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熱中症予防と節電のお願い 一人ひとりの節電行動が大きな成果につながります。熱中症にならないよう、
エアコンや扇風機等を上手に利用して、無理のない範囲で節電にご協力ください。

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前7時～午後11時

対策災災震
高層住宅で

の  

～今すぐ取り組みましょう～

「自助」と「共助」を意識した対策

　高層住宅は耐震性や耐火性に優れていますが、災害時には建物特有の
被害も引き起こします。地震はいつ発生するか分かりません。高層住宅の
課題を理解した上で、今この時から行動に移していくことが大切です。

　地震発生直後は、自分自身で、あるいは身近な人々と協力して身を守ることが
大切です。そのために、自分の身は自分で守る「自助」、近隣との助け合いである
「共助」を意識した対策を行うことが大切です。

その他0.9％救助隊1.7％
通行人2.6％

自力で
脱出
34.9％

家族
31.9％

友人・
隣人
28.1％

阪神・淡路大震災における
生き埋めや閉じ込められた
際の救助主体等

震震地　　　　　が発生すると…
エレベーターの
停止
　地震の揺れによりエレベ
ーターが停止する可能性が
あります。階段を使用する
状況が長く続き、地上との
往復が困難となります。

室内での家具の
転倒等によるけが
　東京消防庁の調査による
と、地震によるけがの原因
の約3～5割が室内での家具
の転倒・落下によるとされ
ています。

ライフラインの停止
　地震によって電気、水道、ガス
等が停止する可能性がありま
す。また、排水管の断裂により
トイレも使用できなくなり、被
災後の生活に多大な影響を与え
ます。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災でのライフラインの被害状況と復旧完了日数
ライフライン 被害（件数） 復旧完了日数
電気

（東北電力、東京電力管内） 停電 約850万戸 約3カ月

水道 断水 約256万戸
約3カ月で1万戸程度まで減少

（復旧困難地域を除き、復旧が完了
したのは最長約7カ月）

ガス（都市ガス） 供給停止 約46万戸 約2カ月
（復旧困難地域を除く）

（出典）次の資料をもとに作成
内閣府　中央防災会議 『東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告　参
考図表集』　平成23年9月28日
厚生労働省　『「東日本大震災水道施設被害状況調査最終報告書（平成25年3月）」について』 平成25年7月

　制度の概要等は、各総合支所に
置いてあるパンフレットまたは港
区ホームページをご覧ください。

日頃からのコミュニケーションを
大切にしましょう

自主防災組織を結成し、
活動に参加しましょう

　日頃から挨拶をする等、お互いに顔見知り
になっておくことが、震災時の被害を軽減さ
せることにつながります。

　高層住宅の管理組合
や自治会を活用して、
自主防災組織を結成し
ましょう。また、日頃か
ら訓練等の活動に積極
的に参加しましょう。

家具を固定しましょう

　区では、区内に居住し、住民
登録をされている世帯に対し
て家具転倒防止器具等を無償
で助成しています。
※ 器具が外れて倒れてきた場合に備えた
家具の配置を行うことも大切です。

　区では、防災組織
の結成や訓練等につ
いて助言を行う防災
アドバイザーの派遣
を行っています。

非常用備蓄品を準備しましょう
　一般的には最低3日分
の備蓄が必要とされてい
ますが、エレベーターが
停止すると物資を運ぶの
が困難になるため、高層
住宅では最低7日分の水、
食料、簡易トイレ等の備蓄
が必要となります。

※ 家庭内で備蓄品の内容や置き場
所等について、共通の認識を持
つようにしましょう。

3日分 ＋ ＝4日分 7日分

　区では高層住宅で結成された防災組織に対し
て、防災資器材を助成しています。資器材メニュー
の中にはエレベーター内の閉じ込めに配慮した、
エレベーターキャビネット等もあります。

防災課地域防災支援係 ☎3578－2518問い合わせ

（社）日本火災学会
「1995年兵庫県南部地震における火災
に関する調査報告書」平成8年11月1日
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　区の健康診査・がん検診等を無料
で受診できます。ぜひ、この機会に
お受けください。
受診期間・対象・内容
　表1・2のとおり
ところ
　区内指定医療機関（送付するご案
内に記載されています）
※ 医療機関名簿は港区ホームページ
でもご覧いただけます。

費用
　無料（指定された検査内容につい
て）
「乳がん検診」の制度に変更がありま
す
　40歳以上の女性を対象とした乳が
ん検診は、これまで「視触診(毎年)」
と、視触診で異常のなかった人に
「マンモグラフィ検査(偶数年齢)」を
実施していましたが、平成28年度か
ら「視触診」は廃止し、「マンモグラ
フィ検査(受診間隔は2年に1回)」を
受診できるようになりました。マン
モグラフィ検査の対象を「偶数年齢
の人」から「前年度未受診の人」とし
たため、2年に1回の受診機会が確保
しやすくなりました。事情により、

対象者がマンモグラフィ検査を受診
できなかった場合でも、「前年度未
受診者」として、翌年度に「乳がん検
診(マンモグラフィ検査)」の対象と
なるため、受診間隔が長く空くこと
を防ぐことができます。
「受診券」「ご案内」の送付
　40歳以上の人には、6月17日と7月
22日に受診の際に必要な「受診券」と
｢港区健康診査・がん検診のご案内｣
を発送しています（図1参照）。
　また、20～39歳の女性のうち、5
歳ごとの節目年齢の人と過去3年間
に港区がん検診の受診歴がある人等
にも、年齢に応じたがん検診の「受
診券」と「乳がん・子宮頸がん検診の
ご案内」を発送しています（図2参
照）。
　平成28年度の送付用封筒の色は、
「緑色」です。
受診券がお手元にない場合
　平成28年7月8日～9月23日に港区
に転入した人や港区国民健康保険に
加入した40歳以上の人等には、10月
上旬に対象となる受診券を追加発送
します。ただし、早めに受診券を希
望する場合や、20～39歳の女性のう

ち、自動送付の対象でない人は、お
申し込みにより、受診券を発送しま
すので、ご連絡ください。
指定医療機関の情報について
　各種健（検）診を受診できる指定医
療機関は、受診券と一緒に送付して
いる「港区健康診査・がん検診のご

案内」または「港区がん検診のご案
内」に記載されています。医療機関
名簿の情報に変更がある場合は、港
区ホームページに修正情報を掲載し
ていますので、ご確認ください。

検索各種指定医療機関名簿

ご注意ください
○対象年齢は平成29年3月31日現在
で計算しています。
○受診日現在、港区に住民登録のな
い人は、受診券を利用できません。
○9月24日（土）以降に港区に転入し
た人や港区国民健康保険に加入した
40歳以上の人、後期高齢者医療制度
に加入した人、生活保護の受給を開
始した40歳以上の人は、お申し込み
により受診券を発送します。
○受診期間終了近くになると、医療
機関の予約が取りにくくなることが
予想されます。また、土・日曜は、
受診できる医療機関が限られます。
早めに受診してください。

健康推進課健診事業担当・健康づ
くり係 ☎6400－0083

問い合わせ

7月31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。
　当日有権者数　　　192,976人
　投票者総数　　　　110,738人
　投票率　　　57.38パーセント

表 1　健康診査等
内　容 対　象 検査内容等 受診期間

特定健康診査

40～74歳の人
（平成28年4月1日現在、港区国民健康保険に加入している人）
・受診日現在、港区国民健康保険に加入している人は、区が実施します。
・ 上記以外の人はご加入の医療保険者（健康保険証発行元）へお問い合わ
せください（会社等の保険および健康保険組合等に加入している人やそ
の被扶養者は、加入している医療保険者が特定健康診査を実施します）。

問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液
検査等
【目的】生活習慣病の前段階であるメタ
ボリックシンドロームの発見や改善

7月1日（金）～11月30日（水）

※ 肝炎ウイルス検診のみ、一部の医療機関
で11月30日（水）以降も受診可能です。

基本健康診査
75歳以上の人（後期高齢者医療制度加入者）、40歳以上の生活保護受給者等
※ 平成28年4月2日以降に港区国民健康保険に加入した人は、基本健康診査
を受診できます。

問診、身体計測、血圧測定、尿検査、血液
検査等
【目的】生活習慣病の早期発見、早期治療

肝炎ウイルス検診 今まで一度も肝炎ウイルス検診を受診したことのない区民 問診、血液検査

表 2　がん検診
内　容 対　象 検査内容等 受診期間

胃がん検診 40歳以上 問診、胃部Ｘ線検査（バリウム検査）

7月1日（金）～11月30日（水）

大腸がん検診 40歳以上 問診、便潜血反応検査（検便）
肺がん検診 40歳以上 問診、胸部Ｘ線検査（全員実施）

喀痰検査（該当者に実施）
喉頭がん検診 40歳以上で、喫煙指数（1日の喫煙本数×喫煙年数）600以上の人等 問診、頚部触診、ファイバースコープ等

による診察
前立腺がん検診 55～75歳の奇数年齢の男性 問診、血液検査（PSA検査）
子宮頸がん検診 20歳以上の女性 問診、視診、内診、細胞診 7月1日（金）～平成29年1月31日（火）乳がん検診（視触診） 30～39歳の女性 問診、視触診
乳がん検診

（マンモグラフィ検査） 40歳以上で平成27年度マンモグラフィ検査未受診の女性 問診・乳房Ｘ線検査 7月1日（金）～平成29年2月28日（火）

港区健康診査、がん検診についての大切なお知らせです

東京都知事選挙の
結果について

港区から健診（検診）についての大切なお知らせです。
Important information on Health Examinations from Minato City.

費用は無料です。

＜この郵便物が間違って郵送された場合＞
お手数ですが、封をしたまま表に「名宛人が居ません」と書いてポストに入れてください。

〒１０８－８３１５ 港区三田１丁目４番１０号

港区みなと保健所

お申し込み下さい。医療機関へ直接お早めに＊予約は、

＊Make an early reservation at each medical institute．

受診期間：平成２８年７月１日（金）から１１月３０日（水）まで
（乳がん検診（視触診）、子宮頸がん検診は平成２９年１月３１日（火）まで）

Period of Examinations：ＪＵＬ．１－ＮＯＶ．３０，２０１６
（Breast cancer screening（Clinical Breast Exam）／Cervical cancer screening：ＪＵＬ．１，２０１６－ＪＡＮ．３１，２０１７）

（乳がん検診（マンモグラフィ）は平成２９年２月２８日（火）まで）

（Breast cancer screening（Mammography）：ＪＵＬ．１，２０１６－ＦＥＢ．２８，２０１７）

港区から健診（検診）についての大切なお知らせです。
Important information on Health Examinations

from Minato City.

費用は無料です。

港区みなと保健所

１０８－８３１５ 港区三田１丁目４番１０号〒

図2 送付用封筒　20～39歳の女性用（定形封筒）

図1 送付用封筒　40歳以上用（定形外封筒）

届出
番号 候補者氏名 党派名 港区得票数 得票総数

1 高橋　しょうご 無所属 147 16,664
2 谷山　ゆうじろう 無所属 216 6,759
3 桜井　誠 無所属 1,861 114,171
4 鳥越　俊太郎 無所属 18,587 1,346,103
5 増田　ひろや 無所属 28,526 1,793,453
6 マック　赤坂 無所属 1,171 51,056
7 山口　敏夫 国民主権の会 228 15,986
8 やまなか　まさあき 未来（みらい）創造経営実践党 46 3,116
9 後藤　輝樹 無所属 100 7,031
10 岸本　雅吉 無所属 159 8,056
11 小池　ゆりこ 無所属 53,860 2,912,628

届出
番号 候補者氏名 党派名 港区得票数 得票総数

12 上杉　隆 無所属 3,402 179,631.018
13 七海　ひろこ 幸福実現党 532 28,809
14 中川　ちょうぞう 無所属 300 16,584
15 せきくち　安弘 無所属 32 1,326
16 立花　孝志 NHKから国民を守る党 279 27,241.975
17 宮崎　正弘 無所属 36 4,010
18 今尾　貞夫 無所属 26 3,105
19 望月　義彦 無所属 45 3,332
20 武井　直子 無所属 61 4,605
21 ないとう　ひさお 無所属 39 2,695

○は当選人

一時閉店しているもの　●11階食堂：平成28年4月～（平成29年4月再開予定）　●1階売店：平成28年4月～（平成29年7月再開予定）
一部利用中止していもの　●1階北側ロビー：平成28年8月下旬～（一部閉鎖、平成29年1月再開予定）
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本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
事を行っています

選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2766～9

問い合わせ
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ところ 展示期間
みなと図書館 9月11日（日）～10月31日（月）
三田図書館 9月16日（金）～11月16日（水） 
麻布図書館 9月30日（金）～10月19日（水）
赤坂図書館 9月25日（日）～10月19日（水）
高輪図書館 9月1日（木）～9日30日（金）

高輪図書館分室※ 9月1日（木）～10月31日（月）

港南図書館 9月1日（木）～10月31日（月）
※啓発映像の放映も行います。

※ 高輪図書館分室は、小学生から高校生までの年代を
主な利用者としています。高輪子ども中高生プラザ
内の施設のため、入館に所定の手続きが必要です。

相談名称 電話番号 日時

東京都自殺相談ダイヤル～こころといのちのほっとライン～ ☎0570－087478 9月12日（月）～16日（金）いずれも24時間受け付け
※上記以外の期間は午後2時～午前5時30分

自殺予防いのちの電話 ☎0120－783－556
（フリーダイヤル）

9月10日（土）午前8時～11日（日）午前8時（24時間）
※上記以外の期間は東京いのちの電話（☎3264－4343）

54時間特別相談（東京自殺防止センター） ☎0120－58－9090
（フリーダイヤル）

9月3日（土）午前0時～5日（月）午前6時
※ 上記以外の期間は毎日午後8時～翌朝6時、毎週火曜は午後5時～
翌朝午前6時　東京自殺防止センター（☎5286－9090）

自死遺族のための電話相談（全国自死遺族総合支援センター） ☎3261－4350 9月10日（土）～12日（月）いずれも午前11時～午後7時
自死遺族のための電話相談（グリーフケア・サポートプラザ） ☎3796－5453 9月13日（火）～16日（金）いずれも午前10時～午後10時

多重債務110番（東京都消費生活総合センター） ☎3235－1155
9月5日（月）～6日（火）いずれも午前9時～午後5時
※ 上記以外の期間は消費者センター（☎3456－6827）午前9時30分～
午後4時月～土曜（土曜は電話相談のみ）

◆各区立図書館◆　みなと図書館☎3437-6621　三田図書館☎3452-4951　麻布図書館☎3585-9225　赤坂図書館☎3408-5090　高輪図書館☎5421-7617
高輪図書館分室☎3443-1666　港南図書館☎3458-1085

こころといのちを支える
図書館キャンペーン

「こころのバランス」についての
セミナーを実施します

　港区立図書館で自殺対策とうつ支援をテー
マに、関連図書の展示や貸し出し、リーフレ
ットと啓発品の配布を行います。この機会に
図書館に足を運び、こころといのちについて
考えてみませんか。
とき・ところ

開館時間　月～金曜：午前9時～午後8時、
土・日曜、祝日：午前9時～午後5時
※ 高輪図書館分室は、午前9時30分～午後8時
（土・日曜を含む）
休館日　第3木曜
※高輪図書館分室は、祝日、第3木曜
※各館蔵書点検期間中は閉館しています。

対象 どなたでも
とき　9月10日（土）午後2時～3時30分（午後1
時30分開場）
ところ　三田図書館
定員　20人（申込順）
申し込み　電話または直接、三田図書館へ。
 ☎3452－4951

　携帯電話やパソコンで
「港区こころの体温計」と検
索すると、自分のストレス
度・落ち込み度がチェック
できるページがあります。

　自殺予防・うつ支援を目的としたこころ
の健康講演会と総合相談会を行います。
講演会
とき　10月4日（火）午後1時30分～3時
ところ　麻布区民センター区民ホール
定員　200人（申込順）
※ 手話通訳・保育あり（4カ月～就学前、5
人。申し込み時にお申し出ください）
テーマ　人間関係をもっとうまくやりた
い！～家庭で・職場で・ともだちと、交流
分析の考え方を取り入れて～
講師　鈴木　佳子さん（東京経済大学学生
相談室、国際交流分析協会認定交流分析士
（PTSTA）、臨床心理士
申し込み　電話で、8月21日（日）から、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
総合相談会
　ワンフロアで暮らしやこころの複数の問題
の解決をめざします（1人20分程度の相談）。
対象　区民
とき　10月4日（火）前半：午後0時50分～1時
30分、後半：午後3時10分～4時
ところ　麻布区民センター
定員　前半、後半ともに各相談4人程度（申
込順）
相談内容
○こころの相談(精神保健福祉士)
○仕事や経済的な相談（生活・就労支援セ
ンター職員等）
○弁護士相談
※後半のみ
相談料　無料
申し込み
　電話で、8月
21日（日）から、
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

講演会・相談会

○こころといのちを支えるキャン
ペーン全体について
健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
○図書館キャンペーンについて
各港区立図書館 ☎欄外参照
○自殺防止！東京キャンペーンに
ついて
東京都福祉保健局保健政策部保健
政策課 ☎5320－4310

問い合わせ

こころの体温計

二次元コード

結果画面（例）

電話相談窓口

港区こころといのちを支えるキャンペーン港区こころといのちを支えるキャンペーン港区こころといのちを支えるキャンペーン
　区では、9月10日の「世界自殺予防デー」にちなんで、毎年9月を「港区自殺対策強化月間」として設定しています。ま
た、10月を「港区うつ支援月間」として、うつ病の早期発見・早期対応に向けた広報を強化しています。自殺を図った人の
直前の心の状態をみると、大多数は、さまざまな原因により心理的に追い詰められた結果、うつ病等を発症し、判断ができ
なくなっているといわれています。自殺は個人の自由な選択ではなく、多くが「追い込まれた末の死」といえます。健康で
自分らしい生活を送るためには、からだとともに、こころの健康が大切
です。社会全体で、「生きたい」と思えるようなこころといのちを支える
取り組みを行うことが必要です。

うつ支援月間のポスター

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

　あなたもゲートキーパーの輪
に加わりませんか。ゲートキー
パーとは、悩んでいる人に気付
き、声をかけ、話を聞いて、必
要な支援につなげ見守る人のこ
とです。まずは声をかけること
から始めてみませんか。

ゲートキーパー
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パステルアート体験
　パステルアートを通して、保護
者同士の交流を行います。
対区内在住で妊娠中の人、乳幼
児の保護者
時 9月3日（土）午前10時～正午
所赤坂子ども中高生プラザ
人 7人（申込順）
申電話で、赤坂子ども中高生プ
ラザへ。 ☎5561－7830

母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
対区民で妊娠中・育児中の母親
とその家族
時 9月7日（水）・16日（金）いずれ
も午後2時15分～4時15分
所みなと保健所

人各回3人（申込順）※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 ☎6400－0084
または、各総合支所区民課保健福
祉係へ。 ☎欄外参照

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※保育あり（就学前、20人。申
し込み時にお申し出ください）
時 9月14日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

グループお母さんの時間（予
約制）
対区民で、育児中の母親※保育
あり（申し込み時にお申し出くだ
さい）
時 9月1日（木）午後1時30分～3時

所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。　 ☎6400－0084

9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①白金台児童館：9月6日
（火）②豊岡児童館：9月8日（木）③
高輪児童館：9月29日（木）④高輪子
ども中高生プラザ：9月6日（火）・8
日（木）・29日（木）①②③午前10時
30分～11時30分④午後2時～4時
申当日直接会場へ。
②ぱぱまま育児相談
時 9月17日（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 9月20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）
内ベビーマッサージ、情報交換
人 15人（会場先着順）
持ち物　母子手帳、バスタオル
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

親子ライブ2016
対就学前のお子さんとその保護
者
時 9月11日（日）午前11時～正午
（午前10時30分開場）
所三田図書館
人 84人（申込順）
申電話または直接、8月29日（月）
から、三田図書館へ。 
 ☎3452－4951

　B型肝炎はB型肝炎ウイルス
（HBV）の感染によっておきる肝
臓の病気です。HBVを保有する
母体から新生児への母子感染の
他、HBVを含む血液あるいは体
液との直接の接触によって感染し
ます。成人がHBVに感染しても
多くの場合は症状が出ません（不
顕性感染）が、約30パーセントの
人は急性肝炎として発病します。
近年、B型肝炎が慢性化して肝硬
変・肝がんに進行することが懸念
されています。このため、B型肝
炎ワクチンが予防接種法による定
期接種に位置付けられました。

対象
　平成28年4月1日以降に生まれた
生後1歳未満の乳児
対象外の人
　HBVを保有する母体から生ま
れた新生児を対象とするB型肝炎
ワクチン（健康保険適用）を受けた
ことがある人
標準的な接種期間
　生後2～8カ月
接種回数
　3回
接種間隔
　27日以上の間隔をおいて2回接
種した後、第1回目の接種から139

10月1日からB型肝炎ワクチンの
定期予防接種が始まります

日（20週）以上の間隔をおいて1回
接種します。
接種方法
　ご自宅に予防接種予診票・お知
らせ・医療機関名簿等を郵送しま
すので、名簿に記載されている医
療機関に予防接種予診票と母子手
帳を持参して接種してください。
予診票送付時期
　9月末から、生後2カ月を迎える
対象者に送付します（平成28年4月
1日以降に生まれて、既に2カ月以
上経過している対象者にも、9月
末に送付します）。
接種費用
　無料（区の発行する予診票を持
参した場合）
里帰り等で港区外の医療機関で接
種する場合
（1）23区内の指定医療機関では、

港区の発行する予診票をそのまま
使用することができます。
（2）23区外の医療機関で接種する
場合は、予防接種費用の全部また
は一部を助成します。助成を受け
るためには、事前に「予防接種実
施依頼書」の交付申請が必要です。
申請方法について詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。
その他
　平成28年10月1日より前に任意
でB型肝炎ワクチンの注射を受け
た回数分については、定期接種の
B型肝炎ワクチンを接種したもの
とみなします。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

◆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

　家庭から出る可燃ごみのうち約3
割が生ごみであり、さらに生ごみの
約7～8割が水分です。
　家庭から出るごみを少しでも減ら
すためには、生ごみの水分を切って
から出すことが効果的です。
　区では、区内の集積所等を対象と
して、生ごみの水切りによる減量効
果を数値として掲示する「見える化」
事業を実施しています。前半の1カ
月間（8回）は、通常通り可燃ごみを
出していただきます。後半の1カ月
間（8回）は、区から無料でお渡しす
る水切りネットを使う等、家庭で生
ごみの水分を十分に切ってから可燃
ごみとして出していただきます。ま
た、同時に分別の徹底等により、可
燃ごみの減量にも取り組んでいただ
きます。
　今回、高輪地区と芝浦地区の2件
の集合住宅で、見える化事業を実施
しました。

可燃ごみ計量実施場所
（1）メゾン高輪　全43世帯
（2）フェイム芝浦インターウェーブ
　全84世帯
可燃ごみ計量期間
（1）5月9日～6月30日の約2カ月間
（2）5月10日～7月1日の約2カ月間
実施結果（可燃ごみ計量結果）
（1）①生ごみ減量取り組み前（5月9日
～6月2日、計8回の計量）
合計重量　1490キログラム
平均重量　186.2キログラム（1回当
たり）
②生ごみ減量取り組み後（6月6日～
30日、計8回の計量）
合計重量　1340キログラム
平均重量　167.5キログラム（1回当
たり）
③可燃ごみ減量効果（取り組み前後
での比較）
合計重量　150キログラムの減量
平均重量　18．7キログラムの減量

減量割合　約10.0パーセント
（2）①生ごみ減量取り組み前（5月10
日～6月3日、計8回の計量）
合計重量　2370キログラム
平均重量　296.2キログラム（1回当
たり）
②生ごみ減量取り組み後（6月7日～7
月1日、計8回の計量）
合計重量　2070キログラム
平均重量　258.7キログラム（1回当
たり）
③可燃ごみ減量効果（取り組み前後
での比較）
合計重量　300キログラムの減量

平均重量　37.5キログラムの減量
減量割合　約12.6パーセント
　「メゾン高輪」、「フェイム芝浦イ
ンターウェーブ」にお住まいの皆さ
んには、本事業にご協力をいただき
ありがとうございました。
　区民の皆さんも、各家庭での水切
りや家庭から出るごみの減量にご協
力ください。

みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係 ☎3450－8025

問い合わせ

もっと減らせる家庭ごみ～ごみ量の「見える化」推進中～
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フェイム芝浦インターウェーブ可燃ごみ量の比較
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300kg、
約12.6％の減！
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メゾン高輪可燃ごみ量の比較
1,490kg
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150kg、
約10.0％の減！

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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港区商店街等英語対応力向上支援事業

利用店舗を募集しています

頭とからだの健康教室
対 65歳以上で、1人で通える人
時 10月6日～平成29年3月30日（11
月3日、12月29日を除く毎週木
曜・全24回）午後2時～3時、午後2
時30分～3時30分
所神明いきいきプラザ
人各15人（抽選）
申本人が直接、9月8日（木）まで
に、神明いきいきプラザへ。
　 ☎3436－2500

英語でニコニコconversation
対おおむね50歳以上の区民
時 10月4日～平成29年3月28日（平
成29年1月3日を除く毎週火曜・全
25回）午後6時～7時
所虎ノ門いきいきプラザ
人 20人（抽選）
費用　各回300円
申電話または直接、9月11日（日）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

（1）パソコンワード教室（2）
初めてパソコン教室
対 60歳以上の区民
時（1）9月3日～10月22日（土・全8

回）（2）9月4日～10月23日（日・全8
回）いずれも午前10時～11時30分
所南麻布いきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　2000円
申電話または直接、8月27日（土）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。 ☎5232－9671

スマートフォン教室（初心者
向け）
　いきいきプラザのiPhoneを使
用して、操作の基本から学びま
す。
対 50歳以上の区民
時 9月8・15日（木・全2回）、9月
22・29日（木・全2回）いずれも午
前10時～11時30分
所飯倉いきいきプラザ
人各回12人（抽選）
費用　500円（テキスト代）
申電話または直接、8月30日（火）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
 ☎3583－6366

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 9月27・28日（火・水）
所麻布いきいきプラザ

人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、8月30日（火）午後5時
までに、麻布いきいきプラザへ。
 ☎3408－7888

「食卓から介護予防」地域マッ
プを作りませんか
対区民
時 8月30日（火）午後2時～3時（午
後1時45分受け付け開始）
所南麻布高齢者在宅サービスセ
ンター
人 20人（申込順）
申電話で、8月27日（土）までに、
麻布地区高齢者相談センターへ。
 ☎3453－8032

自身を見つめなおす「エンデ
ィングノートの書き方」
対 60歳以上の区民
時 9月8日（木）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、9月4日（日）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

水中トレーニング講座
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（1）10月4日～12月20日（毎週火
曜・全12回）午前9時20分～10時50
分（2）10月5日～12月28日（10月26
日を除く毎週水曜・全12回）午後1
時～2時30分（3）9月23日～12月16
日（10月28日を除く毎週金曜・全
12回）午後1時～2時30分
所（1）港南いきいきプラザ（2）（3）
スポーツセンター
人各10人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
時・所

　浴場名 電話番号 実施日時
南青山 清水
湯（南青山3
－12－3）

☎3401
－4404

9月5日（月）
午前10時45分
～11時45分

玉菊湯（白金
3－2－3）

☎3441
－1772

9月6日（火）
午後2時15分
～3時15分

アクアガーデ
ン三越湯（白
金5－12－16）

☎3441
－9576

9月7日（水）
午後2時20分
～3時20分

麻布黒美水温
泉竹の湯（南麻
布1－15－12）

☎3453
－1446

9月8日（木）
午後2時10分
～3時10分

ふれあいの
湯（芝2－2－
18）

☎5442
－2639

9月9日（金）
午後1時45分
～2時45分

内「夏バテをひきずらない体調管
理」（保健師・看護師）、「演芸ライ
ブ～笑いで残暑を吹き飛ばそう
～」（芸人）
人各15人程度（申込順）
申電話または直接、実施日の前
日までに、希望する銭湯へ。
問保健福祉課福祉活動支援係
　 ☎3578－2381

い。更新する人は、現在お使い
の乗車券もご持参ください。

○東京都シルバーパスについて
（社）東京バス協会シルバーパス
専用電話 ☎5308－6950
○港区コミュニティバス乗車券
について
高齢者支援課在宅支援係
 ☎3578－2403

問い合わせ

　日本を訪れる外国人がますます増
えている中、英語対応にお困りでは
ありませんか。
　歴史と文化のまち・港区には、日
本の良さが詰まった素晴らしい商品
が豊富にあります。しかし、外国人
の目に映る「日本文化」の本当の魅力
は、伝えることが難しいことも事実
です。
　外国人の皆さんを英語でもおもて
なしすることができ、分かりやすく
自慢の商品の魅力を説明することが
できれば、売上の増加だけでなく、
外国人の皆さんにも喜んでいただく
ことができます。
　区は、各店舗のご要望に合わせ、

オーダーメイドの英語対応マニュア
ルおよびツールを作成し、店舗の英
語対応力向上を支援します。ぜひご
活用ください。
対象　
　区内に立地する店舗
費用
　無料
実施内容
（1）店舗に訪問し、外国人にPRした
い商品・サービス、店舗の魅力、英
語対応の状況、どのようなマニュア
ル・ツールを希望されるか等のヒア
リング（30分～1時間程度）を行いま
す。
（2）ヒアリングに基づき作成したマ

ニュアル等を店舗にお渡しします。
（3）講師および買い物客役の外国人
が店舗に訪問し、マニュアル等を活
用して、英会話レッスン（15～30分
程度）を行います。
（4）各店舗の商品・サービス名等の
入った、オーダーメイドの港区おも
てなしステッカーをお渡しします。
　その後、マニュアル等を活用後の
英語対応の状況を把握するため、実
施結果報告書（A4・1枚の様式）を提
出していただきます。
※当事業はメニューの翻訳支援とは

◆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

東京都シルバーパス更新手続きのお知らせ

英会話レッスンの様子

異なり、「英語でおもてなしする
こと」に焦点を当てた事業です。

※お伺いする日時、所要時間等は店
舗のご都合に合わせて調整し、負
担のないよう実施いたします。

実施時期
　10月～平成29年2月
定員
　計25店舗（申込順）
申し込み
　指定の申請書に必要事項を明記の
上、郵送・ファックスまたは直接、
地域振興課国際化推進係（区役所3
階）へ。
※詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。申請書は港区ホーム
ページからダウンロードするか、
電話でお問い合わせください。

〒105－8511　港区役所地域振興
課国際化推進係
 ☎3578－2565　FAX3438－8252

申し込み・問い合わせ

　有効期限が平成28年9月30日の
東京都シルバーパスをお持ちの人
には、8月下旬に（社）東京バス協
会から「シルバーパス更新手続き
のご案内」が届きます。更新を希
望する人は、「ご案内」に記載され
ている必要書類をご用意の上、9
月中に手続きをしてください。更
新日時・会場については、送付さ
れた「更新申込書」を確認してくだ
さい。

※港区役所は大規模改修工事中の
ため更新会場ではありません。
代わりの受付会場である生涯学
習センターでは、「28年度住民
税の課税（非課税）証明書」の発
行はできませんので、事前に準
備してください。
※シルバーパスの更新手続きを終
了した区民には、同会場で「港
区コミュニティバス乗車券」も
発行・更新します。必要な人は
更新会場でお申し込みくださ

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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みなと

健　　康
家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族※保育あり（4カ月～就学前、
2人、申込順。電話で、9月7日（水）
までにお申し出ください）
時 9月14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は、
電話で、9月7日（水）までに、健康推
進課地域保健係へ。すでに参加した
ことのある人は、当日直接会場へ。
 ☎6400－0084

講座・催し物
日本語オペラコンサート
対どなたでも
時 9月3日（土）午後1時30分～2時30
分
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941

弁護士による相続と財産管理の
基礎知識
対区民
時 8月25日（木）午後1時30分～3時
所白金いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、白金いきいき
プラザへ。 ☎3441－3680

学習ボランティア養成事業
対区内在住・在勤者、学習支援に
関心のある大学生
時 9月25日、10月16日、11月13日
（日・全3回）
所芝浦区民協働スペース
人 15人（申込順）
申電話で、8月22日（月）から、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
担生活福祉調整課自立支援担当

第6回ルーマニア展
対どなたでも
時 8月26日（金）～30日（火）午前9時
～午後6時
所高輪区民センター展示ギャラリー

申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

ルーマニア大使館主催「第12回ル
ーマニア国際音楽コンクール」
対どなたでも
時 8月26日（金）～30日（火）午前9時
～午後9時
所高輪区民センター区民ホール
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

ポーランドからの風「歌・舞・
音楽の交流」無料招待
対区内在住・在勤・在学者
時 9月4日（日）午後2時～4時（午後1
時30分開場）
所高輪区民センター区民ホール
人 25人（抽選）
費用　無料※一部有料チケット
（2000円）あり
申往復はがきに住所・氏名・電話
番号・在勤・在学者は会社や学校名
および所在地を明記の上、8月24日
（水）までに、〒105－8511　港区役
所地域振興課国際化推進係へ。
 ☎3578－2303
有料チケットの申し込みは、地唄舞
普及協会へ。 ☎080－3933－8731

ポーランドの演奏家と文化交流
対どなたでも
時 9月7日（水）午後3時30分～4時30
分
所プラザ神明
人 60人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2303

企業間連携「第1回分科会・交流
会」オープンイノベーションが拓
く新ビジネス創出セミナー2016
分科会
対中小企業者等
時 9月1日（木）午後1時～5時
所男女平等参画センターリーブラ
ホール
人 200人（申込順）
申電話で、8月29日（月）までに、み
なとコール（午前9時～午後5時）へ。
 ☎5472－3710
交流会　セミナー終了後、交流会を

開催します。
時午後5時15分～6時45分
所みなとパーク芝浦内
人 50人（申込順）
費用　1000円（当日支払い）
申分科会の申し込みと同時にお申
し込みください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2553

中小企業セミナー
対中小企業経営者・担当者
時（1）9月13日（火）（2）9月14日（水）
いずれも午後1時～4時
所港区立商工会館
内（1）国内販路拡大セミナー（2）海
外販路拡大セミナー
人各30人（申込順）
申産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net
から応募してください。
問産業振興課経営相談担当
 ☎3578－2562

体幹を鍛える！男のコア強化
（入門編）
対区内在住・在勤・在学者で20～
50歳代の男性
時 10月22日（土）午前10時～正午（午
前9時30分受け付け開始）
所みなと保健所
人 35人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、6人。申し込み時にお申し
出ください）
申電話で、8月22日（月）～9月20日
（火）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

清掃工場個人見学会
対区内在住・在勤・在学者
時 9月17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、9月14日（水）午後5時ま
でに、港清掃工場へ。 ☎5479－5300

段ボールコンポスト懇談会＆ミ
ニポット園芸教室
対（1）第1部：いきいきプラザで行っ
た段ボールコンポスト出前講座や7
月9日に開催した親子向け段ボール
コンポスト講習会に参加した人（2）
第2部：区内在住・在勤・在学者（第2

部のみの参加も可）
時（1）9月10日（土）午後1時30分～2
時20分（2）9月10日（土）午後2時30分
～3時30分
所男女平等参画センター
内（1）懇談会（2）苗木の植え付けや、
コーヒー豆かすたい肥等を使った土
のリサイクル方法
人各40人（申込順）※第2部は、第1
部参加者の優先枠あり※保育あり（4
カ月～就学前、8人程度。申し込み
時にお申し出ください）
申電話またはファックスで、9月2
日（金）までに、住所・氏名・電話番
号・ファックス番号を、みなとリサ
イクル清掃事務所ごみ減量推進係
へ。 ☎3450－8025　FAX3450－8063

女性のための起業講座「思いをか
なえる事業のはじめかた」
対区内在住・在勤・在学者、また
はテーマに関心がある女性（初めて
の受講で2回とも参加できる人優
先）。※1～2月に実施した起業講座
と同じ内容です。
時 9月24日、10月1日（土・全2回）い
ずれも午前10時～午後3時30分（昼食
休憩あり）
所男女平等参画センター
人 24人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、8人程度。9月12日（月）ま
でに、申し込み時にお申し出くださ
い）。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。
申電話または直接、8月22日（月）か
ら、男女平等参画センターへ。
 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

昔懐かし名曲コンサート「ジャ
ズ～歌謡曲」
対どなたでも
時 9月22日（木・祝）午後2時～3時
所高輪区民センター
人 60人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※9月12日（月）～16日（金）は休館
 ☎5421－7617

お 知 ら せ
麻布地区「区長と区政を語る会」
対区内在住・在勤・在学の満15～

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

８
月
21
日（
日
）

川村内科医院（内） 新橋5－10－6　川村ビル1階 3431－3322
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
門脇歯科医院（歯） 赤坂7－8－12　三喜マンション102 3582－8056
★河原医院（内） 芝浦1－12－1　河原ビル 3451－4751

８
月
28
日（
日
）

岸本クリニック（内） 六本木5－16－4　六本木エーワンビル4階 3589－2112
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

藤田歯科医院（歯） 南青山5－8－9　青山ビル3階 3797－0066
★しば胃腸こうもんクリニ
ック（内） 芝4－11－5　KTビル3階 6453－9307

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

8月21日（日） オバタ薬局 麻布十番1－7－11 3401－8717

8月28日（日） チカラ堂薬局 高輪3－26－33 3441－4390

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。

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
。
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30歳の人
時 10月27日（木）午後6時～7時30分
所麻布地区総合支所
内 10年～30年後の輝くあなたと麻
布のまちについて
人 10人程度（抽選）※手話通訳・保
育（4カ月～就学前、2人程度）を希望
する人は、申し込み時にお申し出く
ださい。
申郵送またはファックスで、住
所・氏名（ふりがな）・電話番号・テ
ーマに関係する内容（150字程度）を
明記の上、9月9日（金・必着）まで
に、〒106－8515　麻布地区総合支
所管理課管理係へ。
 ☎5114－8811　FAX3583－3782

港区廃棄物の処理及び再利用に
関する条例に基づく生活環境影
響調査書の縦覧と意見書の提出
について
　当該施設に関し利害関係を有する
人で生活環境の保全上の見地から意
見を述べたい人は、意見書を提出す
ることができます。
事業名　港資源化センターの稼働時
間延長等に関する生活環境影響調査
時 9月6日（火）～10月5日（水）※閉庁
時を除く。

所みなとリサイクル清掃事務所、
環境課（区役所8階）、各総合支所、
みなと図書館および港区ホームペー
ジ
申必要事項を明記の上、直接、9月
6日（火）～10月20日（木）に、みなと
リサイクル清掃事務所ごみ減量推進
係へ。詳しくは、調査書をご覧くだ
さい。 ☎3450－8025

変更・休止情報等
港勤労福祉会館第一洋室利用休止
　改修工事に伴い利用を休止しま
す。
期間　12月1日～平成29年3月31日※
第一洋室は、利用月の2カ月前の1日
に抽選があります。抽選は抽選日の
前月25日～月末に申し込んでいただ
いていますが、改修工事のため、10
月1日～平成29年1月1日抽選分につ
いては申し込みができません。
問港勤労福祉会館 ☎3455－6381

「麻布十番納涼まつり」開催に
伴うちぃばす「田町・麻布西ル
ート」のバス停一時休止
　「麻布十番納涼まつり」開催に伴う
交通規制により、田町ルート往路

（六本木ヒルズ方面）で12「三田一丁
目」および13「麻布十番駅前（一の
橋）」バス停を休止します。なお、当
日は田町ルートの迂回ルートを設定
し、麻布東ルート88「法務局入口」バ
ス停を田町ルートの臨時バス停とし
ます。また、麻布西ルート復路で13
「麻布十番駅前（一の橋）」バス停を休
止します。
時 8月27・28（土・日）午後1時45分
～最終※当日の交通規制の状況によ
り、時間帯が変更になる場合があり
ます。
問㈱フジエクスプレス
 ☎3455－2213
土木課地域交通担当 ☎3578－2279

「六本木ヒルズ盆踊り」開催に
伴うちぃばす「田町・赤坂・麻
布東・麻布西・青山ルート」の
バス停一時休止
　「六本木ヒルズ盆踊り」開催に伴う
交通規制による迂回のため、田町ル
ート15「六本木けやき坂」、赤坂ルー
ト32「六本木けやき坂」、麻布東ルー
ト15・32「六本木けやき坂」、麻布西
ルート15・32「六本木けやき坂」、青
山ルート32「六本木けやき坂」のバス
停を一時休止します。

時 8月27・28日（土・日）午後2時～
最終※当日の交通規制の状況によ
り、時間帯が変更になる場合があり
ます。
問㈱フジエクスプレス
 ☎3455－2213
土木課地域交通担当 ☎3578－2279

求人・区民委員募集
平成29年度包括外部監査人
応募資格　地方自治法第252条の28
第1項に規定されている弁護士、公
認会計士、実務精通者または、同条
第2項の税理士のいずれかに該当し、
かつ同条第3項の欠格事項に該当し
ない人※応募資格等について詳しく
は、募集要項をご覧ください。
人 1人
選書類審査および面接審査
申応募書類を、郵送または直接、9
月20日（火・必着）までに、〒105－
8511　港区役所企画課企画担当へ。
募集要項は、8月22日（月）から企画
課（区役所4階）で配付する他、港区
ホームページからダウンロードもで
きます。
問企画課企画担当　 ☎3578－2196

　（特）ジービーパートナーズは、定年前後
の世代がこれまでの経験や知識を生かして
他のNPOの活動を縁の下でサポートしてい
る団体です。サポートを通じて、若い世代
を応援し、地域社会の課題解決に寄与して
いくとともに、定年後の新しい社会参加の
仕組みを創出します。
　主な活動内容は、NPOの経理や事務局運
営、事務作業といったバックオフィス全般
のサポートを行っています。また、活動に参
加するシニア世代にNPOをサポートするた
めに必要な実践的スキルを身に着けていた
だく講座や勉強会等を開催しています。
平成28年度助成事業
　NPOの組織基盤強化のためのセミナーと、
定年前後世代が地域で活躍するためのワー

　家庭用の生ごみ処理機等を購入した世帯に対し、費用の一部
を助成します。
対象　次の要件を全て満たす世帯
（1）区内に住所があること
（2）家庭用の生ごみ処理機等を購入し、購入日から6カ月以上区
内で継続して使用できること
（3）過去3年以内にこの助成金の交付を受けていないこと
（4）購入してから3カ月が経過していないこと
対象機種　家庭用の生ごみ処理機（ディスポ－ザ－式のものを
除く）、コンポスト容器
助成金額　購入金額の2分の1、限度額2万円（1世帯につき1台ま
で）※100円未満は切り捨て
※ ポイント利用等で割り引きがあった場合には、その部分は助
成対象外です。
申し込み　申請書に、領収書原本（レシートは不可）または購入
したことが確認できる書類を添付の上、郵送で、〒108－0075港
南3－9－59　みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係へ。
※ 申請書は、港区ホームページからダウンロードできます。（特）ジービーパートナーズ ☎6205－7644

○助成事業について
地域振興課区民協働担当 ☎3578－2557

問い合わせ

平成28年度港区NPO活動 
助成事業助成団体の事業を
紹介します①

（特）ジービーパートナーズ

家庭用生ごみ処理機等購入費の助成について

障害者のための「パソコン」教室（1）
火曜日エクセルクラス（2）金曜日ワ
ードクラス
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、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
時（1）10月11日～11月29日（火・全8回）（2）
10月7日～12月2日（10月28日を除く金曜・
全8回）午前10時45分～午後0時15分
所障害保健福祉センター
人各10人（抽選）
申電話またはファックスで、9月5日（月）
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、巡回バスを利用できます。
 ☎5439－2511　FAX5439－2514

対象
　次の条件を全て満たす人
（1）区内在住の男性
（2）愛の手帳をお持ちの人
（3）就労、障害者施設等に通所していることま
たはその見込みがある人
※次のいずれかに該当する人は対象外としま
す。

（1）特別な医療的処置（医療的ケア）を受けてい
る人
（2）意識喪失を伴うてんかん発作を起こすおそ
れのある人
（3）入居を継続し難いまたは支援の提供が困難
な問題行動のある人
（4）支援の提供が困難な障害のある人

　詳しくは、お問い合わせください。
ところ　芝浦3－5－34
募集人数　2人
決定方法　書類審査、面接を経て、体験入居の
実施後に入居者を決定します。
面接期間　8月30日（火）～9月2日（金）
面接場所　障害者グループホーム芝浦
申し込み
　直接、8月22日（月）～29日（月）に、各総合支
所区民課保健福祉係へ。

障害者福祉課障害者事業運営係
 ☎3578－2299　FAX3578－2678

問い合わせ

区立障害者グループホーム芝浦
入居者募集

8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  赤坂・青山シニアファッショニスタ、平和への取り組み、Pokkeなつまつり、港区子ども会夏祭り、お台場海水浴
放送期間  8月21日(日)～31日(水)
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。

みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係 ☎3450－8025
問い合わせ

クショップに取り組みます。具体的な開催
日は、当団体ホームページやチラシ等でお
知らせしますのでぜひご参加ください。
（1）NPOには、持続可能な活動をめざすため
に必要なサポートを見つけ出すためのセミ
ナーを開催します。区内には、運営の相談
や他団体を紹介してもらえる中間支援組織
がありません。そこで、これまでのNPOサ
ポートを通じて当団体が持つノウハウを
NPOの皆さんにお伝えしたいと考えていま
す。
（2）定年後に、これまでの経験を生かして、
地域で社会貢献を希望する人には、主に区
内で地域社会の課題解決に取り組むNPOの
活動内容や困っていることを直接聞くこと
で、地域の課題を理解し、どういう関わり
方ができるのかを考えるワークショップを
開催します。ぜひご自身で、直接見て、話を
聞いてください。

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
FAX5777－8752



とき 内容 時間 ところ

1
（木）

ナイトシネマ(2本立て)｢八ヶ岳アルパカ牧場赤
ちゃん誕生物語｣｢尾瀬に魅せられて｣

午後6時～7時30分
(午後5時30分) みなと図書館(90人)

3
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 赤坂子ども中高生プラザ

親子映画｢うっかりペネロペ たくさんおぼえたよ
編｣､ ペネロペ折り紙会

午後2時～3時
(午後1時30分) 赤坂図書館(30人)

映画会｢郵便配達は二度ベルを鳴らす｣
(原題:OSSESSIONE)

午後2時～4時
(午後1時30分) 高輪図書館(40人)

4
（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
映画会｢恋愛小説家｣
(原題:AS GOOD AS IT GETS)

午後2時～4時20分
(午後1時30分) 麻布図書館(30人)

5
（月）おもちゃの病院

午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 白金台児童館

6
（火）おはなし会｢まんまるおつきさん｣ 午後2時40分～3時 台場区民センター

7
（水）子ども海洋講座｢ちりめんモンスターを探せ!｣ 午後2時～3時30分 高輪図書館分室(30人)

8
（木）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 高輪子ども中高生プラザ

親子で遊ぼうおはなし会
｢こちょばこ こちょばこ｣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6回｢サウンドとリズム｣

正午～午後1時
(午前11時30分) 三田図書館(60人)

9
（金）おもちゃの病院

午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 港南子ども中高生プラザ

10
（土）

おはなし会｢まんまるおつきさまをおいかけて｣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
おはなし会｢おつきみピクニック｣他 午後2時～2時30分 赤坂図書館
映画会｢黄金の腕｣
(原題:THE MAN WITH THE GOLDEN ARM)

午後2時～4時
(午後1時30分) 港南図書館(45人)

11
（日）みなとシネクラブ｢オース!バタヤン｣

午後1時30分～4時
(午後1時) みなと図書館(90人)

13
（火）おもちゃの病院

午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 台場児童館

14
（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｢もくもくやかん｣他 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会｢しまうまのさんぽ｣他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

15
（木）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 高輪児童館

リクエスト映画会｢お引越し｣ 午後2時～4時10分
(午後1時30分) みなと図書館(90人)

September

9
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

17
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分)

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－
｢わらべうたであそびましょ!｣他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会｢怪人マブゼ博士｣
(原題:Die 1000 Augen des Dr.mabuse)

午後2時～3時40分
(午後1時30分) 赤坂図書館(35人)

おはなし会｢くまくんとつき｣他 午後3時～3時30分 みなと図書館

18
（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｢ねこまるせんせいのおつきみ｣他 午後2時30分～3時 麻布図書館

19
(月･祝)

映画会｢早春｣ 午後1時～4時(午後0時30分) 麻布図書館(30人)
バリアフリー映画会｢博士の愛した数式｣ 午後2時～4時(午後1時30分) 港南図書館(45人)

20
（火）おもちゃの病院

午前10時～午後3時
(受付終了:午後2時30分) 神明子ども中高生プラザ

21
（水）

プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

ナイトシネマ｢二本の木｣ 午後6時～7時20分
(午後5時30分) 麻布図書館(30人)

22
(木･祝)

おはなし会｢へんてこやまのうんどうかい｣他 午前10時30分～11時 三田図書館

バリアフリー映画会｢グーグーだって猫である｣ 午後2時～4時
(午後1時30分) 三田図書館(60人)

23
（金）

映画会｢セブンス･コンチネント｣
(原題:THE SEVENTH CONTINENT)

午後2時～4時
(午後1時30分) 高輪図書館(40人)

24
（土）

おやこ映画会｢おまえうまそうだな｣ 午前10時30分～正午
(午前10時) みなと図書館(90人)

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
｢ちいさなアマデウス｣他 午前11時～11時20分 みなと図書館

子ども映画会｢ピーターパン｣(原題:Peter Pan) 午後2時～3時20分
(午後1時30分) 高輪図書館(40人)

きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館
おはなし会｢ながいでしょりっぱでしょ｣他 午後3時～3時30分 みなと図書館

25
（日）

おはなし会｢わたし､ まだねむたくないの!｣他 午前11時～11時30分 高輪図書館
映画会｢恋人たちの食卓｣
(原題:EAT DRINK MAN WOMAN)

午後2時～4時5分
(午後1時30分) 三田図書館(60人)

27
（火）

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

おはなし会｢おつきさまのかぞえうた｣他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室
28
（水）おやこおはなし会｢おみずをじゃー｣他 午前10時30分～11時 港南図書館

30
（金）

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

夜のDVDシアター｢奇跡の庭 京都･苔寺｣ 午後6時30分～7時30分
(午後6時) 赤坂図書館(30人)

台場児童館
障害保健福祉センター
高輪児童館
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
麻布子ども中高生プラザ
青山児童館

白金台児童館
台場区民センター
高輪図書館分室
高輪子ども中高生プラザ
三田図書館
港南子ども中高生プラザ
港南図書館

☎3444－1899
☎5500－2355
☎3443－1666
☎3443－1555
☎3452－4951
☎3450－9576
☎3458－1085

☎5500－2363
☎5439－2511
☎3449－1642
☎5443－7338
☎5733－5199
☎5447－0611
☎3404－5874

みなと図書館
赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
赤坂図書館
港区スポーツセンター
麻布図書館

☎3437－6621
☎5561－7830
☎5421－7617
☎3408－5090
☎3452－4151
☎3585－9225

　10月25日（火）から始まる「第29回東京国際
映画祭」の開幕前に、平成27年の映画祭でグ
ランプリを受賞した作品とコンペティション
部門で絶賛された作品を上映します。
対象　どなたでも
とき　10月1日（土）
①午後1時～3時
②午後4時～6時
ところ　赤坂区民センター区民ホール

内容
①「残穢【ざんえ】－住んではいけない部屋－」
第28回東京国際映画祭　コンペティション上映作品
　第26回山本周五郎賞を受賞した小野不由美（「屍
鬼」「十二国記」シリーズ）の小説「残穢」（ざんえ）を、
ミステリーの名手・中村義洋監督（『白ゆき姫殺人事
件』『予告犯』）が映画化。予定調和を許さない予想外
のラストまで、かた時も目が離せない。いまだかつ
て見たことのない、戦慄のリアルミステリーが誕生
する。
原作：小野不由美
配給：松竹
監督：中村義洋
出演：竹内結子、橋本愛、佐々木蔵之介 他

東京国際映画祭
プレイベント上映会

Kissポート財団事業課
（平日午前8時45分～午後5時）
 ☎5770－6837

問い合わせ

担当課　地域振興課文化芸術振興係

残穢【ざんえ】－住んではいけない部屋－
©2016「残穢－住んではいけない部屋－」製作委員会

ニーゼ
©TvZero

定員　各回125組250人、計500人（抽選）
※1組2人まで入場可
※保育あり（4カ月～就学前、各回6人）
申し込み
　はがきに、鑑賞希望の作品名（①②のいず
れか一つ）・住所・氏名・電話番号、保育を
希望の場合は、「一時保育希望」・子どもの名
前（ふりがな）・年齢・性別を明記の上、8月
30日（火・必着）までに、〒107－0052赤坂4－
18－13　Kissポート財団「プレイベント上映
会」係へ。
抽選結果の連絡
　当選者には招待状を郵送します。

②「ニーゼ」
第28回東京国際映画祭　東京グランプリ受賞作品
　ショック療法が正しいものとされ、暴れる患者を
人間扱いしない精神病院に、女医のニーゼが着任す
る。芸術療法を含む画期的な改革案を導入するが、
彼女の前に男性社会の厚い壁が立ちはだかる。ユン
グの理論を実践し、常識に挑む勇気を持った精神科
医の苦闘をストレートに描く感動の実話。
配給：ココロヲ・動かす・映画社 ○
監督／脚本：ホベルト・ベリネール　
出演：グロリア・ピレス、ファブリシオ・ボリヴェ
イラ、アウグスト・マデイラ

第29回
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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。
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