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　女性の飲
酒が増えて
います。女性
は男性に比
べて、肝臓が
小さく、ホル
モンの影響
を受けやすいため、酔いやすくアル
コール依存症になりやすい傾向が
あります。また、たばこは肌の老化
を進め、発がんリスクを高めます。
特に妊娠中は胎児への影響が大
きいため禁酒・禁煙が必要です。

　若い女性の中には、
痩身願望が強く、適正
体重や妊娠中なのに
食事を控える等、自分
や子どもの健康に影
響を及ぼしかねない
深刻なケースが見られ
ます。過剰なダイエット
は、生理不順や自律
神経失調症、将来
的には骨粗しょう
症等を招く恐れが
あります。

美美 源源 健健 康康の は にあり

　メディアや周囲の極端な情報を気にしすぎて、過剰なダイエットに取り組
み、痩せや貧血、生理不順等のトラブル、心身にストレスを抱える人が増
えています。女性の体はデリケートで、ライフサイクルによってホルモンバラ
ンスが変わり、妊娠や出産、更年期等の大きな心身の生理的変化が訪れ
ます。女性の身体のしくみを知り、健康的な美しさを手に入れましょう。

素

敵な
女性になろう

　区では、20歳以上
の人が利用できる新
健康手帳「自分カルテ」
を作成しました。若い
年代や女性の健康に
関する情報も掲載し、
検診結果も記入でき
ます。みなと保健所や
各総合支所等で配布
しています。

3月8日(土) 午後2時～4時
日本子ども家庭総合研究所
　総合母子保健センター愛育病院内　
　（南麻布5-6-8）
助産師 石川紀子さん 谷本栄子さん

20～40歳代の女性

50人（申込順）

電話で、3月6日（木）までに、みなとコー
ル（午前9時～午後5時受け付け）へ。

☎5472-3710

女性の健康づくり講演会
テーマ

と　き
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講　師
対　象

定　員

申し込み

からだケアで健康♥美人
～女性ホルモンの働きと
　　  身体のメカニズムを学ぶ～

出典:港区健康手帳｢自分カルテ｣

やせ過ぎ飲酒・たばこ酒 たば

女性ホルモンの働きを最大限活かし、

健康的な美しさを手に入れよう

ふたご（イメージ写真、左：喫煙者、
右：非喫煙者　出典：ＢＢＣ）
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問い合わせ 健康推進課健康づくり係　☎6400-0083
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　身長や体重の成長
が著しいが、女性ホ
ルモンの分泌はまだ。

10歳 20歳 30歳 40歳 50歳 60歳

幼年期
（０～８歳ごろ）

　外見が女性らしく
なり、初潮を迎える。

思春期
（８～18歳ごろ）

　女性ホルモンの分泌
が活発になり、肉体的
に女性として成熟。

成熟期
（18～45歳ごろ）

　女性ホルモンの分
泌が急激に低下し、
閉経を迎える。

※各段階を迎える年齢には
それぞれ個人差があります。

更年期
（45～55歳ごろ）

健康リスク
仮性近視
肥満

健康リスク
月経やおりものの
　異常
鉄欠乏性貧血
摂食障害

思春期後半からの
健康リスク
性感染症
子宮内膜症

健康リスク
子宮筋腫　

子宮頸がん
乳がん　
卵巣がん
不妊症
妊娠・出産に伴う
　トラブル　　など

健康リスク
更年期障害
自律神経失調症
生活習慣病
子宮体がん　など

　卵巣が機能しなくなり、
女性ホルモンの分泌も停止。

老年期
（55歳ごろ～）

健康リスク
骨粗しょう症
老人性腟炎　など

女性ホルモン（エストロゲン）の分泌量

検診を必ず受け

ましょう

 港区では、乳がん
、子

宮頸がんをはじめ
、さ

まざまな検診が
無料

で受けられます。
病気

には早期発見・早
期治

療が有効です。健
康に

関する正しい情報
を得

るためにも、積極
的に

受診しましょう。

　検診の詳細につ
い

ては、４月以降、広報
み

なと・港区ホームペ
ー

ジでお知らせする
予

定です。

女性の体は女性ホルモンの分泌量によって大きく左右されます

　子宮頸がんは女
性なら誰でもかかる
可能性があります。
近年、20歳代から
30歳代の若い女性
の間で急増していま
す。早い段階で発見
されると完治する確
率が高まります。

けい

　乳がんは女性に
一番多いがんで、
15人に1人が生涯
にかかる可能性が
あります。30歳代
から50歳代まで
の比較的若い世代
に多いがんです。

や
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生とその保護者で両日参加できる人
時・所・内

とき ところ 内容
3月8日（土）
午前10時～

正午

旧芝離宮恩賜
庭 園（ 海 岸 1
－4－1）

旧芝離宮恩賜
庭園の見学・
解説

3月22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22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21日（金）～3月1日
（土）に、みなとコール（午前9時（初
日は午前11時）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710
担図書・文化財課文化財係

防災セミナー「いざというとき
の備えはだいじょうぶですか」
　防災に関する知識、心構え、備蓄
用品について、区職員が説明しま
す。
対区内在住・在勤・在学者
時 3月15日（土）午後2時～4時
所三田図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
 ☎3452－4951
問図書・文化財課庶務係
 ☎3437－6621

催 し 物
はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 3月25・26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（金）～28日（金）
午前9時～午後5時に、神明いきいき
プラザへ。 ☎3436－2500

「みなと＊しごと55」主催「シニ
アのための合同就職面接会」
　企業の採用担当者と直接面接がで
きます。
対おおむね55歳以上の就業希望者
時 3月6日（木）午後1時30分～3時（午
後1時～2時30分受け付け）
所港勤労福祉会館
持ち物　履歴書
申当日直接会場へ。
問みなと・しごと55 ☎5232－0255
保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381

芝地区合同ふれあい囲碁大会
　プロ棋士と一緒に連碁や指導碁を
行います。囲碁入門者も歓迎します。
対小学生以上の区民
時 3月8日（土）連碁：午前10時～11
時、指導碁：午前11時～午後1時
所プラザ神明
人入門～初級・中級・上級～有段
各20人（申込順）
申電話または直接、3月6日（木）ま
でに、神明いきいきプラザへ。
 ☎3436－2500

麻布アートフェスタ～変身でア
ート!自分自身をデザインしよ
う
　自分好みの生地や素材を使って簡
単なマントや帽子等を作り、デザイ
ンの世界を体験します。

対区内在住・在勤・在学者（小学生
以下は保護者同伴）
時 3月9日（日）午後1時～4時30分（受
付は午後0時30分から）
所麻布地区総合支所
人 30人程度（申込順）
申電話で、麻布地区総合支所管理
課管理係へ。 ☎5114－8805

移動消費者教室
　工場を見学し化粧品の生産ライン
や衛生管理の方法を学び、今後の消
費生活について考えます。
対区内在住・在勤・在学者
時 3月13日（木）午前8時スポーツセ
ンター前集合、午後4時30分頃解散
所（株）ヤクルト本社湘南化粧品工
場（藤沢市）
昼食場所　湘南モールフィル内レス
トラン（藤沢市）（各自）
人 30人（抽選）
持ち物　筆記用具、軽装、運動靴等
はきやすい靴
申往復はがき（1人1枚）往信面に、
講座名・参加希望者の郵便番号・住
所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号・勤務先住所（在勤者の
み）・学校名（在学者のみ）を、返信
面に、郵便番号・住所・氏名を明記
の上、2月28日（金・必着）までに、
〒108－0023芝浦3－1－47　消費者
センターへ。 ☎3456－4159

重度障害児の日中一時支援事業
（春休み・放課後） 
対区内在住で、特別支援学校等に
通学する小学4年～高校3年の重度障
害児
時春休み：4月4日（金）知的障害児、
4月5日（土）身体障害児、いずれも午
後1時30分～5時、放課後：開校日の
月～金曜、午後3時30分～6時30分
所春休み：障害保健福祉センター、
放課後：別途連絡
内物作りや音楽、遊び等
人春休み：各日10人、放課後：小・
中学生5人、高校生5人（いずれも選
考審査あり）
費用　課税世帯の人1日480円
申直接、3月4日（火）までに、各総
合支所区民課保健福祉係へ。
問障害者福祉課障害者支援係
 ☎3578－2671

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」
対小学生までの子どもとその保護
者
時 3月8日（土）午前11時～正午
所赤坂図書館
人 60人（申込順）
申電話で、2月21日（金）～3月6日
（木）に、みなとコール（午前9時（初
日は午後2時）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710
担図書・文化財課庶務係

みなと区民の森環境学習
　みなと区民の森を散策し、森づく
りについて学び、まき割りや炭窯の
火入れ等、炭焼きの体験をします。
昼食時には、あきる野市で収穫した
里芋を使った芋汁を提供します。
対区民（小学生以上で、登山や軽作
業ができる人）
時 3月16日（日）区役所集合、往復バ

スで移動
所みなと区民の森（あきる野市）
人 30人（抽選）
費用　大人1000円、小学生500円
申電話で、2月21日（金）～3月2日
（日）に、みなとコール（午前9時（初
日は正午）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担環境課地球環境係

お 知 ら せ
区立ケアハウス港南の郷入居者
募集
募集戸数　二人世帯（夫婦）向け1戸
（港南3－3－23）※応募者多数の場合
は、公開抽選を行います。
使用料　月額10万7800円～30万8000
円（前年の収入により異なります）※
光熱水費は自己負担
入居予定　4月下旬以降
主な申し込み資格　次の全ての条件
に該当する人（介護保険で要介護1～
5と認定された人は除く）（1）60歳以
上（昭和29年3月14日以前の生まれ）
の夫婦であること（夫婦の一方が55
歳以上でも可）（2）区内に引き続き3
年以上（平成23年3月14日以前から）
居住している人（3）身体機能の低下、
高齢等のため独立して生活するには
不安がある人（4）ケアハウスを利用
することにより独立した生活が営め
る人（5）使用料を支払うことが可能
な収入がある人※詳しくは「申込書」
をご覧ください。
サービス内容　食事の提供、入浴準
備、生活相談、緊急時の対応
申込書配布場所　高齢者支援課（区
役所2階）、ケアハウス港南の郷、各
総合支所・台場分室、いきいきプラ
ザ、高齢者相談センター
申申込書に必要事項を記入し、日
曜を除く3月3日（月）～13日（木）午前
10時～午後4時に、本人が直接、ケ
アハウス港南の郷へ。
問高齢者支援課高齢者施設係
 ☎3578－2424
ケアハウス港南の郷 ☎3450－5950

平成25年度事務事業評価を実
施しました
　区では、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
映させることを目的として、事務事
業評価を実施しています。
　平成25年度の評価結果について
は、次のとおりです。

（単位：事業）
評価
区分

最終
評価

一次
評価

二次
評価

三次
評価

拡充 15 16 16 10
継続 433 431 187 10
縮小 4 7 5 3
廃止 3 1 6 3
合計 455 455 214 26

※詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
問企画課企画担当 ☎3578－2528

●都市計画案の縦覧（都決定）
件名　東京都市計画都市再生特別地
区の変更（虎ノ門二丁目地区）
縦覧場所　都市計画課（区役所6階）
および東京都都市計画課（都庁第二

本庁舎21階）
意見書の提出先　郵送または直接、
〒163－8001　東京都都市整備局都
市づくり政策部都市計画課へ。

●都市計画案の縦覧（区決定）
件名　都市計画地区計画の決定（虎
ノ門二丁目地区）
縦覧場所　都市計画課（区役所6階）
意見書の提出先　郵送または直接、
〒105－8511　港区役所都市計画課
都市計画係へ。
●印の共通事項
　ご意見のある人は、縦覧期間内に
意見書を提出してください。
縦覧期間　2月28日（金）～3月14日
（金）
問都市計画課都市計画係
 ☎3578－2215

男女平等参画センターの相談室
の利用時間が変わります
　4月１日(火)から｢リーブラ相談室
心のサポートルーム｣の利用時間が
拡大されます。
一般相談：月～土曜午前10時～午後4
時、火・金曜午後6時～9時
法律相談：面談のみ予約制。原則第
1木曜※面接相談・法律相談の場合
は、相談室利用時間内に｢相談室専
用電話｣へ予約してください。
相談室専用電話 ☎3456－5771
問総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2026
男女平等参画センター ☎3456－4149

港区スポーツセンタープールの
休止
　スポーツセンターでは、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。ご迷惑をおかけしますが、皆さ
んのご理解とご協力をお願いしま
す。
休止期間　3月3日（月）～13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

求 人 案 内
保健師（臨時職員）募集
対平成26年4月1日現在65歳未満で、
保健師資格を有する人
期間　4月1日～6カ月以内（更新可）
勤務時間　週5日以内、午前8時30分
～午後5時15分
勤務内容　（1）認知症予防・介護予
防事業の実施補助（2）ワード・エク
セルを使用したチラシ・資料等の作
成（3）事務処理等
報酬　日額1万1000円（交通費含む）
勤務場所　高齢者支援課介護予防係
（区役所2階）
人 1人
選書類および面接による選考
申直接または郵送で、履歴書（写真
貼付）および免許証の写しを、3月10
日（月・必着）までに、〒105－8511
　港区役所高齢者支援課介護予防係
へ。 ☎3578－2409

広報みなと1月1日号「新春プレゼントクイズ」に、読者の皆様から多くのご応募（285通）をいただきありがとうございました。厳正なる抽選の結果、当選者には2月上旬に賞品（図書
カード500円分）を発送しました。なお、応募締切（1月17日）前の広報みなと1月11日号にクイズの解答を掲載してしまったため、（クイズの正答に関わらず）応募者全員を対象に抽
選を行いました。　問い合わせ　区長室広報係　☎3578－2036



区
役
所
・
総
合
支
所
へ
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。

☎3578–2111（区役所代表）3

※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

健　　康
母子メンタルへルス相談
　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5日（水）午後2時～4時、3月19
日（水）午後2時30分～4時30分
所みなと保健所※保育あり（申し込
み時にお申し出ください）
申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

グループお母さんの時間
　子育てや家庭内での心配ごと等、
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6日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所※保育あり（申し込
み時にお申し出ください）
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。 ☎6400－0084

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12日（水）午前10時～11時30分
所みなと保健所※保育あり（未就学
児20人、申し込み時にお申し出くだ
さい）
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。 ☎6400－0084

たばこ相談
　禁煙したい、家族の喫煙について
等、専門員が相談に応じています。
対区民で、禁煙したい人または喫
煙者の家族
時毎月第2・4水曜午前9時から
所みなと保健所
申相談日前日までに、電話で、健
康推進課健康づくり係へ。
 ☎6400－0083

健康相談
　健康の保持増進、健診結果の見方
等について、保健師・管理栄養士が
相談に応じています。
対区民
時毎月第2・4水曜午後
所みなと保健所
申相談日前日までに、電話で、健
康推進課健康づくり係へ。

 ☎6400－0083

区民委員を募集します
芝地区地域情報誌編集委員（記
者）
対芝地区在住・在勤・在学者で、
情報誌づくりに携わりたい人
内地域話題の収集、取材、写真撮影、
原稿作成等。1回の取材等で平日の
昼夜間に2時間程度（年間4回発行予
定）。また、発行号ごとに平日夜間2
回、編集会議への参加があります（報
酬・交通費の支給はありません）。
人 10人程度（申込順）
申郵送またはファックスで、住所
（区内在勤・在学者は所在地）、氏
名、電話番号、在住・在勤・在学の
別を明記の上、3月28日（金・必着）
までに、〒105－8511　芝地区総合
支所協働推進課地区政策担当へ。
 ☎3578－3193　FAX3578－3180

講　　座
消費者トラブルから身を守る!

（寸劇で最新トラブルと対処方
法を学ぼう）
対 60歳以上の区民
時 3月11日（火）午前10時～11時30分
所白金いきいきプラザ
人 30人（申込順）
申電話で、白金いきいきプラザへ。
 ☎3441－3680
問高輪地区高齢者相談センター
 ☎3449－9669

楽しく学ぶ歴史講座
対 60歳以上の区民
時 3月8・15日（土）・23・30日（日）
（全4回）午後2時～4時
所白金いきいきプラザ
内第1・2回：西郷隆盛と明治維新、
第3・4回：板垣退助と自由民権運動
人 45人（抽選）
費用　500円（全4回）
申往復はがきの往信面に、氏名（ふ
りがな）・住所・電話番号・年齢・
いきいきプラザ登録証の有無を明記
の上、2月28日（金・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

歴史講座～黒田官兵衛とは何者
か
対 60歳以上の区民
時 3月1日～22日（毎週土曜・全4回）
午前10時～正午
所豊岡いきいきプラザ

人 30人（申込順）
費用　500円（4回分）
申電話または直接、豊岡いきいき
プラザへ。 ☎3453－1591

こころはずむ♪音楽教室
　好きな曲等の歌唱と、音楽を使っ
たゲームやライフストーリーブック
の取り組み等を通して、認知症予防
と自分らしいいきいきとした生活を
めざします。
対 65歳以上の区民で、介護保険の
要介護・要支援認定を受けていない
人
時 4月10日～7月31日（隔週木曜・全
10回）午前9時30分～11時30分
所麻布地区総合支所
人 9人程度※新規の人を優先に抽
選。ただし、別枠で介護予防事業の
対象と認定された人を高齢者相談セ
ンターで受け付けます。
申はがきに、住所・氏名・年齢・
電話番号・「こころはずむ音楽教室」
希望と明記の上、2月28日（金）まで
に、〒105－8511　港区役所高齢者
支援課介護予防係へ。 ☎3578－2410

再就職等支援セミナー「元気で
働くための知識を学ぼう」
　健康で働くために参考になるお話
を映像も含め分かりやすく説明しま
す。
対おおむね55歳以上の人
時 3月5日（水）午前10時～正午
所港勤労福祉会館
人 80人（申込順）
申電話で、みなと・しごと55へ。
 ☎5232－0255
担保健福祉課福祉活動支援係

男のヨガ教室
対 60歳以上の男性区民
時 3月11日～5月27日（4月1日、5月6
日を除く毎週火曜・全10回）午前9時
15分～10時15分
所高輪いきいきプラザ
人 6人（抽選）
申電話または直接、2月28日（金）ま
でに、高輪いきいきプラザへ。
 ☎3449－1643
※女性参加可コースを同時募集して
います。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

男性のためのデジタル一眼レフ
撮影講座（初心者向け）
　デジタル一眼レフカメラの基本的
な使い方を学び、撮影した写真で作
品展を開催します。

対おおむね50歳以上の男性区民で、
なるべく全日程に参加できる人
時 3月6日～20日（毎週木曜・全3回）
午後7時～9時
所三田いきいきプラザ
人 10人（申込順）
費用　1500円（初回に集金）
持ち物　デジタル一眼レフカメラ
申電話または直接、2月28日（金）ま
でに、三田いきいきプラザへ。
 ☎3452－9421

男性のためのデジタルカメラ講
座（初心者向け）
　撮影からこだわりの出力まで、デ
ジタルフォトの楽しみ方をプロのカ
メラマンが教えます。
対おおむね50歳以上の男性区民
時 3月17日～31日（毎週月曜・全3
回）午後6時30分～8時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人  10人（申込順）
費用　1500円（初回に集金）
申電話または直接、3月10日（月）ま
でに、虎ノ門いきいきプラザへ。
 ☎3539－2941

後悔しない有料老人ホームの選
び方
　有料老人ホーム入所の実例に触れ
ながら、施設選びの際のポイントを
学ぶ講座です。
対区民
時 2月27日（木）午前10時～11時45分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 24人（申込順）
申電話で、芝地区高齢者相談セン
ターへ。 ☎5232－0840

自殺予防講演会「若者の自殺の
実態～就活から見える若者の意
識」
　若者のおかれている現状を知り、
自分たちにできる自殺予防について
考えます。
対区内在住・在勤・在学者
時 3月25日（火）午後2時～4時
所みなと保健所8階
人 50人（申込順）
申電話で、2月21日（金）～3月24日
（月）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
担健康推進課地域保健係

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

休日診療  
※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等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
23
日（
日
）

高沢内科クリニック（内・小） 赤坂8－13－12 3401－9630

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

イーストワンデンタルクリニック（歯） 港南2－16－1
品川イーストワンタワー3階 5463－0896

タジマデンタルクリニック(歯) 南青山2－14－17
ジョワレ南青山1階 3403－8110

★厚治内科クリニック（内・小） 北青山2－12－33 3401－0455
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
◆書面やファックスでの申し込みの際には、摩擦熱等の温度変化で筆跡が消えるボールペン等の使用をお控えください。

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

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）

薬の相談
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23日（日） 西新橋中央薬局 西新橋1－5－9　TSビル2階 5251－8300

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
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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。

港区スポーツセンター
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

神明子ども中高生プラザ
障害保健福祉センター
港南子ども中高生プラザ
赤坂子ども中高生プラザ

☎5733－5199
☎5439－2511
☎3450－9576
☎5561－7830

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。

とき 内容 時間 ところ とき 内容 時間 ところ

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。

☎3452－4151
☎3444－1899
☎3443－1555
☎3404－5874
☎5443－7338

　現在、郷土資料館では平成25年
10月23日に指定された新指定文化
財4点を、実物とパネルで紹介して
います。今回はその中から、天光院
（芝公園１－3－16）に古くから伝わ
る仏教絵画「観

かん

智
ち

国
こく

師
し

肖像」をご紹
介します。

　描かれている人物「観智国師」は浄土宗の高僧
で、天正12（1584）年に増上寺（芝公園4－7－35）の
12世となりました。関東へ入府した徳川家康に信頼さ
れ、浄土宗および増上寺の発展に多大な貢献をした
人物です。慶長15（1610）年には後陽成天皇より国
師号「普

ふ

光
こう

観
かん

智
ち

国
こく

師
し

」を賜り、元和2（1616）年には家
康の葬儀で導師を務めました。
　今回、文化財に指定された肖像は、その観智国師
の生前の姿を描いたものです。絵画上部に書かれた文「賛」からは、元和4（1618）
年10月18日という年紀と、天光院二世念

ねん

誉
よ

春
しゅん

貞
てい

上
しょう

人
にん

に与える旨が読み取れます。絵
は絹地に着色で描かれ、截

きり

金
かね

という細く切った金箔を用いた精緻な装飾が施されて
います。絵師は不明ですが、人物の表情や衣服の質感等に確かな技術がうかがわ
れ、細部まで入念に描き込まれています。
　この絵は、増上寺に新住職が着任する際の儀式で掛けられる習わしとなっている
貴重な品です。この機会にぜひ間近でご覧ください。

第三十三話

「平成25年度指定文化財展」
「天光院所蔵観

か ん

智
ち

国
こ く

師
し

肖像」

コーナー展

展示期間　3月19日（水）まで

http://www.city.minato.tokyo.jp 平成26年（2014年）2月21日 4

3578－2036

1
（土）◉映画会「兎の眼」 午後2時～3時35分（午後1時30分）高輪図書館（40人）

2
（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

3
（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
◉みなとライブラリーコンサート
　―心やすらぐ夜のひとときを―

午後6時30分～7時30分
（午後6時） みなと図書館(70人）

4
（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「かくかくかっくん」他 午後2時40分 台場分室多目的室

6
（木）

◉�DVDシアター「ヨーロッパを訪ねて」第9回オース
トリア紀行　チロル・アルプス「小さな鉄道の旅」

正午～午後1時
（午前11時30分） 三田図書館（84人）

7
（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

8
（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「はけたよはけたよ」他 午前11時 三田図書館
◉ぴよぴよおはなし会「かくかくかっくん」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～正午 赤坂図書館（60人）

◉きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館
◉映画会「友情」 午後2時～3時50分（午後1時30分）港南図書館（45人）
◉おはなし会「ちがうねん」他 午後2時30分 みなと図書館

9
（日）◉ロック講座「2014年ロック大展望」 午後2時～4時（午後1時30分）みなと図書館(90人）

10
（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

11
（火）

◉�東日本大震災追悼映画会（心のバリアフリー推進
事業）「音のない3.11－被災地にろう者もいた」

「逃げ遅れる人々－東日本大震災と障害者－」
午後1時30分～3時10分

（午後1時） みなと図書館(90人）

12
（水）

◉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 神明子ども中高生プラザ
◉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
◉おはなし会「ぼく、まってるから」他 午後2時30分 港南図書館
◉おはなし会「だって春だもん」他 午後3時～3時30分 高輪図書館
◉おはなし会「おおきくなったらなんになる？」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

13
（木）

◉DVDシアター「枝雀落語大全」
　第23集「千両みかん」「煮売屋」

正午～午後1時
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

14
（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

15
（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「ててちゃん」他 午前11時 みなと図書館
◉映画会「スミス夫妻」 午後2時～3時35分（午後1時30分）赤坂図書館（30人）

15
（土）

◉防災セミナー「いざというときの備えは大丈夫ですか」 午後2時～4時（午後1時30分）三田図書館（30人）
◉ミュージックシアター「劇団四季　夢から醒めた夢」午後2時～4時5分（午後1時30分）みなと図書館(90人）
◉おはなし会「ぐるんぱのようちえん」他 午後2時30分 麻布図書サービスセンター
◉�英語のおはなし会「The  Mouse's  Vest
　（ねずみくんのチョッキ）」他 午後2時30分 みなと図書館

16
（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
◉大人の塗り絵教室 午後2時～4時 高輪図書館（20人）

18
（火）◉ブックスタート　扱 午後1時～2時 高輪図書館分室

19
（水）

◉ブックスタート　扱 午前10時30分～11時30分 赤坂図書館
◉おはなし会「きょうりゅうのたまごにいちゃん」他 午後2時30分 麻布図書サービスセンター

21
（金·祝）

◉赤坂図書館 科学実験教室「ギシギシプロペラを作ろう！」 午後2時～3時30分 赤坂図書館（25人）
◉ホリデイ映画会「ニューヨーク東8番街の奇跡」 午後2時～3時50分（午後1時30分）港南図書館（45人）

22
（土）

◉おはなし会「あそびたい もの よっといで」他 午後2時～2時30分 赤坂図書館
◉映画会「フラガール」 午後2時～4時（午後1時30分）みなと図書館(90人）
◉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

23
（日）

◉春休み工作会「いろくみワークショップ」 午後2時～3時 高輪図書館（15組）
◉映画会「ディバージェンス 運命の交差点」 午後2時～3時45分（午後1時30分）三田図書館（84人）

25
（火）◉「まねまねひるね」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

26
（水）

◉おやこおはなし会「まんまるパンダところころパンダ」他 午前10時30分 港南図書館
◉春休み子ども会「オリジナル図書館バッグを作ろう」午後2時～3時（午後1時30分）三田図書館（15人）
◉おはなし会「なりたいものだらけ」他 午後3時～3時30分 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

27
（木）

◉おはなし会「おいしいよ」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
◉DVDシアター「枝雀落語大全」
　第24集「花筏」「くやみ」

正午～午後1時10分
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

28
（金）

◉映画会「グレン・ミラー物語」 午後2時～4時（午後1時30分）みなと図書館(90人）
◉�夜のDVDシアター「ハイドン:交響曲第92番

『オックスフォード』 交響曲第94番『驚愕』」
午後6時30分～7時45分

（午後6時） 赤坂図書館（30人）

29
（土）

◉生活講座「あなたは本当に大丈夫？ 詐欺にご用心！」午後2時～3時（午後1時30分）赤坂図書館（30人）
◉子ども映画会「世界名作アニメ ふしぎの国のアリス」午後2時～3時15分（午後1時30分）高輪図書館（40人）

30
（日）◉16ミリ映写会「だるまちゃんとてんぐちゃん」午前10時30分～11時（午前10時）港南図書館（45人）

港郷土資料館　◆所在地◆　芝5－28－4　三田図書館4階　◆開館時間◆　午前9時～午後5時
◆休館日◆　日曜、祝日、毎月第3木曜　☎3452－4966

選挙管理委員会事務局　　　☎3578‒2766問い合わせ

２月９日に行われた、東京都知事選挙の開票結果は、次のとおりです（表）。

東京都知事選挙の結果について東京都知事選挙の結果について

表
届出番号 候補者名 党派名 港区得票数 投票総数
1 ひめじけんじ 無所属 47票 3727.207票
2 宇都宮けんじ 無所属 1万2968票 98万2594.767票
3 ドクター・中松 無所属 1073票 6万4774票
4 田母神としお 無所属 1万2738票 61万  865票
5 鈴木たつお 無所属 133票 1万2684票
6 中川智晴 無所属 46票 4352票
7 ますぞえ要一 無所属 3万4808票 211万2979票
8 細川護熙 無所属 1万9792票 95万6063票
9 マック赤坂 スマイル党 334票 1万5070票
10 家入かずま 無所属 2515票 8万8936票
11 ないとうひさお 無所属 23票 3575票
12 金子博 無所属 53票 3398票
13 五十嵐政一 無所属 47票 3911票
14 酒向英一 無所属 32票 1297票
15 松山親憲 無所属 31票 2968票
16 根上隆 無所属 16票 1904票

（○は当選人）

東京都知事選挙　確定投票数
当日有権者数 1068万5343人
投票者数 493万 251人
投票率 （港　区）46.95％

（東京都）46.14％


