局」の看板のある薬局へ持参するか、処方された医療機関に返却してください。

⃝ 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。

キャラ
クター

コカモメ コカンガルー

子ど
も家

庭支援センター

「広報しながわ」を
個別配送しています

「広報しながわ」は、新
聞折り込みのほか、区
施設、区内全駅、郵便
局などで配布していま
す。区ホームページで
も公開しています。区
内在住で希望する方
に、個別配送をしてい
ます。
申込方法／
電話かFAXで、住所、
氏名、電話番号を広報広聴課へ
●区ホームページから電子申請もできます。

問い合わせ
広報広聴課（☎5742－6644 Fax5742－6870）

無料のアプリ「カタログポケット」をイ
ンストールすると、スマートフォンやタ

ブレットで簡単にご覧いただけます。「広報しながわ」
のほか、「しながわ防災ハンドブック」や品川区PR冊
子「つなごう品川」なども配信していま
す。コンテンツをダウンロードしておく
と、オフラインでもご覧いただけます。

アプリ版 広報しながわ

場所／①マイガーデン南大井（南大井1－13みなみ児童遊園内）
②マイガーデン西五反田（西五反田6－3－21）
対象／区内在住の方
※現在マイガーデンを利用している方は申し込めません。
利用料／①1区画（10㎡）②1区画（7㎡）＝22,000円（11カ月分）
申込方法・問い合わせ／2月3日㈮（必着）までに、区ホームページの電子申請
か往復はがきに「マイガーデン利用」とし、利用希望の地区名（南大井か西五反
田）、住所、氏名、電話番号、動機を公園課公園維持担当（〠140－8715品川区役
所☎5742－6789�Fax5742－9127）へ
※南大井と西五反田両方への申し込みはできません。
※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。

4月～6年2月
利用期間

①南大井：32区画
②西五反田：16区画

募集数（抽選）
マイガーデン（区民農園）
利用者を募集します

のたより税

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で、スマートフォンやパソコンを使って確
定申告書を作成すると、マイナンバーカードを用いたオンラインでの提出ができます。

ｅ-Taxのポイント
⃝画面の案内に従って金額などを入力すると、税額などが自動計算されます。
⃝税務署に行かずに申告できます。
⃝�生命保険料控除証明書などの添付書類は、記載内容を入力・送信することで提出・提示が
不要になります。

※原則、法定申告期限から5年間は税務署から書類の提出や提示を求められることがありま
す。
⃝ｅ-Taxで提出した還付申告は、3週間程度で還付されます。
※書面提出の場合は、1カ月～1カ月半程度かかります。

問い合わせ  品川税務署☎3443－4171、荏原税務署☎3783－5371

国税庁ホームページ HP www.nta.go.jp/

「確定申告書等
作成コーナー」は

こちらから

確定申告はご自宅からｅ-Taxをご利用ください
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52023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。

● 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

※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。

※3月末まで受付時間を毎日24時間に拡大します（土・日曜日、祝日を含む）。

キリトリ線

キ
リ
ト
リ
線

品　川 大　井 荏　原
精神保健相談（こころの病気など）   3日㈮   8日㈬ 17日㈮
うつ病あんしん相談 24日㈮   8日㈬ 21日㈫
高齢期のこころの相談 28日㈫   7日㈫ 10日㈮
児童思春期のこころの相談   1日㈬ 16日㈭   7日㈫

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）2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

思春期家族教室（予約制）
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13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

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 2月17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）

精神保健地域サポート講演会
「ひきこもりの理解と支援」
〈オンライン開催〉
日 2月17日㈮�午後3時～5時
講近藤直司（大正大学教授）
人 精神保健福祉分野に携わっている方
40人（先着）
申 問 1月31日㈫までに、電話かFAXで、
氏名（所属も）、電話番号を品川保健セン
ター（☎3474－2903�Fax3474－2034）
へ　○区ホームページの電子申請からも
申し込めます。

ひきこもり家族学習会
日 2月16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

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）

1月22日㈰
1月29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）

1月22日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

柿島医院 大井3−21−10 ☎3775−5171
かわもり歯科医院 大井3−4−8 ☎3772−8244
K歯科クリニック 西品川2−14−6 ☎5719−5800
阿部整骨院 西品川3−1−20 ☎3490−2730
武石接骨院 豊町2−17−8 ☎3781−4450

1月29日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

岩端医院 大井1−55−14 ☎3775−1551
由井歯科 二葉1−20−7 ☎3788−1610
辛島歯科医院 小山5−8−20 ☎3781−2627
篠原接骨院 西大井2−4−19 ☎3775−2407
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）

1月21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

1月28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

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
※いずれか一つを選択

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☎3785－4129

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。

◇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
人 4年12月1日現在、東京都後期高齢者医療の加入者で、3年9月から4年8月までの12
カ月間に保険診療で医療機関等への受診履歴がある方（4年12月2日～16日に資格を
喪失された方を除く）
※確定申告（医療費控除）の際に本通知を添付することで、4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、4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）

◇「しながわふれあいメッセージ」
　受賞作品決定のお知らせ
　皆さんからいただいた介護職員への温かいメッセージ164
作品の中から、5つの受賞作品が決定しました。
　受賞作品を掲載したリーフレットを高齢者福祉課（本庁舎
3階）で配布しています。数に限りがありますので、ご希望の
方はお早めにお受け取りください。
※一部の作品は区ホームページにも掲載しています。
問高齢者福祉課高齢者支援第二係
（☎5742－6730�Fax5742－6881）
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お知らせ
東急電鉄大井町線（戸越公園駅付近）
連続立体交差化計画などに関する
都市計画素案説明会
東京都・品川区・東急電鉄は、東急電鉄大
井町線（戸越公園駅付近）の連続立体交差
化計画および関連する道路計画と、戸越
公園駅の交通広場（駅前広場）計画の都市
計画素案説明会を開催します。
日①2月9日㈭�午後7時～8時30分
②2月11日㈷午後2時～3時30分
※開場は各回30分前。
※①②とも同内容。
場豊葉の杜学園（二葉1－3－40）
※駐車場はありません。
人各400人（先着）
※手話通訳あり。
※お子さんの同伴可。
託児／生後6カ月～6歳（未就学）のお子さ
ん（先着）
※託児については、2月6日㈪午後4時ま
でに、電話でジャパンベビーシッターサー
ビス☎3423－1251（土・日曜日、祝日を
除く午前10時～午後5時）へ申し込み。
参当日、直接会場へ
●説明会資料は、説明会開始時刻より東
京都都市整備局と区ホームページで公開
します。
問連続立体交差化計画および関連する道
路計画について：東京都交通企画課☎
5388－3284
戸越公園駅交通広場（駅前広場）計画に
ついて：品川区都市開発課（☎5742－
7653�Fax5742－6942）

電動キックボード、ペダル付原動機付
自転車（通称モペット）にはナンバー
プレートが必要です
　電動キックボード、ペダル付原動機付自
転車は、その性能により、道路交通法なら
びに道路運送車両法上の「車両」に該当し
ます。そのため、申告（登録）手続きが必要
となり、毎年の軽自動車税（種別割）の納
税義務が発生します。
　該当車両を所有している方は、税務課
（本庁舎4階）で申告（登録）を行い、ナン
バープレートの交付を受けてください。
⃝道路を走行する場合は、次のことを守っ
てください
・運転免許証の携帯、ヘルメットの着用、公
道の走行
・自賠責保険（共済）への加入
・道路運送車両法上の保安基準への適合

問税務課軽自動車税担当
（☎5742－6667�Fax5742－7108）

戦没者等のご遺族の方へ
第十一回特別弔慰金が支給されます
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2
年4月1日（基準日）において、「恩給法によ
る公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」などを受ける方
（戦没者等の妻や父母など）がいない場
合に、次の順番による先順位のご遺族一
人に25万円の記名国債が支給されます。
⑴令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者
遺族等援護法による弔慰金の受給権を取
得した方　⑵戦没者等の子　⑶戦没者等
の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有し
ていることなどの要件を満たしているかど
うかにより、順番が入れ替わります。
⑷上記⑴から⑶以外の戦没者等の三親等
内の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年
以上の生計関係を有していた方に限りま
す。詳しくはお問い合わせください。
請求期限／3月31日㈮
※申請は予約制。
問福祉計画課地域包括ケア推進係
（☎5742－6603�Fax5742－6797）

第6回品川区まちづくりマスタープラン
改定委員会
日 2月3日㈮�午前9時30分～11時30分
場中小企業センター（西品川1－28－3）
内改定案について
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法／当日、午前9時から会場で傍
聴券を交付
問都市計画課計画調整担当
（☎5742－6760�Fax5742－6889）

ＤＸ・デジタル技術活用相談窓口
区内中小企業におけるDX（デジタルトラン
スフォーメーション）化やデジタル技術の活
用に関する相談に対して、専門的な知識を
有するDXコーディネーターを無料で派遣
し、適切なアドバイスを行います。
日月～金曜日午前9時～午後5時
※祝日を除く。
人区内中小企業
※申込方法など詳しくは、DX・デジタル技
術活用推進事業ホームページ HP shina
gawa-dx-digital.com/technology_
counter/をご覧ください。

※派遣回数は区が決定します。
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340�Fax5498－6338）

荏原文化センターからのお知らせ
調光操作卓更新工事のため、大ホールの
貸し出しを休止します。
日 2月6日㈪～20日㈪
問荏原文化センター
（☎3785－1241�Fax5702－2843）

水神児童センター休館のお知らせ
排水管工事のため休館します。
日 2月6日㈪～10日㈮
※再開は2月13日㈪から。
問子ども育成課育成支援係
（☎5742－7823�Fax5742－6351）

税　金
特別区民税・都民税（住民税）の
申告書を発送します
5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）

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
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。
問税務課収納管理係
（☎5742－6669�Fax3777－1292）

国保・年金
国民健康保険医療費通知を
送付します
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（3年11月～4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／4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）

催　し
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。
※詳しくは同センターホームページ 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 2月3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「冬の大三角」
日 2月24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）
────────�共通�────────
場 申 問 ①②は当日、直接同センターへ。
③は2月14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2月16日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

講　座
朗読劇で学ぶ事業承継セミナー
日 2月14日㈫�午後6時30分～8時
場大崎ブライトコアホール
（北品川5－5－15）
人 区内中小企業の経営者・後継者20人
（先着）
※申込方法など詳しくは、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）

人材確保に向けた採用力・定着促進
セミナー〈オンラインセミナー〉
求人で自社の魅力をより伝える手法と、誰
もが働きやすい組織づくりについて解説し
ます。
日 2月17日㈮�午後2時～5時10分
講五十川将史（ウエルズ社会保険労務士
事務所代表）、大野知美（あすそら社会保
険労務士事務所代表）、曽根佳弘（三義漆
器店代表取締役）
申 2月17日㈮正午までに、中小企業支援
サイトHP www.mics.city.shinagawa.
tokyo.jp/の申し込みフォームから申し込み
問商業・ものづくり課中小企業支援係
（☎5498－6340�Fax5498－6338）

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。
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72023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。

ママのリフレッシュタイム
「Y　 ヨ  ガ  ロ  マ 　ogaroma講座」
腰回りなどの骨盤を整えるポーズと、それ
を促進するアロマを体感します。
日 2月25日㈯�午前10時～11時30分
※受け付けは午前9時45分から。
場平塚橋ゆうゆうプラザ（西中延1－2－8）
人区内在住か在勤で、小学生以下のお子
さんがいる母親30人（抽選）
託児／1歳～就学前のお子さん6人（先着）
申 問 2月13日㈪（必着）までに、往復はが
きかFAXで、講座名、住所、氏名（ふりが
な）、年齢、電話番号、Ｅメールアドレス、託
児希望の方はお子さんの氏名（ふりがな）・
年齢を子ども育成課庶務係（〠140－
8715品川区役所☎5742－6692�
Fax5742－6351）へ
○区ホームページの電子申請からも申し
込めます。

品川総合福祉センター福祉啓発講座
「ヤングケアラーのためにできるこ
と」〈オンライン同時開催〉
日 3月3日㈮�午後2時～4時
場きゅりあん（大井町駅前）
講町亞聖（フリーアナウンサー）
人①会場80人②オンライン80人（先着）
申 問 2月22日㈬（必着）までに、はがきかE
メールに「ヤングケアラー講座申込」とし、
①か②の希望、氏名（所属なども）、電話番
号、オンライン参加希望の方はEメールア
ドレスを品川総合福祉センター地域福祉課
（〠140－0003八潮5－1－1☎3790－
4839� Fax5755－2345 chifuku.
kouza@gmail.com）へ

二葉図書館防災講座「いざという時
のために日頃から備えよう！」
品川区の自然災害について学んでみませ
んか。
日 2月18日㈯�午後2時～3時
場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

メイプルカルチャー講座
現在募集中の講座です。定員になり次第
締め切ります。
⃝気軽に英会話（初中級）
日 1月27日～3月17日の金曜日
午後1時～2時30分（全8回）
※全10回のうち、3回目からの途中入会。
人 5人（先着）
￥ 18,480円
⃝日本画入門
日 1月31日～3月21日の火曜日
午後0時30分～3時（全5回）
※全6回のうち、2回目からの途中入会。
人 8人（先着）
￥ 10,450円
⃝カリグラフィー
日 2月10日～3月24日の金曜日
午後6時30分～8時（全4回）
※全6回のうち、3回目からの途中入会。
人 6人（先着）
￥ 6,600円（教材費別）
⃝固まるハーバリウム＆プリザアレンジ
日 2月12日㈰、3月12日㈰
午前10時～正午（全2回）
※全3回のうち、2回目からの途中入会。

人 5人（先着）
￥ 3,740円（教材費別）
────────�共通�────────
場 申 問 電話で、メイプルセンター（西大井
駅前☎3774－5050�Fax3776－5342）へ

募　集
第12期廃棄物減量等推進員募集
ごみの減量とリサイクル活動を推進するた
め、自ら積極的に取り組む方を募集します。
任期／4月1日～7年3月31日（2年間）
内ごみの排出抑制と分別の徹底を実践、
清掃・リサイクル活動を普及啓発、地域の
廃棄物の排出状況を報告
人区内在住か在勤で、18歳以上の方
20人程度（選考）
※活動費として年間2,000円分の区内共
通商品券を支給します。
申 問 2月15日㈬（必着）までに、はがきに
「推進員希望」とし、住所、氏名、生年月
日、電話番号を品川区清掃事務所（〠141
－0032大崎1－14－1☎3490－7098�
Fax3490－7041）へ

春季品川区吟剣詩舞道大会出演者募集
日 4月9日㈰�午前10時開演
※開場は午前9時30分から。
※時間変更の可能性あり。
場荏原文化センター（中延1－9－15）
内吟詠・剣詩舞（絶句程度）の発表
￥吟詠1,500円、剣詩舞2,000円
（昼食代込）
※新型コロナウイルス感染症の状況により
昼食の提供がなくなり、費用が変更となる
場合があります。

申 2月10日㈮（必着）までに、吟題、作者、
出演者名、電話番号、費用（受取人無記名
の定額小為替）、返信用はがきを品川区吟
剣詩舞道連盟・冨沢岳遥（〠142－0041
戸越4－2－2）へ郵送
問文化観光課文化振興係
（☎5742－6836�Fax5742－6893）

自衛官等募集案内（自衛官候補生）
受付期間／2月3日㈮まで
受験資格／18歳以上33歳未満の方
※詳しくはお問い合わせください。
問自衛隊五反田募集案内所
☎3445－7747
防災課防災安全・国民保護担当
（☎5742－6697�Fax3777－1181）

「第12回ウーマンズビジネスグランプ
リ2023 in 品川」観覧者募集

〈オンライン同時開催〉
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19日㈰�午後1時30分～5時15分
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、表彰式、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 www.
musashikoyama-sc.jp/をご覧ください。
問武蔵小山創業支援センター
☎5749－4540
商業・ものづくり課創業支援係
（☎5498－6333�Fax5498－6338）

区民の方は割引価格でお泊まりいただけます

伊東市広野1−3−17
☎0557−35−0321
Fax0557−35−0345

www.shinagawasou.com/

品川荘
日光市細尾町676−1
☎0288−54−0988
Fax0288−54−0954

www.korinsou.com/

光林荘

●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、ホームページの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、繁忙期は抽選、締め切りは受
付開始月の月末（午後6時）。

区民の方
（区内在住・在勤・在学）

利用月の6カ月前の1日から
8月分の受付／

2月1日㈬から
区民以外の方 利用月の4カ月前の1日から

午前9時〜午後6時電話受付

※1泊2食付き。1室1名利用の場合は2,200円の割り増し。　※品川荘は、入湯税150円がかかります。
※光林荘Ｂタイプ（室内にトイレなし）は、上記の料金から550円引き。

利用料金 ※「区民」は区内在住・在勤・在学の方

品川荘・光林荘Ａタイプ 区民料金（税込） 区外料金（税込）
区民と同伴 区外のみ

大人
（中学生以上）

平日・休日 6,443円 8,718円 10,450円
休前日 6,993円 9,268円 11,000円
繁忙期 7,970円 12,568円 14,300円

子ども（小学生） 通年 5,115円 7,700円   9,020円
乳幼児 寝具・食事不要の場合は無料　※食事のみは1,100円、寝具のみは3,055円

○�区民の方は区の補助により区民料金でご利用いただけるため、宿泊時に住所などが確認できるもの（運転免許証、マ
イナンバーカード、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、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。

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）

辛島美登里 Talk and Live 2023
～歓・感・還 + α～

デビュー34周年を振り返りながら、還暦後の人生観など
多彩な切り口のトークと、ピアノの弾き語りをお楽しみく
ださい。
日時 4月28日㈮午後6時30分開演（開場は午後6時）
会場 スクエア荏原ひらつかホール（荏原4－5－28）
料金 5,500円（全席指定）
※未就学児入場不可。
発売開始日・時間 2月3日㈮
窓口 午前9時から＝ きゅりあん・スクエア荏原・メイプルセンター・Ｏ美術館

（発売翌日以降のＯ美術館は午前10時から）
電話 午前10時から＝チケットセンターキュリア
※電話予約は座席選択不可。
インターネット 午前9時から＝https://www.shinagawa-culture.or.jp

問い合わせ  チケットセンターC
キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140�Fax5479－4160）

瀬戸内寂聴さんが亡くなるまでの17年間を撮影したド
キュメンタリー映画の上映会を開催します。上映の前
後には、認知症の方の視界を疑似体験できるVR（バー
チャルリアリティ）体験会も行います。
日時 2月24日㈮

上映会：午後2時～3時30分
※受け付けは午後1時20分から。
VR体験会（1人10分程度）：
①午後1時30分～2時②午後3時30分～4時
会場 荏原文化センター（中延1－9－15）
定員 200人（先着）
申込方法・問い合わせ 2月6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（☎5742－6802�Fax5742－6882）へ

「瀬戸内寂聴　99年生きて思うこと」
 ＋ 認知症VR体験会



古紙を配合した再生紙を使用しています

オンライン（マイナポータル）で「転出届」・「転入情報」・
「来庁予定日」などを入力・提出

提出された「転出届」を旧住所地自治体が審査

オンライン（マイナポータル）で本人あて通知

来庁予定日に新しい住所地自治体で転入手続き
（窓口での手続き）
※マイナンバーカードをご持参ください。

8 2023年１月21日号 ●次号予告 2月1日号 ⃝不燃化特区　⃝世論調査　ほか

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 1月12日時点の情報です

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

早めの接種をご検討ください 個別医療機関でも接種を実施しています

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 ☎5320－4327　② ☎5320－5971　③ ☎5320－7030
　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

引っ越し手続きの
オンラインサービス開始

マイナンバーカードをお持ちの方は、引っ越しの手続きがオンラインでできるようになります。

手続き方法 マイナポータルのぴったりサービスから「引越し」を選択し、転出や転入、転居の手続き内容を入力

●�オンライン（マイナポータル）で「来庁予定日」を入力
する際、土・日曜日、祝日を入力することはできません。
日曜開庁の日程も入力できませんのでご注意ください。

●�オンラインサービスのみでは手続きは完了しません。転
入および転居は必ず窓口での手続きが必要です。

問い合わせ 戸籍住民課住民異動担当（☎5742ー6660�Fax5709ー7625）

サービス開始日　2月6日㈪から
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転出・転入 転居

オンライン（マイナポータル）で「転居情報」・「来
庁予定日」などを入力・提出

来庁予定日に手続き可能な窓口で転居手続き
（窓口での手続き）
※マイナンバーカードをご持参ください。

受付窓口／戸籍住民課（本庁舎3階）、地域センター（品川第一・大崎第一・大井第一・荏原第一・荏原第四・八潮）
受付日時／月～金曜日：午前8時30分～午後5時
※戸籍住民課、荏原第一地域センターは火曜日：午後5時～7時、日曜日：午前8時30分～午後5時も受け付け。

「マイナポイント申し込み」や「健康保険証
登録」、「公金受取口座登録」の臨時サポート
窓口を開設します。ぜひご利用ください。

日程 場所

2月1日㈬～3日㈮ 大崎第一区民集会所
（西五反田3－6－3）

2月6日㈪～8日㈬ 品川第一区民集会所
（北品川3－11－16）

2月9日㈭・10日㈮
・13日㈪～16日㈭

荏原第四区民集会所
（中延5－3－12）

2月17日㈮・20日㈪
・21日㈫

大崎第二区民集会所
（大崎2－9－4）

受付時間／午前9時30分～午後3時30分
必要な物／マイナンバーカード、暗証番号（数
字4ケタ）、利用する決済サービスの情報（ID・
セキュリティコード）、金融機関口座情報な
ど

区民集会所（地域センター）で
マイナポイント臨時サポートを実施

　新型コロナウイルスワクチンの接種期間は、現時点で5年3月末までと示されています。
今後、区の集団接種会場を縮小していく予定ですので、未接種の方はお早めに接種をご
検討ください。
　なお、旧リボン旗の台（旗の台5－13－9）、旧荏原第四中学校（豊町3－5－31）、大井競
馬場（勝島2－1－2）では、予約なしでも接種が可能です。会場ごとに受付日時や使用ワク
チンが異なりますので、詳しくは区ホームページをご確認ください。

　区の集団接種会場以外に、品川区内の約150カ所の個別医療機
関でもワクチン接種を実施しています。医療機関ごとに予約方法
が異なりますので、詳しくは区ホームページの「接種会場一覧」を
ご確認ください。
※個別医療機関ではファイザーワクチンを取り扱っています。


