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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3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

春の花々や苗などの販売のほか、公園ごとに特色のある
イベントを開催します。当日各会場へぜひお越しください。
問い合わせ  公園課（☎5742－6789 Fax5742－9127）

4月1日㈯・2日㈰ 午前10時～午後4時
内容   花苗販売、昔遊び工作、水槽展示、高所作業車乗車

体験＊1、フラワーアレンジメント教室（事前申込）ほか
問い合わせ  同園（☎3762－0655 Fax3767－8258）

4月15日㈯・16日㈰ 午前10時～午後4時
内容   草花を使った工作、押し花コーナー、苗販売、寄せ植え

講座（事前申込）ほか
問い合わせ  同園☎・Fax3471－3696

4月8日㈯・9日㈰ 午前10時～午後4時
内容   公園で育てた苗木配布、親子記念写真撮影会ほか
問い合わせ  同園（☎3782－8819 Fax3782－8849）

4月22日㈯・23日㈰ 午前10時～午後4時
内容   ふれあい動物園、ポニー乗馬＊2、昔遊びコーナー、高所作

業車乗車体験＊1ほか
問い合わせ  しながわ区民公園（☎3762－0655 Fax3767－8258）

＊1  乗車制限：安全帯・
フルハーネス（安全
着衣）が確実に着用
できる方

＊2  乗馬制限：体重30
㎏以下のお子さん

しながわ区民公園（勝島3－2）

東品川海上公園（東品川3－9）

戸越公園（豊町2－1）

西大井広場公園（西大井駅前）

講座

日時／4月16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
ティバルと同時開催）
会場／東品川海上公園（東品川3－9）
講師／奥峰子（園芸研究家）
対象・定員／区内在住・在勤・在学の方各35人

持ち物／筆記用具
申込方法・問い合わせ／4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

各会場で、「拠点回
収」で回収し、再生
処理をした園芸土を
無料配布します。
※当日配布予定数
がなくなり次第、配
布終了。
〇園芸土の配布につ
いて詳しくは品川区
清掃事務所リサイク
ル推進係（☎3490
－7098 Fax3490－
7041）へお問い合
わせください。

寄 えせ 植

再生処理した
園芸土の
無料配布

ふれあい動物園
高所作業車乗車体験

公園で育てた苗木配布 ポニー乗馬

フラワーアレンジメント教室

草木を使った工作



2 2023年３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。

「品川区まちづくりマスタープラン改定委員会」での検討内容は、区ホームページでご覧いただけます。

「強靱なまち」につながる
分野連携

「品川区まちづくりマスタープラン」を改定しました
区では、平成25年に策定した「品川区まちづくりマスタープラン」に基づき着実にまちづくりを進めてきました。社会状況の変化に対応
した「新しい魅力・価値を創造する強

きょう

靭
じん

で持続可能なまちづくり」を展開していくため、計画の見直しを進め、昨年12月に実施したパブ
リックコメントのご意見も参考に「品川区まちづくりマスタープラン」を改定しましたので、その概要をお知らせします。

都市計画課計画調整担当（☎5742－6760 Fax5742－6889）問い合わせ

主なご意見（一部要約） 区の考え方
将来人口推計から、2041年までの人口増加と高齢化の進行が見て取れる。品川区基本構想「住
み続けたいまち」にも繋がる5つの都市像のうち、「都市生活と住まい」の中に、地域コミュニティ
増進とその基盤である健康や医療・福祉という視点・キーワードも盛り込んではどうか。

本マスタープランでは、品川区基本構想と特に関連が強い項目について整理しています。
なお、第4章の「都市生活と住まい」分野においては、コミュニティや健康などの視点が含
まれています。

本マスタープランに対応した、財政措置、費用対効果、事業規模、経済効果など、金額の入った
資料がない。事業計画には予算がつきものなので、本マスタープランに対応した予算規模、財
政規模などの金額情報について経済合理性を示したうえで、追記するべきと考える。

本マスタープランは、まちの将来像やめざすべき方向性、まちづくりの方針や取り組みの
考え方を示すものであり、事業規模や財政措置については、本マスタープランを実現す
るための個別のまちづくりの中で検討されるものです。

高層建築を推し進めることは防災・減災の観点からも危険度が高いのではないか。今後、直下
型地震が襲った際に、タワーマンションでは水害により、エレベーターが使えない、生活用水が
使えないなど、インフラに重大な影響が出る。

第4章「防災・復興」分野において、「災害時の事業継続性の確保を図るとともに、住宅に
おける災害時の非常用電源を確保するため、自立分散型エネルギーの導入を促進しま
す」としています。

59人の方から
123件のご意見をいただきました パブリックコメントでいただいた主なご意見と区の考え方

「品川区まちづくりマスタープラン」の全文と、お寄せいただいたご意見の概要と区の考え方は、都市計画課（本庁舎6階）、
区政資料コーナー（第三庁舎3階）、区ホームページでご覧いただけます。
※4月中旬から区政資料コーナーで、「品川区まちづくりマスタープラン」（冊子）を有償頒布します。

パブリックコメントにご意見をお寄せいただきありがとうございました
区ホームページは
こちらからご覧
いただけます

品川区まちづくりマスタープランの内容
第1章

品川区まちづくりマスタープランとは

あらゆる災害に
備えた社会へ

技術革新で
進化する社会へ

社会状況の変化
脱炭素社会へ

多様性を育み、
活
い

かす社会へ

新型コロナ危機を
経て変革する

社会へ

第2章

まちづくりのこれまでと今後の展望
まちづくりのあゆみ

まちの魅力と特性・変化

これまでのまちづくりの
主な成果と課題 新たなまちづくりの視点

⃝ まちのあゆみや魅力・特性、これまでのまちづくり
の成果と課題を整理し示す。

⃝ 計画改定の目的を念頭に、これからのまちづくりの
方向性を示す。

第3章

目指すまちのすがた
目指すべき都市像

将来都市構造 土地利用と開発誘導の
基本的な考え方

⃝ 活発な都市活動を担う「拠点」と空間・機能を有機
的につなぐ「都市軸」を基本とする将来都市構造を
示す。

⃝ 実現に向けた土地利用と開発誘導の基本的な考え
方を示す。

第4章  分野別まちづくり方針

都市基盤

水とみどり

都市景観

環境・エネルギー

都市生活と住まい

① 災害時に活用できる舟運・物資輸
送基地としての船着場

② 電柱がなくなり安全で歩きやすい地
域の道路

③ ドローンを活用した災害状況の把握
④ 拡幅整備がされた生活道路や避難

所周辺道路
⑤ みどりが持つ防災・減災機能
⑥ 浸水被害の防止に寄与する下水道

施設
⑦ 都市計画道路の整備と延焼遮断帯

の形成
⑧ デジタルを活用した災害時の避難

誘導
⑨ 自立分散型エネルギーによる非常

用電源の確保
⑩ ポケットパークや防災活動広場など

における防災設備の充実

防災・復興分野の将来イメージ

⃝ 分野ごとの「目標」「方針と取り
組み」を定め、6分野の取り組み
が「強靱なまち」につながるよう、

「防災・復興」を軸に分野連携
の必要性を示す。

防災・復興

第5章  地区別まちづくり方針 第6章  マスタープランの実現とまちづくりのマネジメントの展開
⃝ 地区の特性や課題に対応したまちづくりをきめ細かく展開していく

ため、「目標」や「エリアごとのまちづくりの方針」を定める。
⃝ 「 目指すまちのすがた」の実現に向け、多様なひとの力を結集し、分野別・地区別に効果的かつ着実に進

めていくための考え方や仕組みについて示す。



32023年３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。

ふれあいアカデミー（3年制）ふれあいコース(1年目)

うるおい塾・春期

3月31日㈮（必着）までに、往復はがきに、「ふ
れあいアカデミー」か「うるおい塾の教室№、
教室名」、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、
年齢、電話番号を文化観光課生涯学習係（〠
140－8715広町2－1－36品川区役所）へ
※「ふれあいアカデミー」と「うるおい塾」
は両方申し込みできます。コースごとに往
復はがきでお申し込みください。
※「うるおい塾」は1教室1枚の申し込み
です（複数可）。
※本人以外の申し込みはできません。
※感染症などの影響により、変更または中
止となる場合があります。
入学案内配布場所／文化観光課（第二庁
舎6階）、地域センター、文化センター、シ
ルバーセンターなど

＊1	 受講料のほか、教材費が必要です。教材費の価格は変動する場合があります。
＊2	 	ほどいていない夏の着物1枚（浴衣・ウールも可）、羽織1枚が必要です。ご用意できない場合は、往復はがきにご記入ください。また、

講座の進捗により宿題が出る場合があります。
＊3	 	会場は2階ですが、施設にエレベーターはありません。
＊4	 長時間、はやめの速度で区内を歩きます。歩行に自信がない方はご遠慮ください。
＊5	 教室内での講義と、野外での撮影実習を2～3回行う予定です。
＊6	 教室で使うパソコンは、Windows10・Word2016・Excel2016がインストールされています。
＊7	 マウスの操作、日本語入力、Windowsの基礎を理解している方が対象です。

シルバー大学には、「充実したシニアライフ」「教養と暮らし」
などのテーマを幅広く3年間にわたって学ぶ「ふれあいアカデ
ミー」、趣味や実技を全10回で学ぶ「うるおい塾」などがあります。
皆さんの豊かな学びを今年も応援します。
問い合わせ  文化観光課生涯学習係（☎5742－6837 Fax5742－6893）

1年目の「ふれあいコース」は様々なテーマを
学び、2・3年目の「いきいきコース」では、
世界史・地理・伝統芸能・現代社会・美術な
どのテーマを選択して学びます。また、学生
委員会や班活動、見学会などを通して学生間
の交流を深めます。

ふれあいコースを募集します
日時／金曜日午後2時～4時
(全20回とふれあい発表会)
会場／スクエア荏原（荏原4－5－28）
対象・定員／区内在住で、5月1日現在60歳
以上の初めて受講する方100人（抽選）
受講料／半期分2,000円（保険料込）
●入学説明会
日時／4月18日㈫ 午後2時～5時
会場／スクエア荏原

入門的な講座を、全10回のプログラム構成
で、春と秋に開催しています。指導は「一芸
ボランティア講師」、運営は「生涯学習推進員」
が行います。

春期コースを募集します
時間／2時間　※No.23～25は2時間30分。
対象・定員／区内在住で、5月1日現在60歳
以上の方各12人程度（抽選）
受講料／各2,000円（保険料込、教材費別）
※No.23～25は2,500円。

№ 教室名 日程
（全10回） 曜日 開始

時間 会場 教材費
（円）

1 初めての筆ペン習字＊1 4/26 ～7/5 水 9：30 中小企業センター（西品川1－28－3） 700
2 初めてのボールペン習字＊1 5/2 ～7/4 火 9：30 五反田文化センター（西五反田6－5－1） 2,000
3 初めての書道 5/11～7/13 木 9：30 中小企業センター －
4 初心者のための水彩画教室＊1 5/9 ～7/11 火 9：30 中小企業センター 5,500
5 誰でもできる英会話での旅と交渉 5/12 ～7/14 金 9：30 荏原文化センター（中延1－9－15） －
6 初めての韓国語＊1 5/17 ～7/19 水 9：30 荏原第五区民集会所（二葉1－1－2） 500
7 英語から入る初めてのフランス語＊1 5/10 ～7/12 水 9：30 東品川文化センター（東品川3－32－10） 1,500
8 やさしい折り紙＊1 5/1～7/3 月 13：30 中小企業センター 2,050
9 初めての囲碁を楽しむ 5/1～7/10 月 9：30 南大井文化センター（南大井1－12－6） －
10 あの時、映画に心がときめいた 4/26 ～7/5 水 13：30 五反田文化センター －

11 SPオリジナル盤で辿
たど

る昭和歌謡史
No.20（ポリドール編） 4/27 ～7/6 木 13：30 五反田文化センター －

12 始めましょ、着物リメイク＊2＊3 5/9 ～7/11 火 9：30 旗の台センター（旗の台5－19－5） －
13 初心者ウクレレ教室 5/11～7/13 木 13：30 五反田文化センター －
14 はじめてのジャズダンス 4/26 ～7/5 水 9：30 荏原文化センター －
15 やさしいフラダンス 4/27 ～7/6 木 13：30 荏原文化センター －
16 だれにでもできるハンドベル 5/2 ～7/4 火 9：30 東品川文化センター －

17 区内史跡を訪ね歩く＊4 4/28 ～7/7 金 13：30 品川第一区民集会所（北品川3－11－16）
他 －

18 導引養生功（気功と太極拳が基本） 5/12 ～7/14 金 13：30 荏原文化センター －
19 ロコモヨガ教室 5/1～7/3 月 9：30 品川第一区民集会所 －
20 始めよう！姿勢改善セルフケア＊1 5/11～7/13 木 9：30 南大井文化センター 1,380
21 会話で脳トレ！と健康体操 5/1～7/3 月 13：30 大崎第一区民集会所（西五反田3－6－3） －
22 脳トレにもなる　楽しく速記 5/2 ～7/4 火 13：30 中小企業センター －
23 デジタル一眼カメラ撮影入門＊1＊5 5/10 ～7/12 水 13：30 五反田文化センター 1,000
24 シルバーのためのパソコン入門＊1＊6 4/26 ～7/5 水 13：30 こみゅにてぃぷらざ八潮（八潮5－9－11） 1,100 
25 初心者のためのExcel入門＊1＊6＊7 5/12 ～7/14 金 13：30 こみゅにてぃぷらざ八潮 1,300

ふれあいアカデミー
(3年制)

うるおい塾

日程 テーマ 講師

前
　
期

5/12 元気でいきいき100歳食 鈴木章生（服部学園理事）
5/19 世界情勢と日本の政治 布施広（毎日新聞客員編集委員）
5/26 地形図の見方と楽しみ方 野々村邦夫（日本地図センター顧問）
6/2 天文学の歴史と発展 内藤誠一郎（国立天文台天文情報センター広報普及員）
6/9 春の見学会 　防災体験学習施設　そなエリア東京（江東区）　午前11時～午後0時30分（予定）
6/16 民話の魅力 米屋陽一（口承文芸学研究者）
6/23 間違えてはいけない「笑い」と「いじめ」 矢島ノブ雄（FUNBEST代表社員）
6/30 落語の楽しみ方 柳家三之助（噺

はなしか

家）
7/7 元気で生きるための知恵 亀井時子（弁護士）
7/14 報道ではわからない中国の真実 富坂聰（拓殖大学海外事情研究所教授）

後
　
期

9/8 防災セミナー 災害への備え 日本赤十字社東京都支部
9/15 没イチを楽しく 小谷みどり（シニア生活文化研究所代表理事）
9/22 気象災害から身を守る 新海康雄（日本気象予報士会気象予報士）
9/29 わが身を守る防犯・防災 荏原警察署・荏原消防署
10/6 地球と仲良くするために 柿森麻衣子（東京サラヤCSR推進課主任）
10/13 秋の見学会 　国立歴史民俗博物館（千葉県佐倉市） 午前8時～午後4時（予定）
10/20 地球市民的にみる協調的対話の重要性 松井ケティ（清泉女子大学教授）
10/27 近代日本社会の創造者－渋沢栄一の思想と行動－ 井上潤（渋沢史料館顧問）
11/10 樹齢2000年のヒノキにこだわった法隆寺 金田正夫（建築家）
11/17 超高齢社会を生き抜く知恵 袖井孝子（シニア社会学会会長）
11/24 ふれあい発表会＊ 　正午～午後5時（予定）<皆さんで班活動の研究成果を発表します>

＊この他の日程で、班活動もあります。
日時 4月20日㈭ 午後2時～4時
会場 スクエア荏原ひらつかホール
講師 菅井敏之（お金の専門家）
対象 令和5年度ふれあい

コースに入学する方
（新1年生）

人生100年時代を
幸せに過ごすための

上手なお金との付き合い方

入学式と記念講演会

楽し
く学
ぼう

学生
募集

も り

申込方法（共通）



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://）

4 2023年３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。

● 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、3月31日㈮まで休診・休業します。診療に
ついては、地域の診療所で代替実施します。

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）   7日㈮ 12日㈬ 21日㈮
うつ病あんしん相談 28日㈮ 12日㈬ 26日㈬
高齢期のこころの相談 25日㈫   4日㈫ 14日㈮
児童思春期のこころの相談   5日㈬ 20日㈭ 18日㈫

保健センターのこころの健康専門医相談（予約制）4月

問 各保健センター

がんの夜間相談窓口（毎月開催）
日 4月21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（☎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 4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

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）
3月21日㈷
3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）

3月21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
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
イエダ歯科	 西大井1－4－20	 ☎3776－4618
にいや歯科医院	 戸越4－11－17	 ☎3787－0202
滝澤さめず接骨院	 東大井1－1－6	 ☎3450－8496
武石接骨院	 豊町2－17－8	 ☎3781－4450

3月26日㈰

内 小
内 小
歯
歯
骨
骨

東京シティクリニック品川	 八潮5－10－27	 ☎3790－2551
京浜中央クリニック	 南大井1－1－17	 ☎3763－6706
紅林歯科医院	 西大井4－23－15	 ☎3771－4062
清水歯科医院	 豊町3－1－12	 ☎3781－6368
根岸接骨院	 東五反田5－26－6	 ☎090－6032－6189
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）

3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。

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 契約医療機関
品川・荏原保健センター

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

※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。

ひとり親家庭学習支援事業
「ぐんぐんスクール」
社会人や学生ボランティアによる個別型学習指導です。

①通年コース
日程（全20回・土曜日） 時間

5/20、6/10・24、7/8・22・29、8/19・
26、9/9・30、10/14・28、11/11、
12/9・16、6年1/13・20、2/10・17、3/2

午後2時
～4時

②夏期集中コース
日程（全10回） 時間

前半：7/31㈪～8/4㈮
後半：8/14㈪～18㈮ 午前10時30分～午後4時

防犯ブザーを無償配布します
人 区内在住の新中学1年生で、品川区立中学校・義務教
育学校（後期課程）以外に通学する生徒のうち希望する方
申 問 4月5日㈬～5月31日㈬に、生徒の住所・氏名・年齢
が分かるもの（健康保険証・生徒手帳など）を持って、直
接学務課（第二庁舎7階☎5742－6828 Fax5742－
0180）か地域センターへ

お知らせ 講　座

場 ファミーユ西品川（西品川1－16－2）
人 区内在住で、ひとり親家庭のお子さん
①小学5・6年生10人、中学・高校生30人（先着）
②中学・高校生30人（先着）
持ち物／学習したい教材、筆記用具
申 3月22日㈬～4月21日㈮に、電話かEメールで、住所、
氏名、学年、電話番号、保護者氏名をキッズドア（☎080
－4062－2480 gungun@kidsdoor.net）へ
※事前に親子面談あり（要予約）。
問 子育て応援課ひとり親相談係

（☎5742－6589 Fax5742－6387）

イベントなど

ひとり親家庭「新入学お祝い会」
日 4月30日㈰ 午後2時～3時
※受け付けは午後1時30分から。
場 荏原第五区民集会所（二葉1－1－2）
人 ひとり親家庭で、小学校・中学校・高校の新1年生と
親・兄弟姉妹　※記念品あり。
主催／品川区ひとり親家庭福祉協議会
申 問 4月17日㈪までに、電話で子育て応援課ひとり親相
談係（☎5742－6589 Fax5742－6387）へ

親子で楽しく防災ワークショップをしよう！　電子

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。
申請がお済みでない方は、区ホームページの電子
申請でお申し込みください。
対象／次の全てにあてはまる世帯
⃝平成28年4月2日～令和4年4月1日生まれのお
子さんを養育している
⃝申請時にお子さんの住民票が品川区
にある　※4月以降に申請する場合は、
5年3月31日時点で品川区に住民票が
あるお子さんが対象になります。
問 子ども家庭支援センター

（☎6421－5281 Fax6421－5238）

子育てサポート商品券（区内共通商品券）
交付の申請期限を

6月30日まで延長します！

日程 内容
4月9日㈰ ロープワークでアクセサリー
4月23日㈰ トイドローンを飛ばそう！

※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は防災啓発品をプレゼント。
場 申 3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）

詳しくは
区ホームページ
をご覧ください

ひきこもり家族学習会
日 4月13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



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　⃝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

52023年３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
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（10月分の受け付けは
4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。
⃝10月利用分から宿泊料金を改定します。
詳しくは各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）

狂犬病予防定期集合注射
狂犬病予防法により、犬の所有者は年1
回、飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさ
せる義務があります。定期集合注射を区
内14カ所の指定動物病院で実施しますの
で、ぜひご利用ください。
日 4月1日㈯～30日㈰
※実施日時は病院によって異なります。
※期間内に注射できない場合、原則6月
30日㈮までに注射を受けさせ、生活衛生課

（本庁舎7階）、品川保健センター（北品川
3－11－22）、荏原保健センター（荏原2－
9－6）、地域センターのいずれかで注射済
票の交付申請をしてください。
※犬が死亡した場合は、届け出をしてくだ
さい。

対象／生後91日以上の飼い犬
￥ 3,750円（注射料金・済票交付手数料）
※実施期間外は、注射料金が異なる場合
があります。
問 生活衛生課庶務係

（☎5742－9132 Fax5742－9104）

4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）

催　し
しながわ水族館　春の特別展

「エモいぞ！レトロ展」
今回のテーマは「レトロ」です。昭和から平
成、令和にかけて人気となった生物を展示
するほか、懐かしさを感じられる装飾でみ
なさんをお迎えします。
日 5月7日㈰まで
入館料／1,350円（800円）、小・中学生
600円（400円）、幼児（4歳以上）300円

（200円）、65歳以上1,200円（700円）
※区内在住・在勤・在学の方は各自、住所
など確認のできるものの提示で（　）の料
金になります（まもるっちの提示可）。
開館時間／午前10時～午後5時
※入館は閉館30分前まで。
休館日／火曜日
※3月21日・28日、4月4日、5月2日は営業。
場 問しながわ水族館（勝島3－2－1しなが
わ区民公園内☎3762－3433 Fax3762－
3436 HP www.aquarium.gr.jp/）

五反田文化センター
4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。
※4月5日㈬は、春休み特別企画として投
影します。

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
※4月5日㈬は休止します。
②ヒーリングプラネタリウム
日 4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特別投影｢林完次の星空散歩｣
日 4月15日㈯ 午後3時30分～5時
人 小学生以上の方86人（先着）
￥ 300円、小・中学生100円
④天体観望会「春の大三角と月」
日 4月28日㈮ 午後7時～8時30分
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21日㈷午前10時から、電話で同
センターへ。④は4月18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
※②④は小学生以下保護者同伴。
※定員に満たない場合、④は4月20日㈭
午前10時から電話受け付け（先着）。

講　座
ウェルカムセンター原・交流施設

「ヨガでリフレッシュ」
初心者でも無理なくできるヨガ教室です。
日 5月7日～7月30日の日曜日
午前10時～11時30分（全12回）
※6月11日を除く。
人 20人（抽選）
￥ 6,000円
持ち物／ヨガマットまたはバスタオル
場 申 4月3日㈪（必着）までに、往復はがきに

「ヨガ」とし、住所、氏名、年齢、電話番号を
ウェルカムセンター原・交流施設（〠140－
0015西大井2－5－21）へ
問ウェルカムセンター原・交流施設

（☎5742－4660 Fax5742－4661）
大井第三地域センター

（☎3773－2000 Fax3771－3735）

清泉女子大学公開講座「地球市民セ
ミナー」（前期）〈オンライン同時開催〉
テーマ／見えない世界が見えてくる

日程
（全6回） 内容・講師

4/19㈬

食べることが、社会貢献に。～キッ
チンカーから変える社会～
今関麻子

（キッチンカー eat for運営者）

5/10㈬

難民を歓迎できる社会に

有川憲治
（アルペなんみんセンター事務局
長）

5/24㈬

社会的投資ってなに？～未来に
向けたわたしたちの挑戦～
功能聡子

（ARUN Seed代表理事）

6/7㈬
フィンランド人はなぜ午後4時
に仕事が終わるのか
堀内都喜子（ライター）

6/21㈬

世界が持続不可能な今、NGO
はどんな活動をしているのか？
米良彰子

（世界の医療団事務局長）

7/5㈬

「資本主義の次の時代」を考え
る：みんなで作る新しい経済の
仕組みと特徴
武井浩三

（社会システムデザイナー）
※時間は午後5時30分～6時50分。

場 清泉女子大学（東五反田3－16－21）
人 16歳以上の方
①会場30人（抽選）②オンライン上限なし
申 問 ①は4月5日㈬（必着）までに、往復は
がきに「清泉女子大学地球市民セミナー」
とし、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番
号を文化観光課生涯学習係（〠140－
8 7 1 5 品 川 区 役 所 ☎ 5 7 4 2－6 8 3 7 
Fax5742－6893）へ。②は同大学ホーム
ページ HP gcs-seisen.jp/gcs-seminar
から申し込み
⃝①は区ホームページの電子申請からも
申し込めます。

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

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。

マンション大規模修繕セミナーと座談会

令和4年分の消費税及び地方消費税
（個人事業者）の申告期限 

3月31日㈮

所得税申告書の誤りに気づいたとき
確定申告書を提出した後、計算誤りなどの間違いに気づいた場合、申告内容を訂正することができます。税額を多く申告し
ていた場合は「更正の請求書」、税額を少なく申告していた場合は「修正申告書」を提出してください。国税庁ホームページの
「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。
※「更正の請求書」を提出する場合、請求の基になった事実を証明する書類の添付が必要です。



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://）

6 2023年３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。

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>）
4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）。

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。5月号の掲載は、4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
●4月15日㈯ 午前10時～午後2時　※雨天の場合は16日㈰。
募集数／20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

⃝ 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。

公園などに設置された健康遊具を使って、日常生活で「つまず
かない」「ふらつかない」からだづくりを行う運動です。

会場 日時
特別養護老人ホーム
ロイヤルサニー

（西大井2－4－4）

第2・4金曜日
午前10時～11時30分

鈴ヶ森公園（南大井4－18－14） 第2・4金曜日
午後2時～3時30分

京陽公園（平塚2－12－3） 第2・4金曜日
午前10時30分～正午

北浜公園（北品川2－28－12） 第1・3木曜日
午前10時30分～正午

八潮公園（八潮5－11－16） 第1・3木曜日
午後2時～3時30分

※祝日などは日程が変更になります。
対象／区内に住民登録があり、自分で会場への往復ができる運
動するのに支障がない65歳以上の方
参加方法／当日、直接会場へ

問い合わせ  高齢者地域支援課介護予防推進係
（☎5742－6042 Fax5742－6882）

うんどう教室

児童福祉週間にちなんだ、児童センター全館が集まるイベントです。
遊び、工作、スポーツなど、いろいろな体験ができます。

第一部 午前10時30分～午後0時30分
第二部 午後1時30分～3時30分

会場／しながわ中央公園多目的広場（区役所前）
※雨天時は会場と内容を一部変更して開催します。
定員／各1,000人（先着）
申込方法／4月1日㈯～28日㈮に、直接児童センターへ
※日曜日を除く。

問い合わせ  子ども育成課育成支援係
（☎5742－7823 Fax5742－6351）

カラス・外来種（アライグマ・ハクビシン）
総合窓口にご相談ください
総合窓口電話／3777－1157

◦ カラスの巣や落下したヒナが原因で威嚇や攻撃などを受けお困りの場合
◦ アライグマやハクビシンが家屋内に棲

す
みつくなどの被害が発生している場合

※外来種の目撃情報や動物に関するご相談もお待ちしています。

問い合わせ 環境課指導調査係（☎5742－6751 Fax5742－6853）

高齢者や低体力者を対象とした「プールで歩く運動」です。プールで歩く運動
は、膝や腰に負担をかけずに効果的に行えます。泳いだり、プールに顔をつけた
りすることはありません。

水中散歩教室

申込方法・問い合わせ／3月31日㈮（必着）までに、往復はがきで教室名、希望
番号、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、性別、電話番号を品川健康センター（〠
140－0001北品川3－11－22☎5782－8507 Fax5782－8506）へ
※おおむね1年以内に受けた健康診断などの結果表が必要です。

番号 会場 日程 曜日 回数 開始
時間

定員
（抽選） 金額

① 戸越台中学校温水プール
（戸越1－15－23）

4月13日
～6月1日

木

各
6回

 9:45

各
30人

各
3,000円② 11:45

③ 日野学園温水プール
（東五反田2－11－2）

4月13日
～6月29日 11回 13:45 5,500円

④ 八潮学園温水プール
（八潮5－11－2）

4月13日
～5月25日

各
6回

 9:45 各
3,000円⑤ 11:45

⑥ 品川学園温水プール
（北品川3－9－30）

4月14日
～5月12日

金

各
4回

 9:45 各
2,000円⑦ 11:45

⑧ 豊葉の杜学園温水プール
（二葉1－3－40）

4月14日
～5月26日

各
6回

 9:45 各
3,000円⑨ 11:45

※時間は1時間。

●4年度住民税非課税世帯＊1
　世帯全員の4年度住民税均等割が非課税の世帯
●家計急変世帯＊1
　4年1月～12月に予期せず収入が減少し、世帯全員の年間収入見込額

または年間所得見込額が住民税非課税相当となった世帯
＊1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（5万円）の対象と
なった世帯は、本事業の対象になります。

物価高騰の影響を受けやすい低所得世帯の生活を支援するため、
国産の米や野菜などの食品と引き換えられるクーポンを対象世帯
に配付し、お申し込みいただいた世帯へ食品を配送します。

品川区生活福祉課（☎5742－6713 Fax5742－6798）

東京おこめクーポン事業

対象世帯

東京都の事業です

提供方法

都から対象世帯に、4月末（予定）までにクーポンを順次郵送

申し込みに基づき、都から食品を配送

クーポンに同封されている「申込用はがき」か、クーポンに記
載されている「専用サイト」から申し込み

5月14日㈰

●事業について詳しくはコールセンターへお問い合わせください。
問い合わせ

東京おこめクーポン事業コールセンター☎5249－3553
東京都計画課☎5320－4067
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72023年３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
企画調整課（☎5742－6607 Fax5742－6870）

新たな課（係）を設置します
⃝児童相談所開設準備課（児童相談所開設準備担当）：

児童相談所の開設に向けた取り組みを推進します。

課の名称を変更します
旧  企画調整課　➡　新  企画課

係の名称を変更します
⃝ 子育て応援課 旧  手当・医療助成係　➡　新  手当医療助成担当
⃝ 保育課 旧  施設・運営係　　　➡　新  施設運営担当
⃝ 教育総合支援センター　旧  特別支援教育係　 ➡　新  特別支援教育担当

新たな係を設置します
⃝ 政策推進担当（企画課）：重要課題などに対し、より機動的に対応します。
⃝ SDGs担当（企画課）：SDGsに関する取り組みを推進します。
⃝ 広町事業調整担当（新庁舎整備課）：広町にかかる事業の調整などを担います。
⃝ 事業者支援担当（障害者支援課）：障害者施設の運営事業者支援に対する体制

を強化します。
⃝ 水族館担当（公園課）：水族館リニューアルに向けた取り組みを推進します。
⃝ 学事制度担当（学務課）：学事制度審議会の運営などを担います。

組織の再編などにより、窓口が変わります
事務の内容 変更前 変更後

子ども育成課 児童相談所開設準備課

・ 児童相談所の設置にかかる計画、
調整および調査に関すること

児童相談所移管
担当 児童相談所開設準備担当

障害者支援課

・ 社会福祉法人等の事業者の支援お
よび連絡調整に関すること

・ 障害者施設の管理運営に関するこ
と

・ 重症心身障害者通所事業に関する
こと

障害者支援係

事業者支援担当
障害児者総合
支援施設担当

重症心身障害者
通所事業担当

公園課

・ 水族館の運営事業者との連絡調整
に関すること

・ 水族館の施設の整備に関すること
みどりの係 水族館担当

新たな行政課題に迅速に対応するとともに、より良い区民サービスを提供できるように
組織の体制を見直しました。変更点をお知らせします。

4月から区の組織が一部変わります

係を廃止します
⃝ 児童相談所移管担当（子ども育成課）：児童相談所開設準備課の設置に伴い廃止します。
⃝ 障害児者総合支援施設担当、重症心身障害者通所事業担当（障害者支援課）：事業者支

援担当（障害者支援課）の設置に伴い廃止します。

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）

いきいき健康
マージャン広場

（5月開始）

「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
マージャンを楽しみませんか。

対象／区内在住の60歳以上で、①～
⑤は点数の計算ができる方、⑥～㉖
は点数の計算に不安がある方（抽選）
申込方法／4月3日㈪（必着）までに、
はがきに「マージャン広場」とし、
コース名、会場名、希望日時の番号、
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

コース 会場 日時 費用/回 募集人数

一般
コース

（スムーズに
できる方向け）

日本健康麻将協会
五反田サロン会場

（西五反田2－4－2）

①第1・3水曜日 午後1時30分～4時30分
各1,000円

（全自動卓）
各

10人程度②第1・3金曜日 午前10時～午後1時
③第1・3金曜日 午後1時30分～4時30分

若干名
東品川文化センター

（東品川3－32－10） ④第1・3水曜日 午前9時30分～午後0時30分 各700円
（手打ち卓）西大井いきいきセンター

（西大井2－5－21） ⑤第1・3水曜日 午前9時30分～午後0時30分

ゆっくり
コース

（ルールと役を
理解している

方向け）

日本健康麻将協会
五反田サロン会場

⑥第1・3月曜日 午前10時～午後1時

各1,000円
（全自動卓）

各
10人程度⑦第1・3月曜日 午後1時30分～4時30分

⑧第2・4月曜日 午前10時～午後1時 若干名
⑨第2・4月曜日 午後1時30分～4時30分 10人程度
⑩第2・4木曜日 午前10時～午後1時

若干名

⑪第2・4木曜日 午後1時30分～4時30分
⑫第2・4金曜日 午前10時～午後1時
⑬第2・4金曜日 午後1時30分～4時30分

荏原いきいき倶
く ら ぶ

楽部
（荏原6－2－8）

⑭第1・3金曜日 午前10時～午後1時
⑮第2・4金曜日 午前10時～午後1時
⑯第2・4金曜日 午後1時30分～4時30分

東品川文化センター
⑰第1・3水曜日 午後1時～4時

各700円
（手打ち卓）

⑱第2・4水曜日 午前9時30分～午後0時30分
⑲第2・4水曜日 午後1時～4時

西大井いきいきセンター
⑳第1・3水曜日 午後1時～4時
㉑第2・4水曜日 午前9時30分～午後0時30分
㉒第2・4水曜日 午後1時～4時

こみゅにてぃぷらざ八潮
（八潮5－9－11）

㉓第1・3木曜日 午前9時30分～午後0時30分 10人程度
㉔第1・3木曜日 午後1時～4時 20人程度
㉕第2・4木曜日 午前9時30分～午後0時30分 10人程度
㉖第2・4木曜日 午後1時～4時 20人程度

問い合わせ  特別区人事委員会事務局任用課採用係☎5210－9787、品川区人事課人事係（☎5742－7140 Fax5742－6872）

令和5年度
特別区

職員採用
試験

＜ Ⅰ類 ＞
●事務・技術（土木・造園・建築・機械・電気）　平成4年4月2日～平成14年4月1日に生まれた方
●福祉・衛生監視　�平成6年4月2日～平成14年4月1日に生まれ、必要な資格・免許を有する方（取得・登録

見込みを含む）
●心理　�昭和59年4月2日以降に生まれ、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科を卒業した

か、これに相当する方（卒業見込みを含む）
●保健師　�昭和59年4月2日～平成14年4月1日に生まれ、保健師免許を有する方（取得見込みを含む）

対象者 第1次試験日／4月30日㈰
申込方法／4月3日㈪までに、特別
区人事委員会ホームページhttps://
www.union.tokyo23city.lg.jp/
jinji/jinjiiinkaitop/から申し込み

ホームページは
こちらから

経験者コース参加者募集



古紙を配合した再生紙を使用しています

8 2023年３月21日号 ●次号予告 4月1日号 ⃝子ども読書の日　⃝しながわみやげ　ほか

新型コロナワクチン接種についてのお知らせ 3月10日時点の情報です

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

現在のワクチン接種は一旦5月7日㈰に終了します
　12歳以上の方を対象とした現在のオミクロン株対応ワクチン接種は、一
旦5月7日㈰で終了すると国から示されました。
　接種会場や日程が限られているため、希望する方は早めの接種をご検討く
ださい。なお、接種は区内の医療機関と旧リボン旗の台（旗の台5－13－9）で
実施しています。今後の詳細は、区ホームページや本紙でお知らせします。

対象者
初回接種（1・2回目）を完了し、前回接種から3カ月以上経過した5～11歳の方
接種日・会場
区内医療機関：3月中旬より、準備が整った医療機関から順次開始
品川保健センター（北品川3－11－22）：3月26日㈰
荏原保健センター（荏原2－9－6）：4月2日㈰・23日㈰

環境について楽しく学べるワークショップ
や講座を開催します。さらに今年は飲食ブ
ースもあります。

いとうせいこう×東 光弘スペシャルトークイベント
「今すぐ知りたい日本の電力　明日はこっちだ～ソーラーシェアリングのひみつ～」
時間／午後1時～2時30分
講師／いとうせいこう（作家）、東 光弘（市民エネルギーちば代表取締役）
定員／80人（抽選）
申込方法／4月11日㈫（必着）までに、往復はがきに「トークイベント」とし、参
加者全員の氏名（ふりがな）・年齢・学年・電話番号、区外在住で区内在勤・在学
の方は勤務先・学校の名称、車いすの方や手話通訳が必要な方はその旨をエコル
とごし（〠142－0042豊町2－1－30）へ
※家族のみ1枚4人まで申し込み可。
※エコルとごしホームページhttps://ecoru-togoshi.jpからも申し込めます。
※抽選結果は、4月16日㈰までに代表者へお知らせします。
●詳しくはエコルとごしホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

会場／エコルとごし・戸越公園
　　 （豊町2－1－30）

新興宗教に心酔した両親を深く愛しながらも、自らの人生を踏み出そ
うとする15歳の少女の揺れ動く感情が繊細に描かれる。今、考えたい
厳選の1本をお届けします。
日時 6月3日㈯

①午前11時 ②午後3時
※開場は各回30分前。
※上映時間は110分。
会場 きゅりあん小ホール

（大井町駅前）
出演者 芦田愛菜、永瀬正敏、

原田知世ほか
料金 各500円（全席指定）

※未就学児入場不可。
発売開始日・時間 4月7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
インターネット 午前9時から＝https://www.shinagawa-culture.or.jp/

※電話予約は座席選択不可。
問い合わせ  チケットセンターC

キ ュ リ ア

URIA（☎5479－4140 Fax5479－4160）

©2020「星の子」製作委員会

ケーブルテレビで放送された総括質疑の様子は、会議終了後おおむね2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。

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

ケーブルテレビ放送区議会の

●3月26日㈰ 午後2時～10時
内容

品川区議会自民党
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団
イノベーションしながわ
品川・生活者ネットワーク
品川改革連合
品川区議会日本維新の会

●3月29日㈬午後2時～10時＜再放送＞
内容

イノベーションしながわ
品川・生活者ネットワーク
品川改革連合
品川区議会日本維新の会
品川区議会自民党
品川区議会公明党
日本共産党品川区議団

3月22日㈬に行われる予算特別委員会での総括質疑の様子が、ケーブルテレビ
品川で放送されます。
※質疑内容によっては放送の終了時間が早まる場合があります。

Pick up！

「星の子」

小児（5～11歳）へのオミクロン株対応ワクチン接種を実施しています12歳以上の方へ

問い合わせ  環境学習交流施設エコルとごし（☎6451－3411 Fax6451－3412）

エコルとごし開
館1周年記念

4月30日㈰ 
午前10時〜午後3時30分

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 

問い合わせ 区ホームページ
はこちらから

　国は「マスク着用」の考え方を見直し、3月13日からマスク着用は個人の判断に委ねることを決定しました。
　区役所、地域センターなどの区施設でのマスク着用の考え方は、国の方針に倣い、利用者個人の判断に委ねる
こととしています。高齢者施設・障害者施設では、マスク着用を推奨していますので、ご理解のほどよろしくお願
いします。詳しくは、各施設へご確認ください。

問い合わせ  
総務課総務係（☎5742－6625 Fax3774－6356）

3月13日からの「マスク着用」は
個人の判断が基本です


