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一人一人が思いを込めて　みんなで選ぶ　港区長6月12日（日）は港区長選挙です

…こんなときは

があるよ

顔も名前も知られたくないときは…

この2次元バーコード
からアクセスして！

検索もできる！

専用電話 ☎6400-0092 子ども家庭支援センター
みなと保健所２階

●月・水・金・土曜 午前9時～午後5時
●火・木曜 午前9時～午後7時

　「みなと子ども相談ねっと」は、子どもの気持ちを受け止め、寄り添い、問題解決を支援することを目的とする、区のサービス
です。子どもにとって身近な携帯電話やスマートフォン、パソコン等を使って、子ども自身が気軽に相談できるシステムです。
　ネットで利用する場合は、anone@minato.kodomosoudan.net から送られるメールを受信する必要がありま
すので、受信の設定をお願いします。

３つの相談方法３つの相談方法

で相談！

みなと子ども相談ねっと
電話・会って相談

困った つらい 話を聞いて

スマートフォン

パソコン

ともだちにきらい
っていわれた!!!

みなと子ども相談ねっと で

子ども家庭支援センター　　☎6400－0091問い合わせ

早く返事がほしいときは…

電話で相談！
直接話を聞いてほしいときは…

会って相談！
●月・水・金・土曜 午前9時～午後5時
●火・木曜 午前9時～午後7時

進路のことで、
親と毎日
ケンカです

部活で…
ぼくのせいで
負けちゃって…

赤羽橋の近くだよ！
呼んでくれれば、相談員が会いに行くよ。

保護者の人へ保護護者の人へ護者の

大人に話したって
バレたら困る…

親や先生に
告げ口するでしょ…

自分が話しても
いいのかな…

名前も学校名も
言わなくて
いいんだよ。

秘密は守るよ！

18歳未満の
子どもなら、
誰でもOK！

算数がぜんぜん
わかんない

子どもだけが使える相談システム

マートフォン

親と毎日
ケンカです

部
ぼく
負けち

気軽に利用してみて

パソコン
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　平成29年3月に、港区は区政70周年を迎えます。区政への参画や
協働の取り組みをより一層充実させるため、区民や区で活動する皆
さん等が企画して実施する港区政70周年記念事業に対して、助成を
行います。
　当初ご案内していた第2回目の申し込み期間等が一部変更になり
ました。
対象団体
　主に区民で構成し、区内に事務所等の活動拠点を置く団体、区内
事業者その他特に区長が適当であると認めた団体
対象事業
　7月1日（金）～平成29年3月15日（水）に実施する事業で、次の助成
区分の事業を募集します。
（1）記念事業実施に対する助成（区分B1、区分B2）
（2）区との協働事業実施に対する助成（区分C）
　助成対象事業について詳しくは、港区ホームページまたは募集要
項をご確認ください。
助成金額
　助成対象経費から総収入を引いた金額の範囲内で助成区分ごとに
異なります。詳しくは、港区ホームページまたは募集要項をご確認
ください。
募集要項および申請書の配布
　各総合支所協働推進課、企画課（区役所4階）で配布する他、港区
ホームページからダウンロードもできます。
申し込み
　募集要項を確認し、申請書および関係書類に必要事項を明記の
上、直接、6月1日（水）～20日（月）に、募集要項に記載の提出先へ。

　近年、局地的に短時間で多量の雨が降る「集中
豪雨」が増えています。区内でも、過去に集中豪
雨や台風により、床上浸水等の大きな被害があり
ました。このような被害を防ぐためには、日頃か
らの備えが必要です。
港区浸水ハザードマップをご活用ください
　「港区浸水ハザードマップ」には、日頃の備えや
浸水時の避難場所、関係機関の連絡先等、詳しい
情報が盛り込まれています。大雨への備えに浸水
ハザードマップをご活用ください。
※土木課（区役所5階）および各総合支所で配布し
ている他、港区ホームページからもご覧いただ
けます。

6月は浸水対策強化月間です
　東京都下水道局では、6月を浸水対策強化月間
とし、大雨による被害を防ぐため、各種取り組み
を強化しています。なお、下水道については各問
い合わせ先へご連絡ください。
大雨が降ってきたら
（1）気象情報に注意してください
　テレビやラジオ、メールで、最新の気象情報を
確認しましょう。港区ホームページからも「水
位・雨量情報」をご覧いただけます。
　また、東京都下水道局のホームページでは、リ
アルタイムで都内の降雨状況が分かる「東京アメ
ッシュ」を提供しています。「東京アメッシュ」で
検索するか、東京都下水道局ホームページ
http://www.gesui.metro.tokyo.jp
からご覧できます。併せてご活用ください。
（2）浸水を防ぐ準備をしましょう
　近所で協力して土のうを積む等、浸水防止を早
めに行いましょう。区では、いつでも自由に使用で
きるように土のうを配置しています（表2参照）。
　なお、都道や国道での水害等については、各問
い合わせ先へご連絡ください。

防災情報メールに登録してください
　集中豪雨や台風の際は、河川の氾濫や土砂災害
等に注意してください。
　都や気象庁が発表する河川の洪水予報や土砂災
害警戒情報は、避難行動をとる上で重要な情報で
す。区では、これらの避難の際に必要となる情報
を、携帯電話やパソコンにメールで配信する防災
情報メール配信サービスを行っています。
　また、区内で大雨が降った場合の雨量、古川の
水位、各種気象注意報・警報等も防災情報メール
で確認できます。災害に備えるために防災情報メ
ール配信サービスをぜひご活用ください。登録方

法は、港区ホームページをご覧ください。
古川地下調節池の取水について
　古川地下調節池は直径7.5メートル、延長3.3キ
ロメートルのトンネル式で、施設全体の早期完成
に向け、引き続き工事を進めていますが、平成27
年度末より、大雨で古川が増水した際に古川地下
調節池への取水が可能となりました。

○区道について
土木課道路橋りょう係 ☎3578－2320
各総合支所協働推進課土木係 ☎欄外参照
（休日・夜間）区役所代表 ☎3578－2111
○都道について
東京都建設局第一建設事務所港工区
 ☎3452－1464
（休日・夜間）都道管理連絡室 ☎3343－4061
○国道（1号・15号）について
東京国道事務所品川出張所（休日・夜間とも）
 ☎3799－6315
○国道（246号）について
東京国道事務所代々木出張所（休日・夜間とも）
 ☎3374－9451
○防災情報メールについて
防災課防災係 ☎3578－2541
○土のう配置場所について
各総合支所協働推進課土木係 ☎欄外参照
○古川地下調節池について
土木課土木計画係 ☎3578－2217
○古川地下調節池の工事について
東京都第一建設事務所工事課古川地下調節池整
備担当 ☎3542－0744
○下水道について
東京都下水道局中部下水道事務所港出張所（台
場地区除く）（休日・夜間とも） ☎3798－5243
東京都下水道局東部第一下水道事務所江東出張
所（台場地区）（休日・夜間とも） ☎3645－9273
○水が引いた後の消毒の依頼について
生活衛生課生活衛生相談係 ☎6400－0043

問い合わせ

表2土のう配置場所
地区 場所 所在地

芝
桜田公園 新橋3－16－15
塩釜公園 新橋5－19－7
南桜公園 西新橋2－10－13

麻布

新広尾公園（小山橋） 麻布十番4－5－1
中ノ橋児童遊園 東麻布1－30－1

一の橋公園 東麻布3－9－1
南麻布一丁目児童遊園 南麻布1－7－29

古川橋児童遊園 南麻布2－15－11
古川沿緑地 南麻布3－19、20先
笄児童遊園 西麻布2－1－2

西麻布二丁目植込み地 西麻布2－24

赤坂
氷川公園 赤坂6－5－4
青山公園 南青山2－21－12

北青山一丁目資材置場裏 北青山1－7－33

高輪

白金公園 白金3－1－16
三光児童遊園 白金5－12－5

奥三光児童遊園脇 白金6－22－16
仏所護念会駐車場 白金台2－5

白金台四丁目児童遊園 白金台4－4－14
高輪公園入口 高輪3－21－1

芝浦港南 芝浦公園 芝浦3－1－2
港南緑水公園 港南4－7－47

◆各総合支所協働推進課土木係◆　芝地区☎3578－3131　麻布地区☎5114－8803　赤坂地区☎5413－7015　高輪地区☎5421－7615　芝浦港南地区☎6400－0032

　2020年東京オリンピック・パラリンピ
ック競技大会を契機とする港区ならでは
の文化プログラムの展開をめざし、文化
芸術活動に係る経費の一部を負担すると
ともに、当該団体との連携を図ります。
対象団体
　区内に事務所等の活動拠点を置き、区
内で活動している非営利団体
対象事業
　表1のとおり
※1団体につき1事業のみの申請としま
す。
助成金額
　助成対象経費の3分の2以内（上限額400
万円）
助成事業数（予定）
　5件
選出方法
　審査委員会の審査により、上位の事業

から決定（審査によっては、交付決定額
が交付申請額よりも減額になる場合があ
ります）
募集要項・申請書の配布
　5月21日（土）～6月14日（火）に、地域振
興課（区役所3階）、各総合支所管理課お
よび各区民センターで配布します（区役
所と各総合支所は平日のみ）。また、港
区ホームページからダウンロードもでき
ます。
申し込み
　募集要項を確認の上、郵送で、申請書
および関係書類を、6月14日（火・消印有
効）までに、〒105－8511　港区役所地域
振興課文化芸術振興係へ。

表1 対象事業

必要事項
◦申請する団体が自ら企画、実施する事業
◦区内で実施される文化芸術・国際文化交流に関する事業
◦ 区民に計画的に周知され、区民無料枠または優先枠の設定や、公募等により鑑賞、

参加等の機会が広く区民に提供される事業

留意事項

次の項目のいずれかに留意して事業を企画、実施するものとする。
（1）区民と芸術家が共に主役となることができる。
（2）地域資源を活用し、地域に根差した取り組みである。
（3）国際性を意識している。
（4）青少年、高齢者、障害者、外国人等にきめ細かく配慮している。
（5）区民の文化芸術への関心の向上を図っている。
（6）地域が抱える課題の解決を図っている。

集中豪雨や台風時の大雨に備えましょう

を開始します
「港区文化プログラム連携事業」

助成団体を募集します
（第2回）

企画課企画担当 ☎3578－2529
問い合わせ

港区政70周年記念助成事業

地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2343

問い合わせ
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6月の高輪地区ほっとひとい
き子育て支援事業
（1）子育て相談
対高輪地区在住の乳幼児と保護
者
①ほっとひといき子育て相談
時・所白金台児童館：6月7日
（火）、豊岡児童館：6月9日（木）、
高輪児童館：6月23日（木）いずれも
午前10時30分～11時30分、高輪子
ども中高生プラザ：6月7日（火）・
9・23日（木）午後2時～4時
申当日直接会場へ。

②ぱぱ・まま育児相談
時 6月18（土）相談受け付け時間：
午後1時～3時、グループトーク：
午後3時～3時30分
所高輪子ども中高生プラザ
申当日直接会場へ。
（2）ほっとひといき子育てサロン
対 1歳未満のお子さんと保護者
時 6月21日（火）午後1時30分～3時
（午後1時15分～1時30分受け付け）
所明治学院大学社会学部付属研
究所（白金台1－2－37）
内産後の簡単ストレッチ
人 15人（会場先着順）

持ち物　母子手帳、バスタオル、
フェイスタオル※動きやすい服装
でご参加ください。
申当日直接会場へ。
問高輪地区総合支所区民課保健
福祉係 ☎5421－7085

グループお母さんの時間（予
約制）
対区民で、育児中の母親
時 6月2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

歯並び・かみ合わせ相談
対 3歳～小学生
時 6月15日（水）午後3時～4時40分
所みなと保健所
人 12人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。　 ☎6400－0084

◆各区立幼稚園◆　赤羽☎3452－0246　芝浦☎3452－0574　高輪☎3447－3356　白金台☎3443－5666　三光☎3444－4233　港南☎3471－7347　麻布☎3583－1858
南山☎3408－4785　本村☎3446－3677　中之町☎3405－7619　青南☎3402－0758　にじのはし☎5500－2577
◆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

表2 区立幼稚園一覧
幼稚園名 実施日 内容 住所

赤羽 6月29日（水） えんにちごっこ 三田1－4－52
芝浦 6月17日（金） わくわくまつり 芝浦4－8－18
高輪 6月8日（水） 高輪子どもまつり 高輪2－12－31

白金台 6月21日（火） ワクワクまつり 白金台3－7－1
三光 6月10日（金） さんこう祭り 白金3－13－8
港南 6月10日（金） 港南子ども祭り 港南4－3－27
麻布 7月6日（水） あざぶっ子まつり 麻布台1－5－15
南山 7月19日（火） 南山なつまつり 元麻布3－8－15
本村 6月29日（水） 本村夏まつり 南麻布3－9－33

中之町 6月14日（火） 中之町まつり 赤坂9－7－8
青南 7月15日（金） 青南まつり 南青山4－18－17

にじのはし 6月24日（金） にじっこ祭り 台場1－1－5

　区立幼稚園は、遊びを中心とし
た集団生活を通して、人格形成の
基礎となる幼児期の教育を進めて
います。
　自ら学び考える「主体性」や他人
を思いやる心、感動する心等の「豊
かな人間性」、たくましく生きるた
めの「健康や体力」等を育みます。
集団生活を通しての育ち
　教師や同年代の幼児と一緒に生
活する中で、基本的生活習慣の自
立を図り、自分の力で行動するこ
との重要性や社会生活におけるル
ール等を学びます。
遊びは学び
　幼児が自ら興味・関心をもって
夢中になって遊ぶことを大切にし

て、小学校以降の生活や学習の基
盤を育てています。
子育てを応援します
　区立幼稚園では、子育て相談や
未就園児の会、園庭開放等を行
い、家庭で子育てしている区民を
応援しています。
　詳しくは、各区立幼稚園にお問
い合わせください。
　この他、表2のとおり、イベ
ントを行います。皆さんのご参加
をお待ちしています。

学務課学校運営支援係
 ☎3578－2779
各区立幼稚園 ☎欄外参照

問い合わせ

幼稚園ってどんなところ？
体験を通して学ぶ区立幼稚園

　「子どもの権利条約（児童の権利
に関する条約）」とは、世界中の全
ての子どもたちが持っている「権
利」について定めた条約です。
　この条約は大きく分けて4つの
子どもの権利を守るように定めて
います。その一部をご紹介しま
す。他の権利についても、今後、
「広報みなと」でお知らせする予定
です。
生きる権利
　子どもたちは健康に生まれ、安
全な水や十分な栄養を得て、健や
かに成長する権利を持っていま
す。また、衣食住に限らず、自分
が自分らしく毎日を過ごす権利も
持っています。たとえ、どんな事
情があったとしても「食事をもら
えない」「具合が悪くても病院にか

かることができない」「暴言・暴力
を振るわれる」等、子どもの権利
が奪われることがあってはなりま
せん。「自分が悪いことをしたか
ら仕方がない」ということも決し
てありません。
　自分自身だけでは解決できない
ことがあった時は、周りにいる大
人に話してください。
　子どもの権利を守るために、大
人はきちんとした対応をしていか
なければなりません。
　区では、電話や「みなと子ども相
談ねっと」で相談を受け付けてい
ます。お気軽にご相談ください。

子ども家庭支援センター
 ☎6400－0091

問い合わせ

　小規模保育事業は、0～2歳児の
少人数(6～19人)を対象に家庭的
保育に近い雰囲気の下、きめ細や
かな保育を行います。職員の配
置・資格・面積等の基準は認可保
育園と同様です。
施設名
　港南あおぞら保育園
住所
　港南3－8－1　森永乳業港南ビ
ル1階
対象
　保護者が、仕事や病気等の事情
で日中家庭において保育ができな
表1 保育園定員一覧

名称 港南あおぞら保育園
クラス 0才※1 1才 2才 合計

定員※2 6人 12人 ― 18人
※1 　生後3カ月を過ぎた翌月の1日か

ら入所対象となります。
※2 　応募状況等により、定員の内訳

を変更する場合があります。

第 １ 回

子 ど も の

権利条約

小規模保育事業を実施します

　地域で子ども・子育て支援活動
を行っている人や団体、活動に関
心のある人等が直接顔を合わせ、
互いの取り組みを知り、関係を築
き、協働の可能性を拡げることを
目的として、｢港区地域こぞって
ネットワーク会議｣を開催します。
皆さんの参加をお待ちしていま
す。
対象
　子ども・子育て支援活動を行っ
ている人・団体、活動に関心のあ
る人
とき
　6月24日（金）午後6時30分～9時
ところ
　みなと保健所8階
定員
　150人（申込順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、5人
程度。申込順。6月15日（水）午
後5時までにお申し込みくださ
い）

費用
　無料
申し込み
　電話で、5月24日（火）～6月22日
（水）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
港区地域こぞって子育て懇談会
　区では、地域の子育て・子育ち
環境向上のため、子育て中の人た
ちと、子育てを応援する人、子ど
も自身等が共に集う場として、毎
年1月に｢港区地域こぞって子育て
懇談会｣を開催しています。
　現在、平成27年度の報告書を配
布しています。希望する人は、子
ども家庭支援センターにお問い合
わせください。

子ども家庭支援センター
 ☎6400－0090

問い合わせ

港区地域 こぞって

ネットワーク会議

い児童等
開所時間
　午前7時15分～午後6時15分（午
後8時15分までの延長保育あり）
開設予定日
　7月1日（金）
定員
　表1のとおり
申し込み
　各総合支所区民課保健福祉係・
各区立保育園に置いてある認可保
育園の入所申込書（既に認可保育
園入園の申請がお済みで追加希望
の人または認可在園者で転園希望
者は、変更届）を明記の上、直接、
6月9日（木）までに、各総合支所区
民課保健福祉係または各区立保育
園へ。

各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照

問い合わせ

園児
募集

子どもたちに
知ってほしい

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　参加者同士の交流を深めなが
ら、いきいきと健康的に文化・芸
術に接するきっかけづくりとし
て、身近な区内のミュージアムを
巡るツアーを開催します。
　今回は、東京ミッドタウン内に
あるサントリー美術館の「原安三
郎コレクション　広重ビビッド」
を鑑賞します。
　｢広重ビビッド｣の｢広重｣とは、
江戸時代の代表的な浮世絵師・歌
川広重のことを指します。広重
は、モネやゴッホ等西洋の画家た
ちにも影響を与えた世界的にも著
名な画家です。サントリー美術館
では、日本化薬㈱元会長の原安三郎氏が所有していた作品が
展示されています。多くの画家に衝撃と影響を与えた歌川広
重の描く世界を、ぜひ体感してください。
対象　60歳以上の区民
とき　6月9日（木）午後2時15分～4時
ところ　サントリー美術館
定員　20人（抽選）　
費用　無料（交通費は各自負担）
申し込み　往復はがき（1人1枚。ただし、ともに60歳以上の
夫婦の応募は、1枚の往復はがきで応募可）に、（1）｢ミュージ
アム巡り参加希望｣（2）住所（3）氏名（ふりがな）（4）年齢（5）電
話番号（夫婦で応募の場合は2人とも（3）（4）を記入）を明記の
上、5月31日（火・必着）までに、豊岡いきいきプラザへ。

〒108－0073三田5－7－7　豊岡いきいきプラザ
 ☎3453－1591

問い合わせ・送付先

担当課　高齢者支援課高齢者福祉係

　区では、介護が必要になったとき、安
定的に介護サービスが受けられるよう
に、介護人材を育成するための支援を行
っています。
平成28年度介護人材育成支援事業
　区内で介護サービスに従事する人を育
成するため、資格の取得に要した費用を
助成しています。
対象　表1参照
（1）介護福祉士資格取得助成事業
　介護福祉士の資格を取得する予定の人
に、学費の一部を助成します。区が介護
福祉士養成施設等に対して補助金を交付
し、養成施設等が対象者に学費を助成し
ます。
（2）介護職員初任者研修受講助成事業

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

表1 助成の対象者および助成金額
事業名 助成対象者 助成金額

（1）介護福祉士資格取得
助成事業

資格取得後、区内の介護サービス事業所
で3年以上介護業務に従事する予定の人

年間にかかる学費の4分の3
（上限金額は75万円）

（2）介護職員初任者研修
受講助成事業 研修を修了し、区内の指定訪問介護事業

所に勤務、または就職予定で、3年以上介
護業務に従事する人

受講費用
（上限金額は10万円）

（3）介護職員実務者研修
受講助成事業

受講費用の4分の3
（上限金額は13万1000円）

（4）介護福祉士実技試験
免除研修受講助成事業

研修を修了し、区内の介護サービス事業
所で、3年以上介護業務に従事する人

受講費用の4分の3
（上限金額は5万2000円）

※助成金額の1000円未満は切り捨てとします。

　介護職員初任者研修の受講費用を助成
します。
（3）介護職員実務者研修受講助成事業
　介護職員実務者研修の受講費用の一部
を助成します。
（4）介護福祉士実技試験免除研修受講助
成事業
　介護福祉士資格取得のために受講した
国家試験の実技試験が免除になる介護技
術講習の受講費用の一部を助成します。
※ （2）～（4）は研修修了後、1年以内に申
請してください。詳しくは、お問い合
わせください。
福祉のしごと面接・相談会
　区内の介護サービス事業所が出展する
面接・相談会を開催し、働きたい人と介
護サービス事業者を結び付けます。
介護雇用プログラム事業
　区では、区内指定訪問介護事業所で6
カ月以内の無資格の有期雇用職員を受け
入れるとともに、介護の資格（介護職員
初任者研修）を取得するための費用を助
成します。

介護保険課介護事業者支援担当
 ☎3578－2881

問い合わせ

介護の仕事に
従事する人を
支援しています

歌川広重《名所江戸百景　亀
戸梅屋舗》江戸時代　安政4年

（1857）原安三郎コレクション

いきいきミュージアム巡り
歌川広重の世界を見てみよう

◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎5232－0840　麻布地区（南麻布）☎3453－8032　赤坂地区（北青山）☎5410－3415　高輪地区（白金の森）☎3449－9669
芝浦港南地区（港南の郷）☎3450－5905

6月開始「みんなの食と健
け ん

口
こ う

講
座」
対介護保険の要支援認定または
高齢者相談センターで参加対象と
認定された65歳以上の区民
時 6月14日～9月6日（隔週火曜・
全7回）午後2時30分～4時
所虎ノ門いきいきプラザ
人 7人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。　 ☎欄外参照

芝の魅力発見講座「史跡ツア
ー～芝浜・金杉コース～」
対おおむね50歳以上の区民で長
時間の歩行に自信のある人
時 6月19日（日）午前9時20分～11
時30分※小雨決行（中止の場合は
前日までに連絡）
所三田いきいきプラザ
人 15人（抽選）
申電話または直接、6月5日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
 ☎3452－9421

手ぶらde透明水彩画講座
対おおむね50歳以上の区民
時 6月21日（火）午後1時30分～3時
30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　1500円
申電話または直接、6月7日（火）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 6月28・29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、5月30日（月）午後5時
までに、神明いきいきプラザへ。
 ☎3436－2500

スマートフォン（iPhone）体
験会
対 60歳以上の区民
時 6月3・10日（金）午前10時～11
時30分
所西麻布いきいきプラザ
人各10人（抽選）※1人1コマのみ
申電話または直接、5月27日（金）
までに、西麻布いきいきプラザ
へ。 ☎3486－9166

幅広の紙バンドで作るオリジ
ナルのかご・クラフトバンド
教室
対 60歳以上の区民
時 6月6・13・20・27日（月）午前
10時～正午
所西麻布いきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　各500円（材料代）
申電話または直接、各実施日の1
週間前までに、西麻布いきいきプ
ラザへ。 ☎3486－9166

スポーツ吹き矢教室
対 60歳以上の区民
時 6月8日～平成29年3月29日（祝
日を除く毎週水曜）午後1時30分～
3時30分
所ありすいきいきプラザ
人 20人（抽選）
費用　各月500円（用具・消耗品
代）
申電話または直接、5月29日（日）
までに、ありすいきいきプラザ
へ。 ☎3444－3656

おしゃれ教室
対 60歳以上の区民
時 6月25日（土）午前10時～11時30
分
所麻布いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、6月15日（水）
までに、麻布いきいきプラザへ。
 ☎3408－7888

パソコン教室（1）初心者コー
ス（2）中級者コース
対 60歳以上の区民で、（1）一度も
パソコンに触ったことのない人
（2）キーボード入力ができる人
時 6月4日～25日（毎週土曜・全4
回）（1）午前10時30分～正午（2）午
後1時30分～3時
所赤坂いきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　各1000円（4回分）
申電話または直接、5月25日（水）

までに、赤坂いきいきプラザへ。
　 ☎3583－1207

家族円満の秘訣がここにある
「生前相続対策セミナー」
対 60歳以上の区民
時 6月15日（水）午後1時30分～3時
所豊岡いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、6月8日（水）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
 ☎3453－1591

「みんなとオレンジカフェ」応
援ボランティア養成講座
対認知症の介護経験者または認
知症の人等を地域で支える活動に
興味がある人のうち、みんなとオ
レンジカフェで1年以上活動を続
けられる人
時・内（1）6月11日（土）午前10時
～午後3時30分：認知症サポーター
養成講座等（2）6月12日（日）午前10
時30分～午後3時30分：認知症の人
やその家族の心理と対応等（3）6月
18日（土）午前10時30分～午後3時
30分：みんなとオレンジカフェで
の活動
所介護予防総合センター
人 20人（申込順）
申電話で、6月3日（金）までに、
（特）介護者サポートネットワーク
センター・アラジンへ。
 ☎5368－1955
問高齢者支援課介護予防係
 ☎3578－2411

港区長選挙は

6月12日（日）です Licensed by
TOKYO TOWER
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　芝地区の魅力を発掘・発信する
「芝の語り部」となって、まち歩きツ
アー等の案内役として活躍しません
か。
　本講座は、語り部の体験談や語り
部としての話し方の講義の他、実際
にまち歩きツアーを企画し、実践す
ることで芝地区の魅力の語り方を学
びます。
対象
　芝地区に興味があり、「芝の語り
部」となって芝の魅力を発掘・発信
してみたい人（全講座を受講できる
人）
とき・内容　表2のとおり

ところ　区役所他
定員　15人程度(抽選)
費用　無料
申し込み
　郵送またはファックスで、住所・
氏名・電話番号を明記の上、6月10
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。

芝地区総合支所協働推進課地区
政策担当
 ☎3578－3126　FAX3578－3180

問い合わせ

表2  開催日程
回 とき 内容

第1回 7月6日(水)午後6時30分～8時30分 オリエンテーション座学
「芝地区の魅力発掘・発信とは」

第2回 7月13日(水)午後6時30分～8時30分 座学　「芝地区の特徴と歴史について」グル
ープ自由討議

第3回 7月20日(水)午後6時30分～8時30分 お客さまへのガイド方法、グループ討議他

第4回 8月3日(水)午後6時30分～8時30分 座学「コース企画と実践方法」他

第5回 9月3日(土)午前9時30分～午後4時 語り部の実践・講評

第6回 9月24日(土)午前9時30分～午後4時 語り部の実践・講評、修了式

芝の語り部養成講座
なくそう戸籍謄本等不正取得

　平成23（2011）年11月、司法書士事
務所や探偵会社が、偽造の職務上
請求書により他人の戸籍謄本や住
民票の写しを不正に取得したとし
て逮捕されました。この事件で
は、全国で約1万件の個人情報が
不正取得されていたといわれてい
ます。その後も、同様の事件で行
政書士らが逮捕されています。
　相続や登記等の手続きの際に
は、戸籍謄本や住民票の写しの請
求も含めて専門家に依頼すること
が多くなります。そこで、国家資
格を持つ弁護士、司法書士、土地
家屋調査士、税理士、社会保険労
務士、弁理士、海事代理士、行政
書士の8業士には、依頼者に代わ
り「職務上請求書」を使って戸籍謄
本等を請求する場合、委任状は不
要である等の特例が認められてい
ます。
　これらの事件は、この職務上の
権限を悪用したものです。
　そして、こうして不正に取得し
た戸籍謄本や住民票の写し等を手
がかりに、一部の悪質な興信所等

の調査会社が身元調査を行うので
す。
　このような出身地や家族状況を
調べる等の身元調査は、結婚差別
や就職差別につながる恐れの強い
重大な問題といえます。
　誰もが、お互いの人権が尊重さ
れ、安心して暮らせる、心豊かな
社会の実現を願い、人権問題を理
解し、差別行為を「しない・させ
ない・許さない」よう行動してい
くことが大切です。
　区では、不正な職務上請求書に
より他人の戸籍謄本や住民票の写
しを不正に取得した事実が明らか
になった場合、事実関係を確認し
た上で、被請求者に戸籍謄本や住
民票の写しの交付の事実を通知し
ます。
　また、自らの住所等の情報が第
三者に取得されていないか知りた
い場合は、いつでも自己情報開示
等請求により、確認することがで
きます。

○コラム全般について
総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2025
○戸籍謄本等について
芝地区総合支所区民課証明交付
担当 ☎3578－3143

問い合わせ

5月21日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣港区広報番組をご覧ください 内容  生活安全情報、ローズガーデンフェスタ
放送期間  5月21日(土)～31日(火)
J:COMチャンネル港・新宿(11ch)の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。

対象
　区の国民健康保険または後期高齢者医療制
度の加入者の代表で、部屋を2～5人で利用す
る人（乳幼児による人数超過はご相談くださ
い）
※ 詳しくは、国保年金課（区役所3階）、各総
合支所に置いてあるチラシと専用はがき
（緑色）をご覧ください。
応募方法
　専用はがき（緑色）を、6月22日（水・必着）
までに郵送してください。
※ 抽選後、当選者には利用承認書と施設案内

を郵送します。
空室申し込み
　7月8日（金）から開始します。
対象　区内在住・在勤者
空き室申し込み電話番号
JTBみなと予約センター（平日午前10時30分
～午後6時30分） ☎3504－3590

国保年金課事業係 ☎内線2636
国保年金課高齢者医療係 ☎内線2655

問い合わせ

募集住宅
区営住宅（家族向け）
（1）シティハイツ芝浦 1戸
（2）シティハイツ白金 2戸
（3）シティハイツ桂坂 2戸
（4）シティハイツ港南 1戸
（5）シティハイツ一ツ木 1戸
※今回は、都営地元割当の募集はありません。
主な申込資格
　区内在住であること、同居親族がいること、世帯の所得
が基準内であること、現に住宅を必要としていること、住
民税の滞納がないこと等
　詳しくは、「申込のしおり」をご覧ください。
「申込のしおり」配布期間
　6月1日（水）～10日（金）
※土・日曜を除く。
「申込のしおり」の配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分室、いきいきプラザ、港
区指定管理者㈱東急コミュニティー虎ノ門支店
※区民向け住宅ホームページ
http://www.minato-sumai.jp/
からダウンロードもできます。
※郵送も可能ですので、お問い合わせください。
申込受付期間
　郵送で、6月14日（火・必着）までに、募集案内添付の封
筒で指定の宛先へ。
※ 港区借上住宅は申込順入居者募集を行っています。詳し
くは、区民向け住宅ホームページをご覧ください。

港区指定管理者㈱東急コミュニティー虎ノ門支店
 ☎5733－0129

問い合わせ

担当課　都市計画課住宅管理係

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者のための

夏季保養施設を開設します

表1 夏季保養施設一覧
宿泊施設

施設 埼玉県　秩父市
和銅鉱泉ゆの宿　和どう

静岡県 伊東市
伊東ホテル　聚楽（じゅらく）

部屋数 和室（定員5人）×2室 和洋室（定員5人）×2室

夕食 部屋食または食事処
バイキングが基本ですが、抽選申し込み時に限
り個室和食が選べます。申し込み時に記入がな
かった場合や空室申し込みの場合は、バイキン
グとなります。変更はできません。

交通
【鉄道】池袋駅から西武池袋線直通特急レッドア
ロー号（約80分）西武秩父駅で乗り換え、御花畑
駅から秩父鉄道で和銅黒谷駅（約30分）下車
※和銅黒谷駅から無料送迎バスあり

【鉄道】JR東京駅から踊り子号等で伊東駅（約1時
間45分）下車
※伊東駅から無料送迎バスあり

利用期間 7月20日（水）～8月28日（日）
（伊東ホテル聚楽（じゅらく）は、8月25・26日（木・金）は利用できません）

利用料金

1人（1泊2食付き・税込み）※入湯税が別途必要です。
　大人（12歳以上）　1人　7020円
　小人（4～11歳）　  1人　4968円
　幼児（3歳）　　　  1人　1080円（寝具・食事なし）
　乳児（0～2歳）　　無料（寝具・食事なし）
※ 予約取り消しは、利用当日の3日前（土・日曜、祝日を除く）からキャンセル料がかかります（3日

前～前日20パーセント・当日50パーセント）。

申し込み
注意事項

専用はがき（緑色）による申し込みにより、2泊希望を受け付けます。
※ 1泊の当選を基本とし、当選日の翌日に空室がある場合に限り、2泊当選とします（申し込みのは

がきは1世帯1枚しか出せません）。

区民向け住宅（区営）
入居者募集

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752



ヒューマンぷらざまつり出展・
参加者募集
　障害のある人と地域の皆さんと
の交流を深める「まつり」です。バ
ザー、模擬店、作品展示、ステー
ジ等があります。
対障害者団体等
時 10月30日（日）
所障害保健福祉センター
申電話またはファックスで、6月
3日（金）までに、障害保健福祉セ
ンターへ。
 ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

◎障害者のための創作講座「グ
ラスフラワー作り」
時 7月4日（月）午後1時45分～3時
30分
費用　1000円

◎障害者のための料理教室「夏
バテ防止ランチ作り」
時 6月30日（木）午前10時30分～午
後0時30分
費用　500円程度（食材費実費）

◎印の共通事項
対 18歳以上で身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福祉
手帳のいずれかを所持または難病
により障害支援区分（障害程度区
分）認定を受けた区民
所障害保健福祉センター
人 10人（抽選）
申電話またはファックスで、6月
10日（金）までに、障害保健福祉セ
ンターへ。※申し込みの際、身体
状況の確認をすることがありま
す。手話通訳・介護者が必要な人
は、ご相談ください。一般の交通
機関の利用が困難な人は、巡回送
迎バスを利用できます。
  ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514

区立障害者住宅（単身者向け）あ
き家入居者募集
住宅名　シティハイツ竹芝（芝1－
8－23）
募集戸数　1戸（1K：34.63平方メー
トル）
使用料　所得に応じて0～8万9000
円（共益費別）
主な申込資格　（1）申込者本人が
区内に引き続き3年以上居住して

いること（2）申込者本人が次のい
ずれかに該当すること①身体障害
者手帳1～4級②愛の手帳1～3度③
精神障害者保健福祉手帳1～2級④
戦傷病者手帳（恩給法第1号表ノ3
第1款症以上）⑤厚生労働大臣の認
定書の交付を受けている原爆被爆
者（3）申込者本人が自立して、日
常生活を営めること（4）住宅に困
窮していること（5）所得が基準内
であること（6）住民税を滞納して
いないこと等
「申込のしおり」配布期間　6月1日
（水）～10日（金）
「申込のしおり」配布場所　各総合
支所協働推進課・台場分室、障害
保健福祉センター、障害者福祉
課、各いきいきプラザ、港区指定
管理者㈱東急コミュニティー虎ノ
門支店
※区民向け住宅ホームページ
http://www.minato-sumai.jp/
からダウンロードもできます。
※郵送も可能ですので、お問い合
わせください。
申郵送で、6月14日（火・必着）ま
でに、神谷町郵便局へ。
問港区指定管理者㈱東急コミュ

ニティー虎ノ門支店
 ☎5733－0129　ＦＡＸ5733－0139
障害者福祉課障害者事業運営係
　 ☎3578－2668

いちょう学級（知的障害者への
余暇支援）の看護師・ボランテ
ィア募集
募集職種　（1）看護師（2）ボランテ
ィア
対（1）看護師資格を有する人（2）
18歳以上の人
所生涯学習センター、障害保健
福祉センター他
期間　5月末～平成29年3月（土・
日曜、全13回）※登録制で、都合
に合わせて参加できます。
人（1）（2）いずれも若干名
謝礼　（1）半日：1万4000円、1日：
1万7000円、宿泊行事：3万6000円

（2）なし
費用　活動場所までの交通費、外
出時の食事代等は自己負担
申電話で、5月24日（火）午前11時
から、東京YMCA（月・土・日
曜、祝日を除く）へ。 ☎3420－5361
問障害者福祉課障害者福祉係
　 ☎3578－2386

　障害児・者の支援者を対象とし
て、支援に必要な知識や理解を深
める研修を実施します。
対象
　仕事や家族、ボランティア等で

障害児・者の支援や介護に携わっ
ている人、または興味のある区
民・区内在勤・在学者
とき・内容
　表1参照
ところ　区役所9階会議室
定員　各回50人（申込順）
費用　無料
申し込み
　電話またはファックスで、障害
者福祉課障害者支援係へ。いずれ
か1回でも申し込み可能です。
※ 研修会参加のため、自宅での介

護あるいは会場での保育が必要
な人は、各開催日の1週間前ま
でにご相談ください。

　港区に所在する80の大使館を8コース
に分けて巡ります。今回は、4つのコー
スを用意しました。9月以降に、さらに4
コースの開催を予定しています。
対象　小学生以上で、坂道や階段を含め
全行程歩ける人
コース　表2のとおり
※大使館の敷地内には入りません。
定員　各20人（抽選）※同伴者1人まで
費用　無料
申し込み　5月29日（日・必着）までに、次
のいずれかの方法でお申し込みください。
※1人2コースまで申し込み可。1コース
につき、はがきや応募フォームは1通ず
表2

コース名 開催日 主な訪問大使館 とき／集合場所

A　愛宕～六本木 6月18日（土） ナイジェリア、スペイン、サウジ
アラビア、フィリピン等

午前9時30分～正午
地下鉄御成門駅集合

B　南青山～西麻布 6月19日（日） モロッコ、スロベニア、ベネズエ
ラ、ガーナ等

午前9時30分～正午
地下鉄表参道駅集合

C　南麻布 6月25日（土） ノルウェー、ドイツ、フランス、
イラン、韓国等

午前9時30分～正午
地下鉄広尾駅集合

D　高輪～三田 6月26日（日） スリランカ、クウェート、モザン
ビーク、ボツワナ等

午前9時30分～正午
地下鉄泉岳寺駅集合

■�地方自治法施行60周年記念千円銀
貨幣セット（東京都）の販売

　この記念貨幣は造幣局から貨幣セッ
トとして販売するのみです。金融機関
の窓口での引き換えは行われませんの
で、ご注意ください。
販売価格（消費税・送料込）　A（単体
セット：記念貨幣をプラスチックケース
に収納）6171円、B（単体セット＋記念切
手入り特製ケース）8021円、C（単体セ
ット＋特製ケース）7611円
※ 「記念切手」は、日本郵便（株）が発行

する「ふるさと切手「地方自治法施行
60周年記念シリーズ東京都」（82円×5
枚）』です。
販売数量　合計10万セット（抽選）
申込受付期間　5月18日（水）～6月7日

（火・消印有効）
申込方法　次のいずれかの方法でお申
し込みください。（1）はがき裏面に、①
セット種類（AまたはBまたはC）、②郵
便番号・住所、③氏名（フリガナ）、④
電話番号を記載の上、〒539－0025日
本郵便（株）大阪北郵便局　造幣局東京

千円係へ。（2）造幣局オンラインショッ
プ
https://www3.mint.go.jp/
からお申し込みください。
当選者の決定　当選は一人につきいず
れか１セット限り。なお、当選セット数
は一住所当たり合計2セットを上限とし
ます。
※ 都からの申込者とそれ以外の地域か

らの申込者を分けて抽選を行い、都
からの申込者の当選確率をその他の
申込者の2倍となるよう配慮します。
その他　申し込みについては、造幣局
ハローダイヤルにお問い合わせいただ
くか、造幣局ホームページをご覧くだ
さい。
地方自治法施行60周年記念貨幣展
時5月20日（金）午後1時～9時30分、21日

（土）午前11時～午後9時30分、22日（日）
午前11時～午後8時
所東京タワー2階フットタウン特設会場
問造幣局ハローダイヤル（午前8時～午
後9時、年中無休） ☎050⊖5548⊖8686

情報アンテナ

A（単体セット） B （単体セット＋記念切手
入り特製ケース）

C（単体セット＋特製ケース）

表1研修年間予定
回 開催日 時間 演題・講師　※敬称略
1 6月10日（金）

午
後
6
時
30
分
〜
8
時
30
分

「薬物依存との闘い」　講師：田代　まさし（日本ダルク）

2 7月20日（水） 「障害があってもできること」
講師：永廣　柾人（障害当事者）

3 8月23日（火） 「難病の人・子どもを支援するために」
講師：大野　更紗（作家）・恒松由記子（順天堂大学特任教授）

4 9月28日（水） 「（演題未定）」
講師：川上　康則（都立青山特別支援学校教諭）

5 10月25日（火） 「精神障害と社会参加（仮題）」　講師：龍　庸之助（医師）

6 11月8日（火） 「地域の拠点施設としての役割」　
講師：高槻　暁男（新橋はつらつ太陽施設長）

7 12月6日（火） 「（演題未定）」
講師：冨岡　貴生（（社福）唐池学園　貴志園　園長）

8 平成29年
1月13日（金） 「（演題未定）」　講師：杉浦ひとみ（弁護士）

大使館を巡る
まち歩きツアー

平成28年度

障害児・者を
支援している人
への研修

障害者福祉課障害者支援係 ☎3578－2674　ＦＡＸ3578－2678
問い合わせ

一時閉店となるもの
　◦11階食堂：平成28年4月～平成29年3月（平成29年4月再開予定）　◦1階売店：平成28年4月～（再開時期未定）
一部利用中止をするもの　トイレ、エレベーターは順次改修・取り替えを行うため、一部利用できなくなる期間があります。
　詳しい工事内容、期間は港区ホームページと庁舎内に掲示します。

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

港区役所本庁舎・芝地区
総合支所の大規模改修工
事が4月から始まりました

つ作成してください。
※ 同伴者がある人は、同伴者の情報も明

記してください。
（1）往復はがきに、希望するコース名（A
～Dのいずれか）・氏名・郵便番号・住所・
年齢・日中連絡のつく電話番号を明記の
上、〒105－0011芝公園4－4－7東京タワ
ーメディアセンター内　港区観光協会

「観光ボランティアガイド担当」へ。
（2）港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
の「MINATOまち歩きコーナー」の応募
フォームへ。
　申込者には、6月7日（火）までに、当落通
知および詳細案内を発送・発信します。

港区観光協会 ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当 ☎3578－2552

問い合わせ
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。



～たばこ、やめませんか～
　喫煙者は、たばこに含まれるニコチンに依存す
るため、なかなかたばこをやめることができませ
ん。
　また、気持ちだけで禁煙を成功させるのは、難
しいものがあります。禁煙のコツを知り、禁煙を
成功させませんか。
まずは禁煙に向けての準備
・何のために禁煙するか動機を明確にします。
・ 禁煙開始日を設定します（禁煙宣言）。
・ 自分がいつ、どのような状態の時に喫煙してい

るのかを考え、たばこが吸いたくなった時の対
処法を考えておきましょう。

いざ、禁煙をスタート
　禁煙をするとイライラする、だるくなる、眠く
なる、頭痛等さまざまな離脱（禁断）症状が現れま
す。離脱症状は2～3日以内にピークとなり、1週
間以内に消失します。吸いたい気持ちをいかにコ
ントロールできるかが禁煙成功のポイントです。
・ たばこが吸いたくなったら、水を飲む、ガムを

噛
か

む、イライラしたら深呼吸や軽い運動をする

　6月3日（金）に、区内5地区で町会・自治会、商
店会、地域の企業・団体の皆さんと一緒に「みな
とタバコルール」一斉キャンペーンを行います。

　消費生活展は、年に1度の消費者（区民）の祭典
です。日常生活のさまざまな問題（食品の安全等）
を調査・研究した成果を発表します。
　また、楽しく、生活に役に立つイベントを用意
します。どなたもお気軽にご来場ください。
対象　どなたでも
とき　6月25日（土）午前10時～午後4時、26日（日）
午前10時～午後3時30分
ところ　消費者センター
イベント内容
○団体の作品発表＆販売
○つくば市の新鮮物産販売
○「ゴミの分別」港区リサイクル事業協同組合
○「水の飲みくらべ」東京都水道局港営業所
※6月25日（土）のみ
○「美味しいパン等の販売」みなと障がい者福祉事
業団
○みなと工房小物販売
○「知って安心、ガスのある暮らし」東京ガスライ
フバル港
○「電気を正しく安全に」関東電気保安協会東京南
事業本部
○「食品ロスを考えよう！」港区消費者問題推進委
員
※ プレゼントの当たるクイズあり（数に限りがあ

ります）
○バルーンアートショー
　6月25日（土）午前10時30分～11時、午後2時～2
時30分、6月26日（日）午前11時～11時30分、午後2
時～2時30分
○ピエロによるパフォーマンス
※ 6月25日（土）午後1時～1時30分、午後3時～3時

30分
○あかりのエコ実験室
対象　小学校5年生～大人
とき　6月25日（土）午前11時～正午、6月26日（日）
午後1時～2時
ところ　消費者センター実習室
定員　20人（申込順）
※詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

消費者センター ☎3456－4159
問い合わせ

　6月23日～29日の男女共同参画週間に合わせて、
講演会と男女平等参画センターの登録団体等によ
る講座・活動成果の発表・作品販売・軽食販売等
を行います。マスコットキャラクター「りぶら」も
登場します。
対象　どなたでも
とき　6月25日（土）午前10時～午後4時（ステージ
部門は午後5時35分まで）、26日（日）午前10時～午
後3時30分（ステージ部門は午後3時50分まで）

表2 とき・内容・定員
とき 内容 定員

6月25日（土）
午前10時～11時45分 どう使う？男女平等参画センター！ 20人

午後0時30分～2時30分 嫌と言える人になるためのワークショップ 30人
午後3時15分～5時15分 性暴力被害　そこからの回復 40人

6月26日（日）
午前9時45分～11時30分 パパとママのための子育て応援講座

～子どもを伸ばすコミュニケーション～ 20人

午後1時30分～3時30分 あなたの活躍の舞台を広げる！
～生涯活躍、多様な生き方とは～ 30人

ところ　男女平等参画センター
イベント内容
○講演会　「ヤマザキマリの人生
壁知らず」（手話通訳あり）
講師　ヤマザキマリさん（漫画家）
とき　6月25日（土）午後1時～2時
30分

※ 保育あり（4カ月～就学前、9人程度。6月11日
（土）までに、申し込み時にお申し出ください）。

申し込み　電話・メールまたは直接、氏名・住
所・電話番号を、男女平等参画センターへ。
団体企画の講座・ワークショップ
とき・内容・定員（申込順）　表2のとおり
団体の活動発表
　活動報告展示、作品展示・販売、合唱・コーラ
ス・演奏・朗読・舞踊・社交ダンス、お茶会（茶
道）、カフェ、軽食・菓子販売等
　内容・時間・団体企画の申し込み方法等詳しく
は、男女平等参画センターホームページ
http://www.minatolibra.jp/
をご覧ください。

男女平等参画センター ☎3456－4149
メールアドレス libra@career-rise.co.jp

問い合わせ

担当課　総務課人権・男女平等参画係

等、気分転換をしてみましょう。
・ 灰皿やライター等喫煙に関するものを身の回り

からなくしましょう。
・ お酒の席等たばこが吸いたくなる場所を避けま

しょう。
・ 自分へのご褒美を考えて、楽しく禁煙をはじめ

ましょう。
　 （例）禁煙で浮いたお金で旅行に行く。
※ 1日1箱吸う人の場合、1箱400円として、1年間

で400円×30日×12カ月＝14万4000円が貯まる
ことになります。
禁煙に成功したら、継続を
・ 禁煙して良かった事を考えましょう。
・ 禁煙できた自分に自信を持ちましょう。

・ 喫煙を再開してしまう
きっかけを予測し、そ
の対処法を考えておき
ましょう。

　みなと保健所では、次
の内容で禁煙を応援しま
す。
・ 30（さんまる）健診、禁

煙相談（予約制）での肺
年齢測定、一酸化炭素
濃度測定

ルールを守り誰もが快適に過ごせるよう、啓発品
の配布や清掃活動を行います。多くの皆さんの参
加をお待ちしています。
とき・ところ　表1参照
申し込み　当日直接会場へ。

みなとコール  ☎5472－3710
問い合わせ

担当課　環境課環境政策係、各総合支所協働推進
課協働推進係

表1 開催日程
ところ とき 集合場所

虎ノ門駅・神谷町駅周辺 午前8時30分～9時30分（午前8時受け付け開始） 虎ノ門ヒルズ オーバル広場 
（虎ノ門1―23）

六本木交差点周辺 午前9時～10時（午前8時50分受け付け開始） 三河台公園
赤坂見附駅周辺 午前9時30分～10時30分（午前9時10分受け付け開始） 赤坂見附交番前

品川駅高輪口周辺 午前10時～11時（午前9時45分受け付け開始） 品川駅国民生活センター
品川駅港南口周辺 午前10時～11時（午前9時45分受け付け開始） 品川駅港南口港南ふれあい広場

・ 禁煙リーフレットの配布
・ 区内禁煙支援薬局（64薬局）の案内
　詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
※ 禁煙方法の分かるリーフレットが港区ホームペ

ージからダウンロードできます。

健康推進課健康づくり係 ☎6400－0083
問い合わせ

5 31月 日は です世界禁煙デー

第
44
回港区消費生活展

開催します

男女平等参画フェスタinリーブラ2016
～“私”がひらく現在・未来～

ヤマザキマリさん

6月は環境月間です

6月3日（金）に実施します

みなとタバコルール
一斉キャンペーン

ところ　男女平等参画センターリーブラホール
定員　208人（申込順）
※ 空席がある場合は当日入場可（正午から整理券

を配布）

マスコット
キャラクター

「りぶら」

同
日
開
催

☎3578–2111（区役所代表） 7

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
。

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
FAX5777－8752
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健　　康
国民健康保険加入者と後期高齢者
医療制度加入者の無料健康相談
対国保加入者および後期高齢者医
療制度の加入者
時 6月1日（水）～30日（木）※休診日
を除く。
所無料健康相談のポスターを掲示
している内科医・歯科医・薬局
内内科：血圧を主とした健康相談、
歯科：歯に関する衛生相談、薬局：医
薬品相談
申医院・薬局の窓口にある「相談
券」に明記の上、保険証を添えて、
直接、各医院・薬局へ。※相談とは
別に治療を受ける場合は、通常の診
療費用がかかります。
問国保年金課事業係　 ☎内線2636
国保年金課高齢者医療係 ☎内線2655

家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族
時 6月8日（水）午後1時30分～3時30分
所みなと保健所
申初めて家族会に参加する人と、
保育（4カ月～就学前、2人）を希望す
る人は、電話で、6月1日（水）まで
に、健康推進課地域保健係へ。既に
参加したことのある人は、当日直接
会場へ。 ☎6400－0084

講座・催し物
初夏の浪曲コンサート
対どなたでも
時 6月11日（土）午後1時～3時30分
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ☎3452－9421

六本木アートナイト2016オー
プンコール・プロジェクト
時 5月26日（木）午後6時～8時30分
所麻布区民センター区民ホール
人 100人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2341

尺八教室
対小学校5年生以上の区民
時（1）6月5日（日）・25日（土）午前9
時・9時30分・10時・10時30分・11
時・11時30分（2）6月5日（日）午後1
時・1時30分・2時・2時30分・3時・
3時30分・4時・4時30分（3）6月15日

（水）午後6時30分・7時・7時30分・8
時・8時30分・9時※いずれも約30分
間、同内容
所高輪いきいきプラザ
人各1人（抽選）
申電話または直接、5月31日（火）ま
でに、高輪いきいきプラザへ。
 ☎3449－1643

ブラジル共和国大使館協力写真
展「さまざまな顔を持つ国」
時 6月1日（水）～30日（木）午前7時～
午後11時（6月1日（水）は午後1時か
ら、6月30日（木）は正午まで）
所世界貿易センタービル地下1階フ
ードガーデンギャラリー（浜松町2－
4－1）
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

就職面接会
対どなたでも
時 5月25・26日（水・木）午後1時45
分～4時
所港勤労福祉会館
持ち物　履歴書・職務経歴書
申当日直接会場へ。
問産業振興課経営相談担当
　 ☎3578－2561
ハローワーク品川 ☎6402－5192

都会で犬とおしゃれに暮らそう
「子犬のしつけセミナー」
対区内在住・在勤・在学者
時 6月11日（土）午前10時～正午
所みなと保健所8階大会議室
人 50人（申込順）※犬を連れての参
加はできません。
申電話で、5月21日（土）～6月10日
（金）に、みなとコール（午前9時（初
日は午後3時）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710
担生活衛生課生活衛生相談係

清掃工場個人見学会
対区内在住・在勤者
時 6月18日（土）午後1時30分～3時
所港清掃工場※車での来場はご遠
慮ください。
人 50人（申込順）
申電話で、6月15日（水）午後5時ま
でに、港清掃工場へ。☎5479－5300

あきる野農業体験
対区民
時 6月19日（日）午前8時30分～午後5
時30分（往復バスで移動）
所あきる野市戸倉の畑

人 40人（抽選）
費用　大人（中学生以上）1500円、小
学生1000円※未就学児は無料
申電話で、6月2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
担環境課地球環境係

防災士養成講座
対区内在住で、全2回の講座に参加
できる人※本講座は、救急救命講習
の受講を含んだプログラムです。既
に普通・上級救急救命の受講証をお
持ちの人でも受講は必須です。
時（1）講義・演習：7月24日（日）（2）
講義・演習・資格取得試験：7月31日
（日）いずれも午前9時～午後6時
所ラーニングスクエア新橋（新橋4
－21－3新橋東急ビル6階）
人 100人（抽選）※申し込み者には抽
選結果を送付します。※保育あり（4
カ月～就学前、4人。申し込み時に
お申し出ください）
申電話で、5月23日（月）～6月2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
担防災課地域防災支援係

エコ講座「風呂敷活用法」
対 20歳以上どなたでも
時 6月4日（土）午後2時～4時（午後1
時30分開場）
所赤坂図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、赤坂図書館へ。
　 ☎3408－5090

大人の塗り絵教室
対 20歳以上
時 6月11日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所三田図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、6月10日（金）ま
でに、三田図書館へ。 ☎3452－4951

港郷土資料館コーナー展「新収
蔵資料展」
時 5月20日（金）～9月14日（水）
休館日　日曜、祝日、第3木曜※7月
22日（金）～8月31日（水）は日曜も開館
所港郷土資料館
問港郷土資料館 ☎3452－4966

お 知 ら せ
港区商品モニター調査支援事業
対区内で1年以上操業している中小

企業等（法人の場合は、区内で登記
していること）
内区内の中小企業が商品開発や商
品改良をするのに必要な商品モニタ
ー調査について、区が実施すること
により、売上増加や販路拡大を支援
します。
募集企業数　3社※審査あり
モニター調査の種類　グループイン
タビュー調査、インターネットアン
ケート調査、製品使用感把握調査
（ホームユーステスト）、企業モニタ
ー調査他
申申請書を直接、5月30日（月）～6
月30日（木）に、産業振興課（区役所3
階）へ。申請書は、産業振興課、各
総合支所の窓口で配布する他、産業
振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net
からダウンロードもできます。詳し
くは、産業振興課ホームページをご
覧ください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2553

○都市計画案の縦覧（北青山三
丁目地区関連の都市計画案）
件名　（1）地区計画の決定（2）高度地
区の変更
縦覧場所　（1）（2）都市計画課（区役
所6階）、（1）のみ東京都都市計画課
（都庁第二本庁舎21階）でも縦覧可能
意見書の提出先　郵送または直接、
（1）〒163－8001新宿区西新宿2－8－
1　東京都都市整備局都市づくり政
策部都市計画課へ。（2）〒105－8511
港区役所都市計画課都市計画係へ。
説明会
時 5月30日（月）午後7時～8時30分
所青南小学校
人 200人（会場先着順）
申当日直接会場へ。

○都市計画案の縦覧（神宮外苑
地区関連の都市計画案）
件名　（1）地区計画の変更（2）都市計
画公園の変更
縦覧場所　都市計画課（区役所6階）、
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新宿区西新宿2－8－1　
東京都都市整備局都市づくり政策部
都市計画課へ。
説明会
時 5月31日（火）午後7時～8時30分
所千駄ヶ谷区民会館（渋谷区神宮前
1－1－10）
人 200人（会場先着順）

※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

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

5
月
22
日（
日
）

アザブ循環器・内科クリニック（内）元麻布3－4－8 5411－0405
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
とがし歯科医院（歯） 芝5－31－16　YCCビル2階 5443－6755
恩地デンタルクリニック（歯） 六本木4－12－11　竹岡ビル6階 6804－6107
★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

5
月
29
日（
日
）

新橋田中内科（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル3階 3580－9466
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
麻布十番商店街歯科（歯） 麻布十番1－8－10　4階 6441－2585
★鈴木医院（内・小） 白金台4－12－11 3441－6668
港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927

（休日のみ）

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6時～11時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後11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　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。
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
5月22日（日） 溜池薬局 赤坂1－5－12 3583－0600
5月29日（日） 溜池薬局 赤坂1－5－12 3583－0600
夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間:午後8時～午前0時� ☎090－3690－3102

◆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。
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。
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外国人の皆さんの生活に
 役立つ情報を提供しています

渥当日直接会場へ。

○都市計画案の縦覧（地域冷暖
房施設の都市計画案）
件名　東京都市計画地域冷暖房施設
の変更（虎ノ門四丁目地区）
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
縦覧期間　6月1日（水）～15日（水）
提出期限　6月15日（水・必着）
鯵都市計画課都市計画係
 ☎3578－2215

土地区画整理事業の施行規程案
および事業計画案の縦覧
件名　品川駅北周辺地区土地区画整
理事業
縦覧期間　5月20日（金）～6月2日
（木）午前9時30分～午後5時30分
縦覧場所　品川現地事務所（高輪3－
24－16 ISAビル5階）
意見書の提出先　郵送または直接、
〒163－8001新宿区西新宿2－8－1　
東京都都市整備局市街地整備部区画
整理課へ。
鯵（独）都市再生機構東日本都市再
生本部品川現地事務所

☎090－4364－4421

開発指導課品川駅周辺街づくり担当
 ☎3578－2907

「港区地球温暖化対策地域推進
計画見直しのための基礎調査業
務委託」の委託事業候補者をプ
ロポーザル方式で公募します
　区の地球温暖化対策地域推進計画
の見直しに向けて、区の温室効果ガ
スの排出状況の分析や国、都等の温
室効果ガス削減目標等の動向の整理
とデータ収集等の支援を行う業務で
す。
募集要項等配布期間　6月3日（金）午
後5時まで
募集要項等配布場所　環境課地球温

暖化対策担当（区役所8階）※様式等
は港区ホームページからダウンロー
ドもできます。
渥直接、6月3日（金）午後5時まで
に、環境課地球温暖化対策担当（区
役所8階）へ。 ☎3578－2474

変更・休止情報等
港区スポーツセンターアリーナ
の休止
　コート整備工事のため、次の期間
アリーナを休止します。
葦 6月6日（月）～10日（金）
鯵港区スポーツセンター

☎3452－4151

　区内で生活、活動している外国人
が、日本人とともに考え、行動し、支
え合いながら、地域コミュニティー
の活動に参画することで、新たな地
域文化や、より魅力あるまちが生ま
れ、「港区ならではの国際性豊かな地
域社会」を築いていくことができま
す。
　区の一員である外国人の皆さん
に、積極的にまちの将来に関わって
いただけるよう、多言語による情報
提供の充実を進めています。
ウエルカム・パッケージ
　外国人の皆さんが、安全で快適な
生活を送るために必要な基本的な情
報や役立つ冊子類を言語別にまとめ
ています。言語は英語、中国語、ハ
ングルの3種類があります。

　主に住民登録の手続きの際に配布
しています。
多言語情報コーナー
　区で作成しているさまざまな制度
や事業等に関するパンフレットのう
ち、多言語で作成されているもの
を、一度に閲覧・入手できるよう、
多言語情報コーナーを設置していま
す。
対応言語　英語・中国語・ハングル
（資料によっては対応していない言
語があります）
設置場所　芝地区総合支所1階、地
域振興課（区役所3階）前
※ 芝地区総合支所1階の改修工事中
は、地域振興課前のみになる場合
があります。

　人権擁護委員制度をご存じです
か。人権擁護委員は、基本的人権を
擁護し見守る人権の番人として、人
権相談や啓発活動を行っています。

表 人権相談開催日程
相談名 「人権擁護委員の日」

全国一斉特設人権相談 人権身の上相談

とき 6月1日（水）午後1時～4時
（受け付けは午後3時まで）

毎月第2・4金曜、午後1時～4時
※12月の第4金曜、1月の第2金曜は休み。

ところ 区役所5階会議室 区役所3階区民相談室
申し込み 当日直接会場へ。 電話で、実施日の前日午後5時までに、総務

課人権・男女平等参画係へ。

　建築物は、用途・規模に応じて
「定期報告」が必要です。建築基準法
では、建築物の敷地・構造・設備に
ついて、常に適法な状態に維持保全
することを、所有者または管理者に
義務付けています。
　特に多くの人が利用する「特定建
築物」については、一級建築士等の
調査資格者に調査・検査をさせて、
定期的にその結果を、提出先を経由
して特定行政庁（区長または知事）に
報告しなければなりません。
※ 平成28年6月から、特定建築物等の
指定が拡大され、新たに防火設備
の定期報告制度が開始されます。

特定建築物等定期調査報告
　敷地、建築物の外部・内部の状況お
よび防火・避難関係の調査報告です。
防火設備定期検査報告
　特定建築物内の防火設備の作動状
況等の検査報告です。
提出先　〒150－8503渋谷区渋谷2－
17－5シオノギ渋谷ビル8階　東京都
防災・建築まちづくりセンター

 ☎5466－2001
建築設備定期検査報告
　特定建築物内の設備機器の作動状
況等の検査報告です。
提出先　〒105－0003西新橋1－15－
5内幸町ケイズビル2階　日本建築設
備・昇降機センター
 ☎3591－2421
昇降機等定期検査報告
　エレベーター、エスカレーター、
小荷物専用昇降機、遊戯施設等の検
査報告です。
提出先　〒151－0053渋谷区代々木1
－35－4代々木クリスタルビル2階　
東京都昇降機安全協議会
 ☎6304－2225

○特定建築物等について
建築課建築監視担当
 ☎3578－2306・7
○防火設備、建築設備、昇降機等
について
建築課建築設備担当☎3578－2301

問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

問い合わせ日にあわせて、6月1日（水）に特設相
談を実施しますので、ご利用くださ
い。

役立つMINATO生活情報
　外国人の皆さんの生活に役立つ情
報を、持ち歩いたり、手元において
気軽に利用したりできるよう、分野
ごとにまとめたリーフレットを作成
しています。多言語情報コーナーで
入手できる他、港区ホームページか
らダウンロードもできます。
対応言語　英語・中国語・ハング
ル・振りがな付き日本語
Minato Information Mail（ミナト
インフォメーションメール）
　イベント等のお知らせを、ご希望
の言語（英語・中国語・ハングル・
振りがな付き日本語）による電子メ
ールで配信します。また、区に対す
る要望等についてのアンケートも行
います。詳しくは、次の2次元バー

コードまたは港区ホームページから
ご覧ください。

振りがな付き
日本語版

英語版 中国語版 ハングル版

港区国際交流協会（MIA）
　港区国際交流協会（MIA）は、日
本人と外国人の交流のきっかけとな
る、各種イベントの開催や外国人支
援を行っています。港区国際交流協
会ホームページから各種イベント等
の情報をご覧いただけます。

地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2303・08

問い合わせ

建築物の定期報告と維持管理のお知らせ

　昭和24年6月1日に人権擁護委員法
が施行されたことから、6月1日を人
権擁護委員の日と定めています。
　現在、区には、法務大臣が委嘱し
た人権擁護委員が10人います。人権
問題で困っている人や悩んでいる人
は、お気軽に人権擁護委員にご相談
ください。
　区では、表の日程で人権相談を行
っています。また、人権擁護委員の

6月1日は

人権擁護委員の
日です

◆港区スポーツセンター・区民センター・健康増進センター・生涯学習センター・青山生涯学習館のお知らせは、毎月5日（土・日曜の場合は翌月曜）発行の港区スポーツふれ
　あい文化健康財団ニュース｢　　　　　｣に掲載されています。☎5770－6837 FAX5770－6884 http : //www.kissport.or.jp

光化学スモッグとは
　自動車や工場等から排出される窒
素酸化物と炭化水素が、太陽の強い
紫外線を受けると、光化学オキシダ
ントを発生させます。光化学オキシ
ダントがたまり、白くもやがかかっ
たような状態を「光化学スモッグ」と
呼びます。光化学スモッグは、4月
～10月にかけての日差しが強くて気
温が高く、風が弱い日に発生しやす
くなります。
光化学スモッグ注意報
　光化学オキシダントの濃度が高く
なると、光化学スモッグ注意報が発
令されます。注意報が発令される
と、区では、防災行政無線等を通じ
てお知らせしています。
注意報が発令されたら
　｢屋外になるべく出ない｣｢自動車
等の使用を控える｣等の対策をとっ

てください。
　目がチカチカしたり、のどが痛く
なる等の症状が出たときは、すぐに
屋内に入り、洗顔やうがいをしてく
ださい。症状が回復しないときは、
医師の診察を受け、次の連絡先に症
状等を連絡してください。
平日
保健予防課保健予防係
 ☎6400－0080
土曜、休日、夜間の医療機関案内
東京都保健医療情報センター
 ☎5272－0303
東京都光化学スモッグ情報
テレホンサービス ☎5320－7800
ホームページ
http://www.ox.kankyo.metro.
tokyo.jp/

環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2492

問い合わせ

光化学スモッグ

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
FAX5777－8752
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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。

ふれ愛まつりだ、
芝地区！
を開催します

第11回

　芝地区の皆さんが参加し、出店や
コンサートで地域の交流を深めま
す。工作やゲーム、スタンプラリー
等で楽しい1日を過ごしましょう。
芝地区のゆるキャラたちやミニチュ
アポニーも集まります。
　ふれ愛まつりでは、参加団体や地
域の皆さんが「ふれあう」とともに、
リユース食器を利用する等、「環境」
についても考えます。
　また、平成28年度に迎える区政70
周年を記念し、芝公園内に記念植樹
を行います。皆さんで一緒に区政70
周年をお祝いしましょう。
とき
　6月4日（土）午前10時～午後3時（小
雨実施・荒天中止）
ところ
　区立芝公園
内容
地域ふれ愛マーケット
　模擬店や活動成果の発表、産直野
菜の販売等を行います。

ワークショップを
開催します

高　輪
今昔物語

皆さんの大切な写真を募集します
　高輪地区で育まれた人々の暮らし
がわかる昔の写真を集めるイベント
です。
　古い写真をお持ちの人には、当時
の様子や懐かしい思い出を話してい
ただき、皆で写真を楽しみます。今
回のテーマは「人」と「乗り物」です。
募集写真
○高輪地区で撮影した記録写真、家
族写真、または乗り物の写真
〇高輪地区（三田4・5丁目、高輪、
白金、白金台）で撮影されたもので、
港区ホームページで公開可能な写真
対象　どなたでも
※ 写真をお持ちでない人も参加でき
ます。
※ 小学生以下は保護者同伴で参加し
てください。
とき　6月25日（土）午後1時～4時頃
ところ　高輪区民センター2階展示
ギャラリー　
定員　15人程度（抽選）
費用　無料
応募方法　電話で、6月15日（水）ま
でに、高輪地区総合支所協働推進課
地区政策担当へ。

その他　ご提供いただいた写真は、
保存後にお返しします。
収集した写真例

とき 内容 時間 ところ

3
（金）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 子ども家庭支援セン

ター

4
（土）

おもちゃの病院（受付終了：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

映画会「大いなる幻影」
（原題:La Grande Illusion）

午後2時～4時
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

5
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

DVDシアター「バレエ名作物語 ライモンダ」 午後2時～4時10分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

6
（月）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 白金台児童館

7
（火）

おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 飯倉学童クラブ

映画会「按摩と女」 午後2時～3時10分
（午後1時30分） みなと図書館（90人）

おはなし会「にじいろカメレオン」 午後2時40分～3時 台場区民センター

8
（水）

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「ブクブクブー」他 午後2時30分～3時 港南図書館

おはなし会「ちいさなあめふりぐも」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

9
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「ぴんぽーん」他 午前10時30分～11時 高輪図書館

DVDシアター「世界偉人伝」第3回 正午～午後1時
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

10
（金）おもちゃの病院（受付終了：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

11
（土）

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「けろけろみどり」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「だっこ だっこ」他 午前11時～11時30分 三田図書館

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「ミスター・ベースボール」
（原題:MR. BASEBALL）

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「あかちゃんかたつむりのおうち」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

14
（火）おもちゃの病院（受付終了：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

15
（水）

子ども映画会
「パンダのタオタオ絵本館 サギとチョウの冒険」

午後2時～3時40分
（午後1時30分） 高輪図書館分室（50人）

June

6
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

16
（木）おもちゃの病院（受付終了：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

17
（金）

映画会「ミツバチのささやき」
（原題:EL ESPIRITU DE LA COLMENA）

午後2時～3時50分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

18
（土）

おもちゃの病院（受付終了：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

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「だっこ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

麻布図書館朗読会「響きあう美しい音の世界～
朗読とオルゴールコンサート～」

午後2時～3時30分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

おはなし会「てのひらすいぞくかん」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

映画会「艦隊を追って」（原題:FOLLOW THE FLEET） 午後2時～3時50分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

19
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

おはなし会「おじさんのかさ」 午後2時30分～3時 麻布図書館

20
（月）プレママお話し会 午前10時～11時30分 みなと図書館

21
（火）おもちゃの病院（受付終了：午後2時30分） 午前10時～午後3時 麻布子ども中高生プ

ラザ

22
（水）おやこおはなし会「あーそーぼ」他 午前10時30分～11時 港南図書館

23
（木）

おはなし会
「しんくんとのんちゃん 雨の日のふたり」他 午前10時30分～11時 三田図書館

24
（金）

ナイトシネマ「シンドバッド虎の目大冒険」
（原題:SINBAD AND THE EYE OF THE TIGER）

午後5時30分～7時30分
（午後5時） 麻布図書館（30人）

25
（土）

みなとシネマクラブ「誰かに見られている」 午後1時30分～4時
（午後1時） みなと図書館（90人）

おはなし会
「せかいでいちばんすてきなないしょ」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～3時 麻布図書館

26
（日）

おはなし会「がたごと ばん たん」他 午前11時～ 11時30分 高輪図書館

映画会「六つの心」（原題:COEURS） 午後1時30分～4時10分
（午後1時） 三田図書館（60人）

七夕おりがみ会 午後2時30分～3時30分
（午後2時） 麻布図書館（30人）

28
（火）おはなし会「あめふりさんぽ」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

三田図書館
港南子ども中高生プラザ
神明子ども中高生プラザ
高輪図書館分室
高輪子ども中高生プラザ
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
麻布子ども中高生プラザ

麻布図書館
白金台児童館
飯倉学童クラブ
台場区民センター
みなと図書館
障害保健福祉センター
港南図書館

☎3585－9225
☎3444－1899
☎3583－6355
☎5500－2355
☎3437－6621
☎5439－2511
☎3458－1085

☎3452－4951
☎3450－9576
☎5733－5199
☎3443－1666
☎3443－1555
☎5443－7338
☎5447－0611

子ども家庭支援センター
高輪図書館
赤坂子ども中高生プラザ
赤坂図書館
港区スポーツセンター

☎6400－0090
☎5421－7617
☎5561－7830
☎3408－5090
☎3452－4151

高 輪 地 区 地 域 事 業

高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎5421－7123

問い合わせ

昭和30年頃（北里バス通りのお祭り）

昭和40年頃（父とホンダＳ600）

地域ふれ愛コンサート
　地域の団体による合唱やダンス等
のコンサートです。

みなとコール ☎5472－3710
問い合わせ

担当課　芝地区総合支所管理課管理
係

芝会議が出店します
　「ふれ愛まつりだ、芝地区！」にお
いて、芝地区区民参画組織「芝会議」
の3つの部会が出店します。
まちの魅力発掘部会
　芝公園付近を巡るまち歩きミニツ
アー、クイズ、パネル展示等
まちづくり部会
　緑とふれあうコーナー、パネル展
示、防災グッズの配布
地域コミュニティ部会
　活動成果の発表、芝しぐさ啓発グ
ッズの配布、輪投げゲーム等

芝BeeBee’sが出店します
　芝地区総合支所と協働して芝地区
内での養蜂事業を行っている区民プ
ロジェクトチーム「芝BeeBee’s」
が、その活動内容について紹介する
ブースを出店します。

芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当 ☎3578－3192

問い合わせ

検索高輪地区歴史
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