
みなと森と水会議
３月９日（土）～29日（金）

第６回
ところ：エコプラザ他ところ：エコプラザ他

　都心の港区と豊かな森林と水資源を持つ63自治体が集い、日本の森林保全と木材活用について議論します。

総合司会：日本大学大学院客員教授　小林　紀之 氏
＜第１部＞　・みなとモデル施行後一年の実績 （港区長　武井　雅昭）
　　　　　・日本の林業の現状とみなとモデルへの期待 （林野庁長官　沼田　正俊 氏）
　　　　　・木材事業者から見たみなとモデル （越井木材工業（株）　代表取締役社長　越井　潤 氏）
＜第２部＞　・ディスカッション

問い合わせ 環境課地球環境係　☎3578‒2498

　みなと森と水ネットワーク会議参加自治体
の木工品、環境に関する取り組みやイベント、
観光情報、特産品等を紹介するホームページ
「ちいき百貨」が３月１日（金）にオープンしま
す。参加自治体の森のめぐみをはじめ、「たく
さんのたからもの（百貨）」をご覧ください。
http://tokusan.uni4m.or.jp/

【ネットワーク会議参加自治体ＰＲ展示】
　参加自治体をＰＲするパネル展示です。「ちいき百貨」で紹介されている
特産品も実際に見ることができます。　
　３月９日（土）～19日（火） エコプラザ
　３月21日（木）～29日（金） 区役所1階ロビー

と　　き　３月13日（水）午後４時～５時３０分（午後３時３０分から受け付け）
と こ ろ　エコプラザ　　　対　　象　区内在住・在勤・在学者
講　　師　オークヴィレッジ代表　稲本　正 氏　　　定　　員　50人
申し込み　電話で、３月５日（火）までに、   　　　　　（午前９時（２月21日（木）
　　　　　は午前10時）～午後５時受け付け）へ。　　　　　☎5472-3710

と　　き 　３月９日（土）
　　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　　（午後１時から受け付け）

と こ ろ　エコプラザ
対　　象　小学生
 　※原則、保護者と一緒に参加。小学５・６年生は子どもだけでも可。
定　　員　70人（保護者含む）
申し込み　電話で、３月５日（火）までに、  　　　　　（午前９時（２月
　　　　　21日（木）は午前10時）～午後５時受け付け）へ。

☎5472-3710

と　　き　３月16・17日（土・日）午後２時～４時（午後１時30分から受け付け）
と こ ろ　エコプラザ
対　　象　小学生と保護者
内　　容　森の話と椅子づくり
定　　員　各20組
申し込み　電話で、３月５日（火）までに、  　　　　　（午前９時（２月21
　　　　　日（木）は午前１１時）～午後５時受け付け）へ。☎5472-3710

　森は二酸化炭素を吸収し地球温暖化防止に役立つだけでなく、豊かな水を供給する等、都市にとって重要な役割を担っています。
　都市生活においても森から大きなめぐみを受けていることを忘れず、森林保全の大切さを知ってもらうために「第６回みなと森と水
会議」を開催します。年々参加自治体が拡大し、今年は港区の他に63自治体が参加します。各首長が、港区の生み出した国産木材活
用の取り組み「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」と日本の林業再生について話し合う「みなと森と水サミット」をはじめ、森や63
自治体に関する展示・講演・ワークショップ等、都心で森を「見る」・「聞く」・「感じる」プログラムです。

　森は二酸化炭素を吸収し地球温暖化防止に役立つだけでなく、豊かな水を供給する等、都市にとって重要な役割を担っています。
　都市生活においても森から大きなめぐみを受けていることを忘れず、森林保全の大切さを知ってもらうために「第６回みなと森と水
会議」を開催します。年々参加自治体が拡大し、今年は港区の他に63自治体が参加します。各首長が、港区の生み出した国産木材活
用の取り組み「みなとモデル二酸化炭素固定認証制度」と日本の林業再生について話し合う「みなと森と水サミット」をはじめ、森や63
自治体に関する展示・講演・ワークショップ等、都心で森を「見る」・「聞く」・「感じる」プログラムです。

みなと森と水サミット みなと森と水サミット 「日本の林業再生とみなとモデル～都市における木材利用の促進～」「日本の林業再生とみなとモデル～都市における木材利用の促進～」

とき 3月18日（月）　午後１時30分～３時30分　　ところ　エコプラザ
内容

〈椅子のサイズ〉
Ｗ350×Ｄ350
×Ｈ345ｍｍ
2500ｇ

見る

聞く

感じるネットワーク会議参加
自治体ＰＲサイト
「ちいき百貨」開設

森と水講演会
「みんなで体感する室内森林浴！」

オープニングイベント
「楽つみ木ーwakuwakuー」

　親子や友達と一緒に、たくさん
のつみ木で大きなものを作ろう。

木工ワークショップ
「デザイナーズチェアをつくろう」

※2日間共通。
　作品は当日、お持
　ち帰りください。

　間伐材のヒノキでおしゃれな椅子を作ります。

 参加自治体（全64自治体）　
《北海道》紋別市、下川町、津別町《青森県》七戸町、十和田市《岩手県》葛巻町、住田町《宮城県》石巻市《秋田県》大館市、北秋田市、上小阿仁村《新潟県》妙高市《栃木県》鹿沼市《群馬県》沼田市、神流町《東京都》港区、あきる野市、檜原村《山梨県》丹波山村、大月市、南部町《長
野県》小諸市、信濃町《岐阜県》高山市、郡上市、東白川村《福井県》あわら市、坂井市《静岡県》川根本町、静岡市、浜松市《三重県》紀北町《兵庫県》朝来市、宍粟市《奈良県》宇陀市、吉野町、東吉野村、黒滝村、川上村、天川村《和歌山県》新宮市《鳥取県》智頭町、南部町、日南町、
日野町、江府町《島根県》隠岐の島町《岡山県》西粟倉村《徳島県》三好市、那賀町《愛媛県》西条市、西予市、久万高原町《高知県》馬路村、中土佐町、梼原町、四万十町、本山町、四万十市《大分県》日田市《熊本県》小国町《宮崎県》日南市、諸塚村、都城市

3578-2111
（区役所代表）

FAX 3578-2034
（区長室広報係）

http://www.city.minato.tokyo.jp
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「広報みなと」は、港区ホームページ（http://www.city.minato.tokyo.jp）でもご覧いただけます。

◆�「広報みなと」は新聞（朝日・読売・毎日・日本経済・産経・東京）折り込みです。区の施設や、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、区内のＪＲ・
　地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、「点字広報」、「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。
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問産業振興課産業振興係
� ☎3578－2556

「中小企業人材育成塾」受講者
募集

対区内中小企業の経営者・従業員
時（1）プレゼンテーション研修：3月
4日（月）、（2）クレーム対応研修：3月
26日（火）※時間はいずれも午前9時
30分～午後4時30分
所商工会館
人各30人（申込順）
費用　2000円
申（1）は3月1日（金）までに、（2）は3
月22日（金）までに、産業振興課ホー
ムページ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
問産業振興課産業振興係
� ☎3578－2556

分譲マンション維持管理講座～
テーマ別交流会～

　「長期修繕計画の見落してはいけ
ないチェックポイントを知る」、「管
理費等の滞納者への対応の実践的な
取り組み方」の2つのテーマに分かれ
て、マンション管理士の講義と意見
交換交流会を行います。
対区内分譲マンション在住者、興
味がある人
時 3月16日（土）午後2時～4時
所区役所9階
人 40人（各テーマ20人）※保育あり
（申し込み時にお申し出ください）
申希望のテーマを1つ選んで、電話
で、3月5日（火）までに、都市計画課
住宅支援係へ。�☎3578－2224・2346

古浄瑠璃の世界－弘知法印御伝
記

　古典を解説・映像・弾き語りで紹
介します。
対区内在住・在勤・在学者
時 3月5日（火）午後6時30分～8時30
分
所麻布区民センター
人 200人（申込順）
申電話で、港ユネスコ協会（祝日を
除く火～金曜午前10時30分～午後5
時30分）へ。� ☎3434－2300
問生涯学習推進課生涯学習係
� ☎3578－2741

親子学習会「日本庭園にふれて
ミニミニ石庭（枯山水）を作っ
てみよう!」

対区内在住・在学の小学3年～6年
生と保護者
時・所・内

とき ところ 内容
3月9日（土）
午前10時～

正午
旧芝離宮庭園 旧芝離宮庭園

の見学・解説

3月23日（土）
午前10時～

正午

郷土資料館
（三田図書館
集会室） 

日本庭園の歴
史とミニミニ
石庭（枯山水）
作り

人 14組28人（申込順）※3月23日（土）
は保育あり（4カ月～未就学児3人、
申し込み時にお申し出ください）
申電話で、2月22日（金）～3月2日
（土）に、みなとコール（午前9時（初
日は午前10時）～午後5時受け付け）
へ。� ☎5472－3710
担図書・文化財課文化財係

はり・マッサージサービス

対 65歳以上の区民
時 3月26・27日（火・水）
所神明いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、2月21日（木）～28日（木）
午前9時～午後5時に、神明いきいき
プラザへ。� ☎3436－2500

絵画展～PEACE　ART未来
へ～

　区の障害児と、東日本大震災を経
験した子どもたちが描いた絵画を同
時展示します。
時 3月5日（火）～11日（月）午前11時
～午後7時（入場無料）※3月9日（土）
は、トークディスカッション（色彩
心理学研究家・臨床美術士）や、ワ
ークショップを行います。
所伊藤忠青山アートスクエア（北青
山2－3－1シーアイプラザ地下1階）
問障害者福祉課障害者支援係
� ☎3578－2671・67

平成24年度　港区平和青年団
活動報告会

　長崎現地研修や都内フィールドワ
ーク等、1年間の活動を報告します。
時 3月10日（日）午後2時～3時（午後1
時30分開場）
所男女平等参画センター
人 210人（会場先着順）
申当日直接会場へ。保育または手
話通訳が必要な人は、3月1日（金）ま
でに、電話またはファックスで、総
務課人権・男女平等参画係へ。
� ☎3578－2014　FAX3578－2976

きしゃポッポによる台場地区お
はなし会

時 2月26日（火）第1回：午前10時45
分、第2回：午前11時10分、第3回：午
前11時35分
所にじのはし幼稚園
申当日直接会場へ。
問図書・文化財課学校支援担当
� ☎3437－6621
にじのはし幼稚園　� ☎5500－2577

住居表示板を貼り替えます

　区から委託を受けた業者が住居表
示板の状態を調査し、破損していた
り、何らかの理由で取り付けられて
いない建物等に新しい住居表示板を
取り付けます。
実施区域　芝大門一丁目～二丁目、
芝公園一丁目～四丁目、西麻布一丁
目～四丁目、北青山一丁目～三丁目
実施予定期間　3月1日（金）～29日
（金）
問芝地区総合支所区民課窓口調整
係� ☎3578－3151・2

平成24年度　特別相談「多重債
務110番」の開設

　来所が原則ですが、電話での相談
も受け付けます。
対区内在住・在勤者
時 3月4・5日（月・火）午前10時～午

後4時
所消費者センター
申電話で、事前に消費者センター
へ。� ☎3456－6827
※多重債務に関する相談は消費者セ
ンターで常時受け付けています。

みなとボランティア団体・
NPO交流発表会参加者・団体
募集

対区内を中心エリアとして活動し
ているボランティア団体・NPO、
またはボランティア活動に関心があ
る人
時 3月2日（土）午後1時～3時
所麻布地区総合支所2階
人 30人（申込順）
申電話またはファックスで、2月28
日（木）までに、みなとボランティア
センター（地域福祉係）へ。
� ☎6230－0281　FAX6230－0285

第3次港区住宅基本計画後期改
定推進業務委託事業候補者をプ
ロポーザル方式で募集します

募集要項等配布期間・場所　2月21
日（木）から都市計画課住宅政策係
（区役所6階）で配布します。※港区
ホームページからダウンロードもで
きます。
質問受付期間　2月28日（木）まで
参加表明書・技術提案書等提出期限
　3月7日（木）午後5時までに、都市
計画課住宅政策係へ。※詳しくは、
港区ホームページをご覧ください。
問都市計画課住宅政策係
� ☎3578－2348

「東京マラソン2013」開催に伴
う「ちぃばす」等の一時運行休
止および迂回運行

　2月24日（日）に予定されている「東
京マラソン2013」の開催に伴い、マ
ラソンコースの一部が「ちぃばす」の
ルートと重複している芝・田町ルー
トおよび車庫発着便の運行を一時休
止します。また、麻布・高輪ルート
の一部バス停を休止し、迂回運行を
実施します。
　運行休止時間・休止バス停等詳し
くは、港区ホームページ・バス停・
バス車内でご確認ください。なお、
赤坂・青山・芝浦港南ルートは、通
常通り運行します。
時 2月24日（日）
問土木課交通対策担当
� ☎3578－2278
㈱フジエクスプレス� ☎3455－2213
ミナコレ2013冬　ミナコレぐるっと
号臨時ルートについて
　美術館・博物館無料巡回バス「ミ
ナコレぐるっと号」は東京マラソン
による交通規制のため、午前10時～
午後4時は、パナソニック汐留ミュ
ージアム前に停車しません。なお、
遅延等も発生する場合があります。
時 2月24日（日）
問地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2342

平成24年度事務事業評価を実
施しました

　区は、区が実施している各事務事
業について、必要性・効果性・実施
手法の効率性等に関する評価を行
い、その結果を事務事業の見直しや
改善につなげるとともに、予算要求

へ反映させるために、事務事業評価
を実施しました。平成24年度の評価
結果については、次のとおりです。
評価区分 一次評価 二次評価 三次評価

拡充 17事業 3事業 3事業
継続 342事業 299事業 299事業

再構築 23事業 67事業 72事業
縮小 2事業 8事業 4事業
廃止 3事業 10事業 9事業

※詳しくは、港区ホームページで公
表しています。
問企画課企画担当� ☎3578－2528

港区スポーツセンタープールの
休止のお知らせ

　水の入れ換え・清掃・各種補修工
事等を行うため、次の期間プールを
休止します。
休止期間　3月4日（月）～14日（木）
問港区スポーツセンター
� ☎3452－4151
生涯学習推進課スポーツ振興係
� ☎3578－2751

「頭とからだの健康教室」サポ
ーター募集

対認知症予防事業に理解・関心が
ある人で、期間中できるだけ連続し
て参加できる人（経験は問いません）
内認知症予防事業「頭とからだの健
康教室」参加者への学習サポート※3
月21日（木）午前10時～正午に事前研
修を行います。
期間　4月11日～9月26日（毎週木曜）
※応募多数の場合はシフト調整
勤務時間　午後1時30分～4時
勤務先　神明いきいきプラザ
報酬　1回1000円
人 10人程度
選 3月8日（金）に面接により選考
申電話または直接、3月5日（火）ま
でに、神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

介護保険非常勤職員（介護保険
給付適正化指導員）募集

対介護支援専門員の資格を持って
いる人で、パソコン操作（エクセル
等）ができる人
勤務内容　介護保険事業所への訪問
等により、事業者に対し指導・支援
を行うとともに、区の窓口や電話で
の相談に応じていただきます。
期間　4月1日～平成26年3月31日（更
新可）
勤務先　高齢者支援課（区役所2階）
勤務時間　週4日、午前8時30分～午
後5時15分（4週ごとに1週3日勤務の
週があります）※有給休暇あり（初年
度は10日、夏休み5日）
報酬月額　18万1600円※交通費別途
支給（限度あり）
人 3人
選一次選考は書類選考、二次選考
は一次選考合格者に面接予定
申履歴書（縦4cm×横3cmの写真貼
付）・応募の動機（1200字程度）を書
いた原稿用紙・介護支援専門員登録
証明書（写）または介護支援専門員証
（写）を、直接または郵送で、3月11
日（月・必着）午後5時までに、〒105
－8511　港区役所高齢者支援課介護
事業者支援担当へ。� ☎3578－2821
※応募書類は返却しません。
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☆グループ・お母さんの時間
（予約制）

　子育てや家庭内での心配ごと等、
日頃のつらい気持ちを、話し合いを
通して分かち合い、共有するお母さ
んのためのグループです。
対区民で、育児中の母親
時 3月7日（木）午後1時30分～3時※
保育あり（申し込み時にお申し出く
ださい）

☆ふたごの会

対区内在住で、ふたご（多胎）を妊
娠中または育児をしている保護者
時 3月13日（水）午前10時～11時30分
※保育あり（申込順、未就学児20人、
申し込み時にお申し出ください）

☆印の共通事項
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

◎母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）

　妊娠・出産・育児期にある女性が
抱える心の問題に対して、専門の医
師が相談に応じます。
対区民で妊娠中・育児中の母親と
その家族
時 3月6・13日（水）午後2時～3時30
分※保育あり（申し込み時にお申し
出ください）

◎精神障害者社会復帰援助事業
（デイケア）

　社会や家庭でより自立した生活を
送れるよう、創作活動・各種教室・
レクリエ－ション・スポーツ等を通
じた集団生活指導を行っています。
対区民で、こころの病気がある人
時毎週金曜午前9時30分～正午

◎印の共通事項
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉
係へ。� ☎欄外参照

港区健康づくりサポーターが行
う「生活習慣病予防教室」

対区内在住・在勤・在学者
時 3月9日（土）午前10時～11時30分
所北里研究所病院3階（白金5－9－

1）
内受動喫煙と健康の話、フィット
ネス、BMI測定他
申電話で、北里研究所病院予防医
学センターへ。� ☎5791－6146
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

プラザ神明ひな祭り・和文化体
験Day

　各種体験教室や・民謡・日本舞
踊・和太鼓の発表等、和文化を満
喫。カフェではひな祭りメニューも
味わえます。
時・内 3月2日（土）（1）和文化体験
（着付け、生け花、香道）：午前11時
～午後2時（2）茶席：正午～午後2時
（3）ひな祭りコンサート：午後2時～3
時
所神明いきいきプラザ
費用　生け花・香道500円、茶席100
円
申（2）・（3）は当日直接会場へ。（1）
は電話または直接、2月28日（木）ま
でに、神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

自分らしいエンディングを考え
る

　遺言とエンディングノートの違い
や、エンディングノートの書き方に
ついて学べる講座です。
対 50歳以上の区民
時 3月11日（月）午後1時30分～3時30
分
所三田いきいきプラザ
人 40人（申込順）
申電話または直接、3月8日（金）ま
でに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

羊毛フェルト

　羊毛のかたまりを針で刺して製作
する、楽しく簡単にできる手芸で
す。今回は、だるまを作ります。
対おおむね60歳以上の区民
時 3月8日（金）午前10時～11時30分
所赤坂いきいきプラザ
人 12人（申込順）
費用　500円（教材費含む）
申直接または電話で、赤坂いきい
きプラザへ。� ☎3583－1207

学ぼう！血液検査値の見方講座

対 60歳以上の区民
時 3月7日（木）午後1時30分～3時

所豊岡いきいきプラザ
人 30人（申込順）
申電話または直接、豊岡いきいき
プラザへ。� ☎3453－1591

歴史講座「江戸っ子と歌舞伎」

対 60歳以上の区民
時（1）3月24日（日）（2）3月31日（日）
※時間はいずれも午後2時～4時
所白金いきいきプラザ
内（1）元禄歌舞伎と芝居見物（2）浄
瑠璃坂の仇討～事件から歌舞伎演目
へ～
人 50人（抽選）※2回とも参加できる
人優先
費用　250円（2回分）
申往復はがきの往信面に、住所・
電話番号・年齢・いきいきプラザ利
用登録証の有無を明記の上、3月7
日（木・消印有効）までに、〒108－
0072白金3－10－12　白金いきいき
プラザへ。� ☎3441－3680
※いきいきプラザ個人登録証をお持
ちでない人は、いきいきプラザ個人
登録証番号欄に「無し」とご記入くだ
さい。

なべさんの元気湧くわく講座～
講師による歌と講話～

対 60歳以上の区民
時 3月6日（水）午後3時45分～5時15
分
所高輪いきいきプラザ
人 20人（会場先着順）
申直接、高輪いきいきプラザへ。
� ☎3449－1643

介護予防講座「おいしく食べる
ために」～お口の機能と飲み込
みについて～

対 65歳以上の区民
時 3月7日（木）午後2時～4時
所白金いきいきプラザ
人 30人程度（申込順）
申電話で、高輪地区高齢者相談セ
ンターへ。� ☎3449－9669

弁護士と一緒に考える会～相続
問題と後見制度～

対区民
時 3月7日（木）午前10時～11時
所白金台いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申往復はがきの往信面に、講座
名・住所・氏名・年齢・電話番号・
個別相談希望の有無・いきいきプ
ラザ個人登録証番号を明記の上、2
月28日（木・必着）までに、〒108－
0071白金台4－8－5　白金台いきい

きプラザへ。� ☎3440－4627
※いきいきプラザ個人登録証をお持
ちでない人は、いきいきプラザ個人
登録証番号欄に「無し」とご記入くだ
さい。
個別相談
　勉強会の後、希望者に対し1人15
分程度で行います。※順番は抽選で
決めさせていただきます。

精神保健福祉講座「認知症につ
いて」

対精神障害について関心がある区
民
時 3月8日（金）午後6時30分～8時
所地域生活支援センター
人 30人（申込順）
申電話で、地域生活支援センター
へ。� ☎5798－4660
問障害者福祉課精神障害者担当
� ☎3578－2457

障害者のためのパソコン教室

対身体障害者手帳・愛の手帳・精
神障害者保健福祉手帳のいずれかを
持つ18歳以上の区民で、パソコンの
基本的な操作ができ、ビジネス文章
の作成に興味がある人
時 3月19・26日（火・全2回）午前10
時45分～午後0時30分
所障害保健福祉センター5階
人 10人（抽選）
費用　教材費がかかる場合がありま
す。
申電話またはファックスで、2月28
日（木）までに、障害保健福祉センタ
ーへ。�☎5439－2511　FAX5439－2514
※申し込みの際、身体状況の確認を
させていただくことがあります。手
話通訳・介護者が必要な人はご相談
ください。一般交通機関の利用が困
難な人は、巡回送迎バスを利用でき
ます。

みなとビジネス交流会参加企業
募集

対区内企業および区内企業と交流
したい企業他
時 3月19日（火）午後4時～7時
所浜松町東京會舘「チェリールー
ム」（浜松町2－4－1世界貿易センタ
ービル39階）
内名刺交換会、交流会
人 64社（申込順）※1社1人
費用　5000円
申 3月8日（金）午後5時までに、産業
振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。

休日診療  
※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間などをお問い合わせください。

診療時間 は午前 9 時～午後 5 時
診療時間 ★ は午後 5 時～午後10時

モバイルサイトからもご覧いただけます

２
月
24
日（
日
）

都ホテル東京メディカルクリ
ニック（内・小） 白金台1－1－50　都ホテル東京地下1階 3473－1651

六本木北浜診療所（内・小） 六本木6－1－20　六本木電気ビル2階 3402－0792
せんぽ東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
可知歯科医院（歯） 南麻布1－5－1　大東ビル2階 3455－8290
★芝浦アイランド内科クリニ
ック（内）

芝浦4－20－4
芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730－0221

港区休日歯科応急診療所 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927
(休日のみ）

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休　午前7時～午後11時
☎5472-3710

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

薬の相談

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎3212－2323（ダイヤル回線の固定電話等）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272－0303
ホームページ  http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜（祝日を除く）
午後5時～10時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後5時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
2月24日（日） 清水薬局（西麻布） 西麻布4－18－16 3407－0794

夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前8時 ☎090－3690－3102



コミュバス

http://www.city.minato.tokyo.jp 平成25年（2013年）2月21日 4

MarchMarch

33 港区スポーツセンター
障害保健福祉センター
白金台児童館
高輪子ども中高生プラザ

青山児童館
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
港南子ども中高生プラザ
赤坂子ども中高生プラザ

　オーストラリア連邦は南半球にあ
る、世界最小の大陸および島々から
なる広大な国です。面積は769万平
方km、日本の約20倍です。国土が
広いため気候は多様ですが、一般に
内陸部は乾燥帯、沿岸部は温帯で
す。人口は約2200万人、農業や鉱
業が盛んで、第三次産業も発達して
います。公用語は英語ですが、国民
の4人に1人は海外生まれという移民
の国であり、国内には200以上の文
化集団が存在するといわれています。
　オーストラリアの建国記念日に当

たる日が、
1月26日の
オーストラ
リア・デー
です。この
日には、新
しく市民に

なった人に証�
書を授与する
式典が行わ
�れ、ラミント
ンというお菓�
子を食べる習
慣があります。これはスポンジ・ケー
キをチョコレートでコーティングし、
ココナツパウダーをまぶしたお菓子
で、オーストラリアではスーパーで
も日常的に売っている、とても身近
なスイーツです。
　多民族国家であるため、オースト
ラリア料理と呼ばれる料理は存在し
ません。しかし広く根付いているの
がバーベキュー文化です。公園やビ
ーチ等の公共の場にはしばしばバー
ベキュー用グリルが設置されていて、
人々は気軽に利用しています。

時間、ところ欄にある（　）は、それぞれ開場時間、定員をあらわしています。定員を超えた場合、入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

3578－2036

とき 内容 時間 ところ とき 内容 時間 ところ

港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

☎3452－4151
☎5439－2511
☎3444－1899
☎3443－1555

第６回 「ちぃばす」
麻布十番

麻布いーすと通り

有栖川宮記念公園
…

…

…

…

�オーストラリア

☎3404－5874
☎5443－7338
☎3450－9576
☎5561－7830

「麻布ルート」

2
（土）

◉映画会「摩天楼を夢みて」 午後2時～3時40分�
(午後1時30分) 高輪図書館（40人）

◉�ロック講座「ライブ映像で観る、2013年のロ
ックの傾向と対策」

午後2時～4時�
（午後1時30分）

みなと図書館
（90人）

3
（日）

◉港区スポーツセンター区民無料公開日 午前9時～午後9時 港区スポーツセンター
◉ブックスタート　扱 午後1時30分～3時 みなと図書館

4
（月）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 白金台児童館

5
（火）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 高輪子ども中高生プラザ
◉ブックスタート　扱 午後1時30分～2時30分 台場分室多目的室
◉おはなし会「いたいよ�いたいよ」他 午後2時40分 台場分室多目的室

7
（木）

◉高輪図書館朗読会「一房の葡萄」 午後2時～3時�
(午後1時30分) 高輪図書館（30人）

8
（金）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 青山児童館

9
（土）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

◉ブックスタート　扱 午前10時30分～11時30分 高輪図書館
◉おはなし会「ふしぎなまちのかおさがし」 午前11時 三田図書館
◉ぴよぴよおはなし会「いたいよ�いたいよ」他 午前11時 みなと図書館
◉�ドラネコちゃんとマジシャンのおじさんによ
るマジック人形劇「ドラマジック・ショー」 午前11時～11時55分 赤坂図書館（60人）

◉映画会「ユリシーズの瞳」 午後1時～3時50分
(午後0時30分) 港南図書館（45人）

◉きしゃポッポおはなし会 午後2時 高輪図書館
◉おはなし会「ゆめみるリジー」他 午後2時30分 みなと図書館

10
（日）

◉�ドキュメンタリー映画会「10年後の空へ�
OKINAWAとフクシマ」

午後2時～3時35分�
(午後1時30分) 高輪図書館（40人）

11
（月）

◉ブックスタート　扱 午後2時～3時30分 麻布図書サービスセンター
◉記録映画会「東日本大震災」他 午後2時10分～4時 みなと図書館（90人）

12
（火）

◉ランチタイムコンサート 午後0時10分 障害保健福祉センター

13
（水）

◉おはなし会「おっとどっこい�しゃもじろう」他 午後2時30分 港南図書館
◉おはなし会「はるさんがきた」他 午後3時 高輪図書館
◉おはなし会「おとどけものでーす！」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

15
（金）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 港南子ども中高生プラザ

16
（土）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 赤坂子ども中高生プラザ
◉ぴよぴよおはなし会「ねえ�どっちがすき？」他 午前11時 みなと図書館

16
（土）

◉子ども映画会「ムーミン谷の彗星」 午後2時～3時5分(午後1時30分) 高輪図書館（40人）
◉映画会「ミステリアス�ピカソ�天才の秘密」 午後2時～3時20分(午後1時30分) 赤坂図書館（30人）
◉おはなし会「おおきくなるっていうことは」他 午後2時30分 みなと図書館
◉おはなし会「うんちしたのはだれよ！」他 午後2時30分 麻布図書サービスセンター

17
（日）

◉港区スポーツセンター区民無料公開日 午前9時～午後9時 港区スポーツセンター
◉�高輪図書館地域講座「白金高輪地区の文化財
からみる江戸時代の歴史」

午後2時～3時30分�
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

19
（火）

◉ブックスタート　扱 午後1時～2時 高輪分室

20
（水・祝）

◉ブックスタート　扱 午前10時30分～11時30分 赤坂図書館
◉ホリデイ映画会「エビータ」 午後2時～4時15分(午後1時30分) 港南図書館（45人）
◉おはなし会「ハンタイおばけ」他 午後2時30分 麻布図書サービスセンター

23
（土）

◉おはなし会「おひっこし」他 午後2時～2時30分 赤坂図書館
◉きしゃポッポおはなし会 午後2時30分 麻布図書サービスセンター

24
（日）

◉�「東京大学サイエンスコミュニケーションサー
クル�CAST」による子ども科学実験教室 午後1時30分～3時 三田図書館（20人）

◉「春休み工作会�やじろべえを作ろう」 午後2時～3時 高輪図書館（20組）
◉映画会「アフリカの女王」 午後2時～3時45分(午後1時30分) 三田図書館（84人）

25
（月）

◉子ども映画会「ルイスと未来泥棒」
　※18歳以下の人限定

午後2時～3時35分
（午後1時30分） 高輪分室（50人）

26
（火）

◉おはなし会「おおきくなりたいこりすのもぐ」他 午前11時～11時30分 高輪分室

27
（水）

◉おやこおはなし会「おすわりくまちゃん」他 午前10時30分 港南図書館
◉おはなし会「いちごばたけのちいさなおばあさん」他 午後3時 高輪図書館
◉ブックスタート　扱 午後3時15分～4時 港南図書館

28
（木）

◉おはなし会「かけっこ�かけっこ」他 午前10時30分 三田図書館
◉ブックスタート　扱 午前11時～正午 三田図書館

29
（金）

◉夜のDVDシアター「感動の世界遺産�ポーランド」午後6時30分～7時25分�(午後6時) 赤坂図書館（30人）

30
（土）

◉「お箸のおはなし　マイ箸を作ろう！�」 午後2時～4時 赤坂図書館（30人）

31
（日）

◉こども映画会「シンデレラ」 午後2時～3時15分(午後1時30分) 港南図書館（45人）

◉懐かしのアニメ「ひょっこりひょうたん島」他 午後2時～3時30分
（午後1時30分）

みなと図書館
（90人）

▲オーストラリア・デーに食べる
　スイーツ、ラミントン

▲バーベキュー文化が広く
　根付いている

扱ブックスタート事業
区内にお住まいの1歳くらいまでの赤ちゃんと保護者が対象です。絵本をお渡しし、1人15分程
度ブックスタートの説明をします（赤ちゃん1人につき1回）。母子健康手帳を持って最寄りの会
場へお越しください。みなと保健所の「うさちゃんくらぶ」に参加する人は除きます。

　寒い日が続きます。日差しの暖かい日はちぃ
ばすに乗って春の前触れを探しに出かけません
か。区役所から広尾駅を循環する麻布ルートは、
緑や水辺を守り育む都心環境づくりをめざす区
の特長ある顔が見られます。
　広尾駅の一つ手前のバス停、「有栖川宮記念
公園」で降りてみましょう。地形を活かした日本
庭園の梅林ひろばでは、春の訪れをいち早く感
じることができるでしょう。木が生い茂り、渓流

が南西側の池に注いでいる等、自然を満喫できます。
　バス停「麻布十番」では散歩を楽しめます。暗闇坂、一本松坂等、いに
しえの地名をとどめた坂や、商店街には歩道に沿って彫刻が飾られてお
り、多くの見どころがあります。
　バス停「麻布いーすと通り」近く
の飯倉公園は、幕末に来日した外
国人の宿舎である赤羽接遇所の跡

地です。ここは古くからにぎわった地域で、飯倉は都
内でも有数の由緒がある地名です。
　そのまま都立芝公園まで歩くと、区民ボランティアが育ててい
るバラを楽しむことができます。公園の西側にある芝丸山古墳は
全長106m前後の前方後円墳で、都内最大級だということはあま
り知られていません。東京都指定の史跡の一つで、頂には伊能忠
敬の記念碑もあります。ぜひ散策してみてください。

▲有栖川宮熾仁親王騎馬像

▲芝丸山古墳

▲伊能忠敬測地遺功表

▲麻布十番にある
　かばんをモチー
　フにした彫刻


