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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2月10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

一般社団法人 モノづくり ×
プログラミングfor Shinagawa

活動場所  区内各施設
※活動日程は不定期。
連絡先  Eメール：info@

monopro.tech
 

一般社団法人 でっこぼっこ

活動日程・場所  
火曜日：午後4時15分～６時30分
金曜日：午後3時30分～６時
大崎子どもラボ、レンタルスペース、
町会会館、区民集会所など
連絡先  ☎070－9062－8315

Eメール：info.dekkobokko@
gmail.com
 

NPO法人 マナビファクトリー

活動日程・場所  
土曜日：午後2時～４時
大井第二区民集会所など
連絡先  

☎090－7028－1168
Eメール：info@
manabifact.com

品川区では、多くの団体が地域課題解決のため、活発な地域活動を行っています。
今号は「わたしたちが住むまち」がもっと良いまちになるように

様々な活動に取り組む皆さんの「しながわ地域貢献活動」を紹介します。
4年度

区民活動助成
採択団体の紹介 問い合わせ  地域活動課協働推進係（☎5742－6693 Fax5742－6878）
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詳しい活動は2・3ページで詳しい活動は2・3ページで
紹介しています。紹介しています。

区で行われる公益事業をサポートしています
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マナビファクトリーわたしたちの地域貢献活動を紹介しますわたしたちの地域貢献活動を紹介します
（4年度区民活動助成に採択された事業）（4年度区民活動助成に採択された事業）

「長く続くコロナ禍で集団の環境
に慣れていない子どもたちは非常
に多く、また、小学校に入学し初
めて発達に特性傾向があること
に気づく場合もあります」と駒崎
さん。でっこぼっこでは、授業に
集中しづらい、文字の捉え方がう
まくできないなど、集団での学習
に困難な傾向のある子どもたちを対象に、「宿題」を入り口として一人ひとり
の課題へアプローチし、その子らしく勉強が続けられる方法を見つける取り
組みを進めています。さらに、保護者の方々に向けては悩みの相談を受けた
り、家庭でできる学習環境づくりや意識改善の方法なども提案。また、支
援者の育成プログラムにも力を注ぎ、支援者を増やすことで子どもたちを受
け入れる環境の整備も行っています。

　  ここに注力しています
● 何が分からないのか、どう伝えれば分かる

のかをしっかり見極める
● 苦手な分野を理解し、保護者の方とゴール

を決めて学習に取り組む
● わからなかったことが理解できるようにな

ることで、自分を否定しがちな子どもたち
の肯定感をはぐくむ

● 勉強に遊びの要素も取り入れ、学びの楽し
さや集中力、自主性を育てる

● 勉強だけでなく、集団生活に困難のある子
どもが話ができる場を提供する

　困りごとは地域によってそれぞれ異なります。必要な支援に気づき、
自分たちができることで、地域課題の解決に取り組んでいます。
　区では区内で行われる公益事業をサポートしています。

運動や遊びも学習につながります

団体名

すまいるキッズ
事業名：すまいるキッズプログラム

活動の概要
「プログラミングで子どもたちを笑顔に」をモッ
トーに活動しています。子ども向けのビジュア
ルプログラミング「ビスケット」や「スクラッチ」
を使用し、楽しく学ぶプログラミング講座を
実施しています。

 ビスケット… 対象 小学1～4年生
対面開催／オンライン開催
 スクラッチ… 対象 小学3～6年生
対面開催／オンライン開催

団体名

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

活動の概要
アレルギー疾患は国民の２人に１人が持つといわれ
ています。日常生活や治療に困難を抱える方やご家
族のＱＯＬ（生活の質）向上のためには正しい情報
提供が必要です。区民活動１年目は、品川区の地
域情報に基づいたアレルギーについてのサイト「し
ながわアレルギーねっと」を通じて、情報交換や交
流の場づくりをしています。

笑顔の輪が広がるネットワークづくりのため
に、ぜひみなさんの声を聞かせてください。

でっこぼっこ

本人が理解できるまで根気よく、宿題に取り組みます

モノづくり×プログラミング for Shinagawa

支援者を育成し、発達に特性傾向のある
子どもたちを受け入れる居場所や環境を増
やす。

目標はここ！

助成金があることで、指導者育成なども行えるようになりました。
区の支援がある活動と広く周知され、利用者の方々からの信頼度
も高くなりました。

助成制度
の利点

今後、ITやプログラミングはどんどん身近なものになっていきます。子どもたちの
成長に合わせて、楽しくプログラミングを学びましょう。まずは興味を持っていた
だきたいので、気軽にイベントにご参加ください。

その他の団体その他の団体

＊NPOサポートセンター
日本初の市民によるNPO支援団
体。NPO、公共、企業の垣根を越
えて社会問題を解決する人材を育成
し、NPOによる新たな社会システ
ムの構築をめざす。

区では地域活動団体に伴走する支援を
しています。NPOサポートセンター＊
との協働により、行政はもとより、異
なる立場からも専門的かつ先進的なア
ドバイスが得られます。

自組織だけでは解決できない組織や事業運営に関する悩みに
対し、問題の所在を明らかにすることで、解決へと導きます。
これから団体を立ちあげたい方へのアドバイスもしています。

組織や事業運営、資金調達、広報など、団体運営に必要な考
え方や具体的なノウハウが習得できる講座を開催しています。

地域活動のお悩み解決 団体相談
（月１回/要予約）

講座の開催
（年３回/要申し込み）

「団体名の『×（かける）』の
部分が、活動の重要なポイ
ントなんです。子どもたちや
地域の未来がより良くなる
ために、自分ができる分野
を掛け合わせたい」と杉本
さん。地域の発展をめざし、
得意のITスキルを掛け合わ
せるのは、「IT×子ども教育」や「IT×地域の活性化」。助成金採択事業では、
コロナ禍で対面のイベントが開催できないNPOなどの地域団体向けに、IT
活用やITツールの使い方を教え、オンライン開催を進められるように研修を
行いました。

研修会ではイベント運営に必要な音響・映像・配信のノウハウを教えます

実際の機器を使い説明します

　  ここに注力しています
● ITツールを使い、地域団体のオンライン活

動をサポート
● 体験学習でより実践に近い形で学びの場を

提供

ITでのネットワーク化をさらに広げ、地域
団体×企業など、地域発展のための支援
を掛け合わせ、縁の下の力持ちのような存
在になる。

目標はここ！

助成金があることで、持
続的に活動を行うことが
できています。また、地
域団体との協働のサポー
トなど、活動の幅や交流

が広がっているのを実感しています。

助成制度
の利点

石井さんは高校の教員として過ご
した6年の間、経済的な理由で進
学を諦める生徒の現状を目の当た
りにし、都内の学習支援団体で経
験を積んだのち無料で学習支援を
行う「マナビファクトリー」を設立。
「経済的な問題を抱えている家庭
の子どもたちは基礎学力が定着し
ていない傾向があります。授業に
ついていけず、将来や自分自身に希望を見い出せない子どもたちへ学習支援
を通じて、未来の可能性が広がるようサポートしたい」と石井さん。子ども
たちに勉強を教えるのは、その思いに賛同した区内在住・在勤の学生や社会
人の方々。雑談などを交えた学習は親しみやすく、気軽に質問や相談できる
ような環境を整えています。また、ここで学び大学に進学した生徒がいずれ
教える立場として戻ってこられるような、支援の循環もめざしています。

　  ここに注力しています
● 学力を伸ばし、自己肯定感や学ぶ意欲を育

てる
● 対話を大切にし、本音で話しができる関係

性を築く
● 将来の選択肢が増やせるよう、受験のサ

ポートや進路相談を行う

通常、5～8人の区内在住・在勤の学生・社会
人の方々が先生としてサポート

現在は約20人の中学・高校生が通っています

参加している生徒が「支援される側から支
援する側へ」と循環することができるよ
うめざす。さらに区全体にマナビファクト
リーの活動が広がることで経済的理由で
の学力の格差をなくし、将来の選択肢が
広がる環境にしたい。

目標はここ！

教材や文房具などの雑費にも経費がかかるので、助成金の金銭的
なサポートはとても大きいです。また、活動を行うための場所の
提供や情報の発信、周知など、区の活動支援も心強いです。

助成制度
の利点

問い合わせ 地域活動課協働推進係（☎5742－6693 Fax5742－6878）

事業名：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

事業名：
ハイブリッド型イベント運営テクニック研修会

事業名：
生活困窮世帯の中高生への学習支援

申し込み・問い合わせ／地域活動課協働推進係（☎5742－6693 Fax5742－6878）

連絡先
Eメール：
smilekids365＠gmail.
com

Eメール：minna@a-minna.org
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NPO法人 アレルギーの正しい理解をサポートするみんなの会

連絡先
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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

※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）。

※「品川区医師会休日診療所」「会営薬局しながわ」は2月13日㈪～3月31日㈮休診・休業します。
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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㈬ 22日㈬
高齢期のこころの相談 17日㈮   7日㈫   2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）3月

問 各保健センター

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 3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）

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 3月6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

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）
2月23日㈷
2月26日㈰

内 小
薬

荏原医師会休日診療所 予約制  中延2－6－5 ☎3783－2355
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）

2月23日㈷

内 小
内 小
内 小
歯
歯
骨
骨

宮平医院 西五反田4－22－3 ☎3491－0366
ふじいクリニック 西大井4－15－4 ☎5718－1417
石井診療所 南大井4－5－6 ☎3761－5477
伊藤歯科医院 大井6－1－14 ☎3777－8241
青柳歯科 小山4－3－1 ☎3781－0516
南品川整骨院 南品川3－6－49 ☎3474－7008
上条接骨院 二葉2－8－9 ☎3786－7949

2月26日㈰

内 小
内 小
内 小
歯
歯
骨
骨

のぞみクリニック 北品川2－9－12 ☎5769－0355
東京シティクリニック品川 八潮5－10－27 ☎3790－2551
柿島医院 大井3－21－10 ☎3775－5171
はぎさわ歯科 西大井6－13－12 ☎3778－0418
栗原医院 荏原2－10－13 ☎3782－0530
品川接骨院 南品川4－17－8 ☎3458－1993
昭和通り接骨院 西中延2－9－13 ☎3788－7470

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）

2月25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

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。

親子で楽しく防災ワークショップをしよう！　電子

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 2月28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
問 防災課（☎5742－6696 Fax3777－1181）

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
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

講　座 ぷよぷよプログラミング講座　電子

eスポーツのプロ選手がプログラミングを教えます。
日 3月21日㈷ 午後2時～4時
※受け付けは午後1時30分から。
場 住友不動産ガーデンタワー（西品川1－1－1）
人 区内在住か在学で、小学4～6年生のお子さん25人

（抽選）　※保護者1人のみ同伴可。
申 問 3月10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、同伴の保護者氏名を子ども育成
課庶務係（〠140－8715品川区役所☎5742－6692 
Fax5742－6351）へ

※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。

精神保健家族勉強会
日 3月8日㈬午後1時30分～3時
内 精神科における作業療法について
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

スマートフォンの基本操作を体験しながら
学べる入門コースです。フレイル予防の
講座や介護予防体操も行います。

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）

はじめてのはじめての
スマホ体験教室スマホ体験教室

スマホスマホ
よろず相談よろず相談

日程（各コースとも全4回） 会場
① 4月3日～24日の月曜日 旗の台シルバーセンター（旗の台4－13－1）
② 4月4日～25日の火曜日 東品川ゆうゆうプラザ（東品川3－32－10）
③ 4月6日～27日の木曜日 大崎ゆうゆうプラザ（大崎2－7－13）
④ 4月7日～28日の金曜日 大井三丁目高齢者憩いの場（大井3－17－16）

※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
①～③各10人 ④6人（抽選）
費用／各1,000円（教材費）
申込方法／3月3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。

4月コース募集

日程 内容
3月5日㈰ ロープワークでアクセサリー
3月19日㈰ 防災音あてゲーム・携帯トイレで芳香剤をつくろう！
3月26日㈰ パラコードでアクセサリーづくり

※時間は午前10時30分～11時30分。

8－7016  Fax3788－7900

予約制）
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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。

◇ 柔道整復師による機能訓練訪問のご案内
外出が難しい方や不安な方に、区内接骨院の柔道整復師（機能訓練指導員）が自宅を訪問し、
目標に向けた運動指導・外出訓練を短期集中で行います。
期間／3カ月（全24回）　※週2回、1回30分程度。
人 在宅介護支援センターに相談し総合事業対象者となるか、要支援1・2と判定され利用が必
要と認められた65歳以上の方
※併用できないサービスなどがあります。詳しくはお問い合わせください。
￥ 1回300円
申電話か直接、最寄りの在宅介護支援センターへ
問高齢者地域支援課介護予防推進係（☎5742－6733 Fax5742－6882）

◇高齢者外出習慣化事業（4～9月）
月に1回、楽しい外出の機会を作りませんか。健康に役
立つミニ講話やミニ体操、手作りの持ち帰り用軽食を
用意してお待ちしています。

人 区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができ
る65歳以上の方各10人程度（抽選）
￥ 各2,400円
申 問 3月3日㈮（必着）までに、はがきかFAXに「外出習
慣化」とし、希望番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電
話番号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

◇はつらつ健康教室（短期集中予防サービス）　4月コース募集
一時的な体力低下や外出・買い物などの生活行為に不安がある方に、専門職の指導による運
動・生活機能改善のための総合的なプログラムを短期集中で行います。
内 筋力トレーニング、栄養・口

こう

腔
く う

講話、グループワークなど
人 在宅介護支援センターに相談し総合事業対象者となるか、要支援1・2と判定された自分で
会場への往復ができる65歳以上の方
￥ 各3,600円
申 電話か直接、最寄りの在宅介護支援
センターへ
問 高齢者地域支援課介護予防推進係

（☎5742－6733 Fax5742－6882）

会場 日時（全6回）
①南品川シルバー
　センター

（南品川5－10－3）

第2金曜日
午後1時30分～3時
※8月のみ第1金曜日に実施

②東品川ゆうゆうプラザ
（東品川3－32－10）

第4金曜日
午後1時30分～3時

③平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

第2火曜日
午後1時30分～3時

④大井林町高齢者住宅
（東大井4－9－1）

第3火曜日
午前11時～午後0時30分

会場 日時（全12回）
大崎ゆうゆうプラザ

（大崎2－7－13）
4月5日～6月28日の
水曜日午前10時～正午

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

4月6日～6月22日の
木曜日午後2時～4時

平塚橋ゆうゆうプラザ
（西中延1－2－8）

4月7日～6月23日の
金曜日午後2時～4時

お知らせ

5年度食品衛生監視指導計画案の
公表・意見募集
閲覧期間／2月21日㈫～3月13日㈪
閲覧場所／生活衛生課（本庁舎7階）
※区ホームページでもご覧いただけます。
●食品衛生監視指導計画案への意見募集
応募方法・問 3月13日㈪（必着）までに、区
ホームページの電子申請、郵送かFAX
で、住所、氏名、年齢、電話番号、意見を
生活衛生課食品衛生担当（〠140－8715
品川区役所☎5742－9139 Fax5742－
9104）へ

第177回品川区都市計画審議会
日 3月8日㈬午後2時から
場 中小企業センター（西品川1－28－3）
審議案件／東京都市計画道路の変更

（五反田駅付近広場第1号）
報告案件／品川区まちづくりマスタープラ
ン改定案
傍聴人数／10人（先着）
傍聴方法・問 当日、午前8時30分～午後
1時30分に都市計画課（本庁舎6階☎
5742－6760 Fax5742－6889）で傍聴券
を交付

マンションに関する無料相談
●管理・運営に関する相談
日 毎月第2・4水曜日午後1時～4時
※1組1回50分（先着）。
相談員／マンション管理士
●建て替え・修繕に関する相談
日 毎月第3火曜日午後1時～4時
※1組1回80分（先着）。

相談員／一級建築士、弁護士、マンション
管理士
──────── 共通 ────────
場 申 問 1週間前までに、電話かFAXで、
住所、氏名（役職も）、電話番号、マンショ
ンの名称・築年数・戸数、相談内容を住宅
課住宅運営担当（本庁舎6階☎5742－
6776 Fax5742－6963）へ

第38回品川区防災フェア
「体験プログラム」事前申し込み
3月11日㈯に開催される「品川区防災フェ
ア」の体験プログラムへの参加には事前申
し込みが必要です。体験を希望される方
は申し込みのうえお越しください。
●はしご車乗車体験
場しながわ中央公園西側エリア（下神明駅
側）
人 20組（抽選）　※1組2人まで。
●トイドローン操作体験
場しながわ防災体験館（第二庁舎2階）
人 72人（抽選）
──────── 共通 ────────
申 3月2日㈭までに、品川区防災フェア
ホームページの申し込みフォームか電話
で、品川区防災フェア事務局（☎3766－
9278 HP www.shinagawa-bosaifair
2023.jp）へ
問 同事務局☎3766－9278
防災課（☎5742－6696 Fax3777－1181）

10月1日から廃棄物処理手数料が
改定されます
●家庭から出る多量ごみ
1㎏あたり 40.0円→46.0円

●事業系一般廃棄物
1㎏あたり 40.0円→46.0円
●事業系有料ごみ処理券
▽料金（10枚セット。70リットルのみ5枚
セット）
10リットル   760円→  870円
20リットル 1,520円→1,740円
45リットル 3,420円→3,910円
70リットル 2,660円→3,045円
※粗大ごみの料金は後日、本紙や区ホー
ムページなどでお知らせします。
ごみ収集を業者委託している方へ／
排出事業者が許可事業者へ処理を委託
する際の契約料金の上限も、1kgあたり
46.0円になります。また、清掃工場などに
直接持ち込んだ場合、1kgあたりの手数
料が10月1日から17.5円に改定されます。
問 品川区清掃事務所品川庁舎（☎3490－
7705 Fax3490－7041）、荏原庁舎（☎
3786－6552 Fax3783－5780）

占用許可の更新書類を送付します
区では、道路や公園などの占用許可を行っ
ています。許可の更新時期が近づいた方
に2月下旬から順次更新書類を送付します
ので、手続きをお願いします。詳しくはお
問い合わせください。
問 土木管理課占用係

（☎5742－6785 Fax5742－6887）

保養所をご利用ください

施設名 電話・FAX番号

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（9月分の受け付けは3
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、利用施設、利用月日、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）

国保・年金

5年度の国民年金保険料が決まりました
5年度の国民年金保険料は、月額16,520
円です。国民年金保険料の支払いには前
納割引制度があり、口座振替で前納をした
場合の金額は次のとおりです。

振替方法 1回あたりの
納付額

毎月納付（現金）と
比較した割引額

2年前納 385,900円 16,100円
1年前納 194,090円 4,150円

6カ月前納 97,990円 1,130円
※納付書やクレジットカード納付での割引額
は口座振替とは異なります。

新たに口座振替、クレジットカードによる5
年度分前納割引制度を希望する方、1年前
納から2年前納に変更する方は、2月末まで
に品川年金事務所に申し込みが必要です。
また、納付書での2年前納納付期限は5月1
日㈪で、事前に申し込みが必要です。詳し
くはお問い合わせください。
問 品川年金事務所

（☎3494－7831 Fax3779－3449）

のたより税 国税庁ホームページ HP www.nta.go.jp/ 問い合わせ 品川税務署☎3443－4171、荏原税務署☎3783－5371

確定申告はとっても便利な
スマートフォンからが
おすすめです！

自動計算 画面の案内に沿って入力するだけで作成・送信

自動入力 マイナポータル連携でデータをまとめて入力

自宅から 確定申告は自宅から、スマートフォンで申告できます

●確定申告等で税務署に来場する方へ
確定申告会場の入場には「入場整理券」が
必要です。なお、入場整理券の配付は、早め
に終了する場合があります。

「確定申告書等
作成コーナー」
はこちらから
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催　し

五反田文化センター
3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。
※3月29日㈬・30日㈭は春休み特別投影
として開催します。
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
※3月29日㈬・30日㈭は休止。
②ヒーリングプラネタリウム
日 3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「ふたご座」
日 3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3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3月16日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

「全国連携プロジェクト」パネル展
「全国連携プロジェクト」とは、東京を含む
全国の各地域がともに発展・成長し、共存
共栄を図ることを目的に、平成26年9月に
特別区長会が立ち上げたプロジェクトで
す。このプロジェクトの一環として、特別
区全国連携プロジェクトの取り組みをはじ
め、山梨県町村会14町村の魅力を幅広く
周知するためのパネル展を行います。
日 2月28日㈫～3月9日㈭
午前9時～午後5時
場スクエア荏原（荏原4－5－28）
問 総務課自治体連携担当

（☎5742－6856 Fax3774－6356）

品川歴史館巡回展「変わりゆく品川の
風景　5地区のまち並み―品川地区―」
時代とともに変化した風景を紹介します。
日 2月28日㈫～3月26日㈰
午前9時～午後8時
※日曜日、3月21日㈷は午後7時まで。
場 品川図書館（北品川2－32－3）
問 品川歴史館

（☎5755－2321 Fax3790－1305）

講　座

簡単！スマホでゲーム体験
スマートフォンやタブレット端末を使って、
アプリゲームの遊び方を体験します。
日 3月24日㈮ 午後1時30分～3時30分
場 品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
人 区内在住で、自分で会場まで来ること
ができるゲームの遊び方を学びたい60歳
以上の方15人（抽選）
申 問 3月3日㈮までに、電話かFAXで、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、ス
マートフォン貸し出し希望の有無＊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　＊希望されない方はご自身の
スマートフォンを必ずお持ちください。

国際友好協会講座「日本語教室」
クラス／①パートI＝日本語を勉強したこ
とがない方（午前の部・午後の部・夜間の
部）、②パートⅡ＝パートⅠの内容（て形、辞
書形、「います・あります」など）が分かる方

（午後の部・夜間の部）、③パートⅢ＝パー
トⅠ・Ⅱまたは「みんなの日本語　初級Ⅰ・Ⅱ」
などをすでに勉強した方（午後の部・夜間
の部）
日 ①②4月18日～6月29日の火・木曜日

（各全20回）　※5月2日・4日を除く。
③4月17日～6月28日の月・水曜日（全
20回）　※5月1日・3日を除く。
午前の部＝午前10時～正午
午後の部＝午後1時30分～3時30分
夜間の部＝午後6時30分～8時30分
人 外国人各クラス16人（抽選）
託児／2歳～就学前のお子さん各部2人
※1人につき5,000円。支払い順。
￥ 各7,000円（テキスト代込）
場 申 問 3月12日㈰（必着）までに、ホーム
ページの応募フォーム、はがきかFAX（1
人1通まで）で、教室名（クラスと部も）、住
所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、昼間連
絡がとれる電話番号、国籍、在学・在勤の
方は学校名・勤務先の名称を国際友好協会

（〠140－0005広町2－1－36第三庁舎4
階☎5742－6517 Fax5742－6518 HP

www.sifa.or.jp/）へ

空き家セミナー＆個別相談会
日 3月11日㈯ ①セミナー：午前11時～
11時45分 ②個別相談会：午後1時～5時
場 大崎ブックカフェ（大崎2－7－11）
内 ①「自宅を空き家にしないための終活ス
タート講座」②弁護士、税理士などとの個
別相談
人 空き家所有者（予定者含む）など
①20人②5組（先着）

申 電話かホームページの申し込みフォー
ムで、ミライエ（ ☎ 6 7 7 3－9 0 5 8 HP

miraie-tokyo.jp）へ
問 住宅課空き家対策担当

（☎5742－6777 Fax5742－6963）

中期を見据えた事業計画づくり
〈オンラインセミナー〉
団体の事業継続のため、中期事業計画を
立てるうえで必要な視点やステップを具体
的に習得します。
日 3月7日㈫ 午後1時30分～4時
講 堤大介（NPOコンサルタント）
人 現事業の振り返りと見直しを必要として
いる公益的な活動をしている団体
申 問 電話で、地域活動課協働推進係（☎
5742－6605 Fax5742－6878）へ
※セミナー終了後、3月20日㈪まで録画配
信も行います。詳しくは、しながわすまいる
ネットホームページ HP www.shinagawa
smile.net/をご覧ください。

募　集

品川区障害福祉計画策定委員会の
区民委員を募集します
次期「障害者計画」「障害福祉計画」「障害
児福祉計画」の策定にあたり、区民委員を
募集します。
任期／4月1日～6年3月31日（予定）
内 策定委員会への出席（年4回程度、主に
平日昼間開催予定）
人 区内在住・在勤・在学で、会議に出席で
きる18歳以上の方2人（選考）
※うち最低1人は障害当事者。
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25人程度
申 問 3月20日㈪（必着）までに、障害者施
策推進課で配布する申込用紙と応募動機

（800字程度）を同課計画推進係（〠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。

「早川ファンクラブ」新会員募集
品川区と「ふるさと交流」を行っている山梨
県早川町の大自然の中で地元のまつりに
参加し、交流を楽しみませんか。
内まつりへの参加（年2回程度）、ハイキン
グ、温泉巡りなど
人 区内在住か在勤の方若干名
￥ 年1,000円
※必要に応じて実費負担（交通費・宿泊費
など）あり。
申 電話で、早川ファンクラブ会長・髙橋☎
080－5436－5941へ
問 総務課自治体連携担当

（☎5742－6856 Fax3774－6356）

さわやかサービス協力会員募集説明会
さわやかサービスは、高齢者や障害者、産
前産後の方を対象として、家事援助を中心
に、区民相互の助け合いを支援する有償の
ボランティア活動です。
日 3月8日㈬ 午後1時～2時
人 18歳以上の方（福祉車両の運転は登録
時69歳以下）
活動謝礼／1時間800円（交通費支給）
場 参 当日、直接社会福祉協議会（大井1－
14－1）へ
※登録後、希望者は引き続き研修（午後2
時～3時30分）に参加可。
問さわやかサービス

（☎5718－7173 Fax5718－1274）

助　成

しながわ文化活性化事業助成金
品川区の文化芸術の魅力を高め、文化芸
術活動の活性化を図るため、区内で実施
される文化芸術イベントに対し、助成金
を交付します。
対象事業／6月1日㈭～6年3月31日㈰に
終了する事業
助成額／対象経費の2分の1（上限50万円）
申請期限／3月31日㈮（必着）
※詳しくは、文化観光課（第二庁舎6階）など
で配布している募集要項をご覧ください。
※内容などが変更になる場合があります。
●説明会を開催します（参加必須）
日 3月13日㈪・14日㈫午後6時から
場 区役所252会議室（第二庁舎5階）
申 3月9日㈭までに、区ホームページの
電子申請から申し込み
問 文化観光課文化振興係

（☎5742－6836 Fax5742－6893）

エンジョイスポーツ

ニュースポーツ体験会
日 3月4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／校庭：モルック、ディスクゴルフ
体育館：ボッチャ、パドルテニス
※雨天の場合は体育館種目のみ実施。
￥ 1人100円（保険料込）
※未就学児は保護者同伴。
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上履き、タ
オル、飲み物を持って直接戸越小学校（豊
町2－1－20）へ
※感染症対策にご協力をお願いします。
問スポーツ推進課地域スポーツ推進係

（☎5742－6838 Fax5742－6585）

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２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。

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>）
3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。
4月号の掲載は、3月20日㈪までに電
話かFAXでお申し込みください。

フリーマーケット出店者募集
●3月4日㈯ 午前10時～午後2時
※雨天の場合は5日㈰。
募集数／25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

【表1】 障害名など 等級など

身体障害者手帳をお持ちの方

両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸の障害 1級・3級

免疫・肝臓の障害 1級～3級

戦傷病者手帳をお持ちの方
両下肢・体幹の障害 特別項症～第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・
直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症～第3項症

介護保険被保険者証を
お持ちの方

被保険者証の「要介護状態区分等」
の欄 要介護5

【表2】 障害名など 等級など

身体障害者手帳をお持ちの方 上肢もしくは視覚の障害 1級

戦傷病者手帳をお持ちの方 上肢もしくは視覚の障害 特別項症～第2項症

【表1】・【表2】ともにあてはまる方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た「代理記載人」
（選挙権を有する方）1人に代筆させることができます。

●郵便などによる
　不在者投票
【表1】にあてはまる方は、
自宅で投票用紙に候補者
氏名を自書し、郵便や信
書便などで投票することが
できます。あらかじめ品川
区選挙管理委員会に申請・
登録が必要です。手続き
はお早めにお願いします。
※登録の有効期間が過ぎて
いる方も申請が必要です。

●滞在先でする不在者投票
仕事や出産などで区外に滞在し、投票所に行くことができな
いと見込まれる方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投
票ができます。あらかじめ「不在者投票宣誓書（兼請求書）」
で品川区選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。郵
送には時間がかかりますので、お早めにお願いします。
※区ホームページからダウンロードもできます。
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラ
イン請求も可能です。詳しくは区ホームページをご覧ください。
●指定病院などでする不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームな
どに入院（所）中の方は、施設内で不在者投票ができます。
※詳しくは各施設にお問い合わせください。

　投票日に投票所へ行けない方は期日前投票をご利用ください。
　期間は4月17日㈪～22日㈯です。時間は午前8時30分～午後8時です。

4月23日㈰は品川区議会議員選挙の投票日です

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

不在者投票

期日前投票

投票時間は
午前7時から午後8時

までです

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1週間で録画配信もし
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。

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

●2月21日㈫ の本会議
内容 放送日時

森澤　恭子　区長
施政方針

 2/27 ㈪ 15:00 ～ 15:45
（再） 3/ 4 ㈯ 14:00 ～ 14:45

渡辺　裕一（自民） 2/27 ㈪ 16:00 ～ 17:00
代表質問 （再） 3/ 4 ㈯ 15:00 ～ 16:00

若林ひろき（公明） 2/27 ㈪ 20:00 ～ 21:00
代表質問 （再） 3/ 4 ㈯ 16:00 ～ 17:00

石田ちひろ（共産） 2/27 ㈪ 21:00 ～ 22:00
代表質問 （再） 3/ 4 ㈯ 17:00 ～ 18:00

●2月22日㈬ の本会議
内容 放送日時

大倉たかひろ （イノベ） 2/28 ㈫ 16:00 ～ 17:00
代表質問 （再） 3/ 4 ㈯ 18:00 ～ 19:00

田中さやか （ネット） 2/28 ㈫ 20:00 ～ 21:00
代表質問 （再） 3/ 4 ㈯ 20:00 ～ 21:00

つる伸一郎（公明） 2/28 ㈫ 21:00 ～ 21:45
一般質問 （再） 3/ 4 ㈯ 21:00 ～ 21:45

江野下正人（自民） 3/ 1㈬ 20:00 ～ 20:45
一般質問 （再） 3/ 5 ㈰ 15:00 ～ 15:45

安藤たい作（共産） 3/ 1 ㈬ 21:00 ～ 21:45
一般質問 （再） 3/ 5 ㈰ 16:00 ～ 16:45

西村　直子（自民） 3/ 2 ㈭ 20:00 ～ 21:00
一般質問 （再） 3/ 5 ㈰ 17:00 ～ 18:00

●2月24日㈮ の本会議
内容 放送日時

渡 部　 茂（自民） 3/ 2 ㈭ 21:00 ～ 22:00
一般質問 （再） 3/ 5 ㈰ 18:00 ～ 19:00

くにば雄大 （イノベ） 3/ 3 ㈮ 20:00 ～ 21:00
一般質問 （再） 3/ 5 ㈰ 20:00 ～ 21:00

せお　麻里 （無所属） 3/ 3 ㈮ 21:00 ～ 21:45
一般質問 （再） 3/ 5 ㈰ 21:00 ～ 21:45

ケーブルテレビ放送区議会の

本会議での施政方針、
代表質問、一般質問
の様子が、ケーブル
テレビ品川で放送さ
れます。本会議の放
送では、手話通訳を
取り入れています。

対象・定員／区内在住か在勤の健康な方で、①は60歳以上の方40人②は16
～74歳の方30人（抽選）
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
会場・申込方法・問い合わせ／3月6日㈪（必着）までに、申込書を荏原文化セ
ンター（〠142－0053中延1－9－15☎3785－1241 Fax5702－2843）へ
郵送か持参
※参加費のほか、プール入場料が必要です。
※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。

コース 日時 参加費（保険料込）

①シルバーコース 4月12日～6月28日の水曜日
午前11時30分～午後1時（全10回） 1,440円

②チャレンジコース 4月7日～10月13日の金曜日
午後1時30分～3時（全19回） 2,760円

荏原文化センター水泳教室 「いきいき健康マージャン広場」
初心者コース参加者募集

今までマージャンをやったことがない方向けに、「お金を賭けない」「お酒
を飲まない」「たばこを吸わない」をモットーにした「健康マージャン」を
楽しく学ぶコースを実施します。

対象／区内在住で、マージャンの経験がない60歳以上の方（抽選）
申込方法／3月3日㈮（必着）までに、はがきに「マージャン広場初心者コー
ス」とし、会場番号、住所、氏名（ふりがな）、年齢、生年月日、電話番号を日
本健康麻将協会（〠141－0031西五反田2－4－2東海ビル2階）へ

会場 日時 費用
（1回あたり） 定員

①日本健康麻将協会
五反田サロン会場

（西五反田2－4－2）

4月～6年3月の毎週火曜日
午前10時～午後1時 1,500円 28人

②こみゅにてぃぷらざ
八潮（八潮5－9－11）

4月～6年3月の第1～4木曜日
午前9時30分～午後0時30分 1,000円 20人

問い合わせ 日本健康麻将協会☎5496－5840〈月・水・金曜日午前10
時30分～午後4時、火曜日午後0時30分～4時〉
高齢者地域支援課高齢者活動支援担当

（☎5742－7671 Fax5742－6882）



古紙を配合した再生紙を使用しています

8 2023年２月21日号 ●次号予告 3月1日号 ●防災フェア　●公園フォトコンテスト　ほか

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 2月10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

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

自然豊かな戸越公園内にある「エコルとごし」の館内に、チー
ターやユキヒョウ、コウロコフウチョウなど、ダンボールで作
られた個性的な動物たち約25体が登場します。ぜひこの機会に
生きものたちとの共生について考えてみませんか。

日時 2月28日㈫～3月26日㈰ 午前7時～午後9時30分
場所・問い合わせ エコルとごし

（豊町2－1－30☎6451－3411 Fax6451－3412）

学校や地域で活躍できるリーダーをめざす教室で
す。体験学習や集団生活などを通して、友だちと
のかかわりについて学び合います。

日程・内容／5月14日～6年3月10日の日曜日（月1回程度、
午前9時30分～午後3時）とサマーキャンプ・冬合宿など
対象／区内在住で、団体活動にひとりで参加できる小学4
年生～高校生のお子さん
参加費／小学生3,500円、中学生4,000円、高校生4,500
円（年間活動費・保険料込）
※装備品の購入費やサマーキャンプ・冬合宿の参加費など
は別。
申込方法／3月15日㈬（必着）までに、区ホームページの
電子申請か、子ども育成課などで配布する募集ちらし（申
込書）を同課庶務係へ郵送か持参
※教室の開催日など詳しくは、募集ちらしをご覧ください。

日程・内容／月1回程度日曜日に開催する教室、サ
マーキャンプ・冬合宿（宿泊）など2回程度の特別
活動、教室運営のための会議や研修会など
対象・定員／18 ～30歳くらいで、子どもたちと
一緒に行う集団活動に深い理解と関心のある方（特
に野外活動経験、レクリエーション・劇・音楽の
特技がある方）10人程度（選考）　※謝礼あり。
面接・説明会／3月23日㈭ 午後7時から
会場／区役所252会議室（第二庁舎5階）
申込方法／3月15日㈬（必着）までに、区ホームペ
ージの電子申請か、電話かはがきに「ジュニア・リ
ーダー教室スタッフ希望」とし、住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号を同課庶務係へ

問い合わせ 子ども育成課庶務係（〠140－8715品川区役所第二庁舎7階☎5742－6692 Fax5742－6351）

5年度

コース 会場 募集人数
（抽選）

小学生コース
（4～6年生）

①旗の台文化センター
　（旗の台5－19－5）
②五反田文化センター
　（西五反田6－5－1）
③南大井文化センター
　（南大井1 ー12 ー6）

各30人

中学・高校生
コース

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11） 40人

※野外活動などは別会場で実施。

スタッフ（受講生のリーダー）募集ジュニア・リーダー教室参加者募集

第20回 江戸里神楽を観
み

る会
江戸時代、多くの神社で演じられた「江戸の里神楽」を現在に伝承する間宮社中
が、神話に基づいた演目を演じます。間宮社中の「江戸の里神楽」は、区内で唯一、
国の重要無形民俗文化財に指定されています。
今回は品

し な が わ

川神
じ ん じ ゃ

社太
だ い だ い

太神
か ぐ ら

楽（東京都指定無形民
俗文化財）のほか、約70年ぶりの演目である

「花
はながたみ

筐」もあわせて上演します。
日時 3月19日㈰ 午後1時開演（正午開場）
演目 第一座「熊

く ま そ せ い と う

襲征討」、第二座「花筐」
特別公演 品川神社太太神楽「花

はなしずめ

鎮の舞
まい

」
定員 248人（先着）

会場・申込方法 当日、直接六行会ホール（北品川2－32－3）へ
問い合わせ 庶務課文化財係（☎5742－6839 Fax5742－6890）

早めの接種をご検討ください 小児接種（5～11歳）
　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。
　また、区内約150カ所の医療機関など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。
※病院などではファイザーワクチンを取り扱っています。

接種会場 接種日
品川保健センター

（北品川3－11－22） 3月5日㈰・26日㈰

荏原保健センター
（荏原2－9－6） 2月26日㈰

申込不要申込不要

予約なしでも接種できます

対象者／1～3回目接種を希望する5～11歳
のお子さん
※保護者の同伴が必須です。
持ち物／接種券、親子健康手帳（母子健康手
帳）、本人確認書類

○事前に予約している方が優先のため、お待ちいただきます。なお、事前の予約は接種日の前
日まで可能です。




