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節電のお願いと熱中症予防 節電は、区民・事業者の皆さん一人一人の取り組み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効率的に活用し、無理のない範囲で節電にご協力ください。

プレーパーク（高輪森の公園）
　子どもたちが自らの限界と可能性に挑戦し、
やりたいことを実現できるプレーパーク。少し
危なくても、濡れたり汚れたりしても、のびの
びと自由に遊べるよう、禁止事項を少なくした
新しい遊びの場として開催しています。
　暑い日が続きますが、思いきり泥だらけに
なって遊ぶこともお子さんにとって良い経験と
なるのではないでしょうか。
今後の予定　�高輪森の公園：8月26日（日）、9月30日

（日）午前10時～午後4時
　　　　　　亀塚公園：9月12日（水）午後1時～5時
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◆各総合支所区民課窓口サービス係◆　芝地区☎3578－3141　麻布地区☎5114－8821　赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612　芝浦港南地区☎6400－0021
◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3123　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031
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10月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　専用はがきを郵送で、8
月12日（日・必着）までに、JTBみな
と予約センターへ。専用はがきは、
各総合支所、各区民センター、地域
振興課（区役所3階）、JTB新橋・赤
坂見附店にあります。または、区民
保養施設テレホンサービス・区民保
養施設予約システムで8月18日（土）
までにお申し込みください。抽選結
果は8月末にご自宅に送ります。
空き室申し込み
対象　区民・在勤者
申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日からテレホンサービス、予約シ
ステム、またはJTBみなと予約セン
ターで申込順に受け付けます。
利用者登録
　利用申し込みには、事前に利用者
登録が必要です。抽選申し込みの専
用はがきで登録できます。

臨時休業のお知らせ
熱川プリンスホテルは、9月18日
（火）、10月31日（水）に休業します。
大平台みなと荘の優先抽選
優先抽選日
　10月6日（土）利用分
対象
（1）区民で、次の手帳等の交付を受
けた人
　身体障害者手帳、愛の手帳、精神
障害者保健福祉手帳、被爆者健康手
帳、戦傷病者手帳、特定医療費（指
定難病）受給者証、都医療券（特殊医
療（人工透析を必要とする腎不全、
先天性血液凝固因子欠乏症等）およ
びB型・C型肝炎治療医療費助成受
給者証は除く）
（2）区民で、障害者総合支援法の対
象となる難病により障害支援区分認
定通知書の交付を受けた人
※�優先抽選は大平台みなと荘のみで
す。優先抽選の申し込みをした人は
一般抽選の申し込みはできません。

※�優先枠を設けての抽選になります
ので、全ての人が当選するもので
はありません。
※部屋タイプの指定はできません。
申し込み
　はがきに「港区保養施設優先抽選
申し込み」・代表者氏名・住所・電
話番号・生年月日・利用者番号・利
用希望人数（2～5人）を明記の上、郵
送で、8月12日（日・必着）までに　
〒141－0021品川区上大崎2－24－9
アイケイビル3階　「JTBみなと予約
センター」へ。
施設の減額利用の方法が変わりまし
た
　平成30年度から、65歳以上の区民
（年度内に65歳になる人を含む）は、
本人確認書類の提示のみで、大平台
みなと荘および通年借上区民保養施
設（熱川プリンスホテル）をそれぞ
れ、年度内2泊まで、1泊（2食付き）
につき次の減額した料金でご利用で
きます。

大平台みなと荘　利用料金（9500～1
万500円）を3000円に減額
熱川プリンスホテル　利用料金から
2100円を減額
※�土・日曜、年末年始の減額利用は
できません。

※�チェックイン時に本人確認書類が
確認できない場合は減額できませ
ん。

※�区民保養所利用手帳は、平成29年
度をもって廃止しました。

○登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
午前10時30分～午後6時30分（土・
日曜、祝日を除く）� ☎5434－7644
区民保養施設テレホンサービス
午前8時～午後10時� ☎6268－8250
区民保養施設予約システム
空き室照会等� 午前5時～午前0時
抽選空き室申し込み等
� 午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.
tokyo.jp
○区民保養施設事業について
みなとコール� ☎5472－3710

担当課　地域振興課地域振興係

　区では、住民票等の証明書を全国
の主要なコンビニエンスストアで取
得できるサービス（コンビニ交付）を
平成27年2月から開始しています。
　現在、証明書自動交付機による証
明書交付から、より便利なコンビニ
交付への切り替えを進めており、各
総合支所の証明書自動交付機を平成
29年9月末以降、老朽化により運用
不能となったものから順次稼働を終
了し撤去してきました。
　最後の1台となる麻布地区総合支
所の証明書自動交付機については、
平成30年9月30日（日）午後5時で稼動
を終了し、区の証明書自動交付機
サービスを終了します。

コンビニ交付の利用方法
　コンビニ交付の利用には、マイナ
ンバーカード（個人番号カード）また
は住民基本台帳カード（新規交付は
すでに終了）が必要です。マイナン
バーカードの受け取りには、申請か
ら交付まで1～2カ月かかります。
　また、交付済みの住民基本台帳
カードは、有効期限まで継続してご
利用いただけますが、コンビニ交付
を利用するためには事前の利用登録
が必要です。詳しくは、お近くの各
総合支所へお問い合わせください。
マイナンバーカード交付窓口臨時開
庁
　通常窓口以外の休日にマイナン
バーカード交付のための臨時開庁を

行います。マイナンバーカードの受
け取りには事前予約が必要です。
開庁日
　9月29日（土）午前9時～午後5時
証明書自動交付機以外での証明書の
取得方法
　証明書自動交付機以外で証明書を
取得する方法として、窓口での請求、
郵送での請求、事前電話予約により
窓口開庁時間外に区民センター等で
証明書が受け取れる電話予約サービ
ス、コンビニ交付があります。
証明書自動交付機サービス終了後の
各種カードの取り扱いにご注意くだ
さい

（1）自動交付機カード印鑑登録証
　窓口で印鑑登録証明書の交付を請

求する際に引き続き「印鑑登録証」と
して利用できますので、大切に保管
してください。

（2）自動交付機カード
　裏面に印鑑登録番号の表示がある
カードについては、窓口で印鑑登録
証明書の交付を請求する際に引き続
き「印鑑登録証」として利用できます
ので、大切に保管してください。

（3）住民基本台帳カード（証明書自動
交付機用）
　有効期限内は引き続き利用できま
すので、大切に保管してください。
なお、裏面に印鑑登録番号の表示が
あるカードについては、カードの有
効期限内は窓口で印鑑登録証明書の
交付を請求する際に引き続き「印鑑
登録証」として利用できます。

大平台みなと荘・
熱川プリンスホテル区民保養施設利用案内区民保養施設利用案内

証明書自動交付機サービス終了のお知らせ証明書自動交付機サービス終了のお知らせ

各総合支所区民課窓口サービス係
（台場分室は除く）� ☎欄外参照

　区は、区民とともに東京2020大会
の気運醸成およびレガシーの創出を
一層推進するため、区内に活動拠点
を置く団体が企画して実施する東京
2020応援プログラム対象事業に対し
て助成を行っています。
助成対象団体
　区内の町会・自治会および商店街
ならびに区内に事務所等の活動拠点
を置くNPO法人、非営利活動を目
的とする実行委員会および東京2020
大会の気運醸成に資する非営利団体
のうち、次に掲げる要件を満たして
いるもの。
（1）東京2020組織委員会が適当と認
める団体であること
（2）定款、寄付行為、規約またはこ
れらに類するものを有するととも
に、執行組織および会計組織が確立
し、事業遂行能力が十分あること
（3）反社会的勢力との関係がないこ

と
（4）政治活動を目的としていないこ
と
助成対象事業の内容
　当該地域において、多くの区民等
の目に触れ、東京2020大会の気運醸
成に資する事業
※�助成対象事業について詳しくは、
募集要項をご確認ください。

助成金額
　上限10万円
助成団体予定数
　各総合支所5団体（計25団体）
※�予定数に達し次第募集を終了しま
す。

助成の決定方法
　要件適合を審査し、申込順により
決定します。
申請期間
　平成31年3月15日（金）まで

募集要項および申請書
　募集要項および申請書は、各総合
支所協働推進課、企画課（区役所4階）
で配布している他、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
　募集要項を確認の上、直接、申請
期間内に、申請書および関係書類
を、募集要項記載の申し込み先へ。

　過去5年以内に納め忘れた国民年
金保険料を納付することができる
「後納制度」が9月30日（日）に終了し
ます。
　後納可能な未納期間がある人に
は、日本年金機構からお知らせをお
送りしています。
　納め忘れた保険料を納付すること
で、将来受け取る年金額を増やすこ

とや、年金の受給ができなかった人
が受給資格を得られる可能性があり
ます。
　後納制度の申し込みについて詳し
くは、ねんきん加入者ダイヤルまた
は港年金事務所へ。

企画課オリンピック・パラリン
ピック推進担当� ☎3578－2087
各総合支所協働推進課協働推進係

☎欄外参照

問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル
� 0570－003－004（ナビダイヤル）
港年金事務所
� ☎5401－3211（代表）
国保年金課国民年金係
� ☎内線2662～6

港区「東京2020応援プログラム」
推進事業助成団体を募集しています

国民年金保険料の
「後納制度」終了の

お知らせ

国民年金保険料の
「後納制度」終了の

お知らせ
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◆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　
◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941　南麻布☎5232－9671　ありす☎3444－3656　麻布☎3408－7888　
西麻布☎3486－9166　飯倉☎3583－6366　赤坂☎3583－1207　青山☎3403－2011　青南☎3423－4920　豊岡☎3453－1591　高輪☎3449－1643　白金☎3441－3680　
白金台☎3440－4627　港南☎3450－9915　◆台場高齢者在宅サービスセンター◆　☎5531－0520　◆芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ◆　☎5443－7338
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ところ
　みなとパーク芝浦1階
連絡先
　☎6435－0758　FAX5476－0208
　※9月3日（月）から利用可能です。
主な相談事例
◦退院するため、在宅医療について
相談したい。
◦医療処置を受けながら、自宅で療
養できるか知りたい。
◦医療処置があり、ショートステイ
が見つからない。
◦自分で注射や薬の管理ができるか
心配　等

　区民、保健・医療・福祉の関係者
の皆さんからの在宅医療・療養に関
する相談の窓口をみなとパーク芝浦
内に開設します。
※�平成29年9月に赤坂コミュニテ�
ィーぷらざ内で開設した窓口（相
談区域：麻布・赤坂地区）は「西部
在宅療養相談窓口」と名称を変更
します。

対象
　区内在住で、在宅医療・療養を受
けている人とその家族、または関心
がある人、在宅医療・療養に関わる
保健・医療・福祉の関係者等
開設日
　9月3日（月）
受付時間
　平日午前9時～午後5時（土・日
曜、祝日、年末年始を除く）

　心と体の働きが弱くなってきた状
態をフレイル（虚弱）と呼び、健康状
態を続けるためには、このフレイル
を予防することが大事です。
　この講座では、フレイル予防に関
する講演と体操等の実演を行いま
す。
対象
　どなたでも
とき
　9月8日（土）午後2時～3時30分
ところ
　介護予防総合センター
定員
　80人程度（申込順）
※�手話通訳・保育あり（4カ月～就学
前、3人）。手話通訳または保育を
希望の人は、8月28日（火）までに
お申し出ください。

申し込み
　電話で、8月2日（木）～31日（金）
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

　各いきいきプラザ・台場高齢者
在宅サービスセンター・芝浦アイ
ランド児童高齢者交流プラザで
は、週1回、会食の機会を設け、
栄養バランスが取れた食事を提供
します。

腰痛予防改善教室
　筋力向上による腰痛の予防・改
善をめざします。
対60歳以上の区民
時9月3日～11月26日（10月8日を除
く月曜・全12回）午前10時～11時
30分
所ありすいきいきプラザ
人10人（抽選）
申本人が直接、8月10日（金）まで
に、ありすいきいきプラザへ。
� ☎3444－3656

介護予防教室「筋力アップマシ
ントレーニング教室」
対65歳以上の区民で、1人で通う
ことができ、期間中、継続して参
加が見込める人
時9月4日～11月27日（11月23日を

除く火・金曜、全24回）午後1時30
分～3時30分
所（1）ありすいきいきプラザ（2）西
麻布いきいきプラザ
人（1）10人（2）8人（いずれも新規の
人優先で抽選）
申本人が直接、8月10日（金）まで
に、各いきいきプラザへ。
ありすいきいきプラザ
� ☎3444－3656
西麻布いきいきプラザ
� ☎3486－9166

スマートフォン教室
　iPhoneの操作を基本から学びま
す。
対50歳以上の区民
時8月24・31日（金・全2回）午後1
時30分～3時
所飯倉いきいきプラザ

人12人（60歳以上の新規の人優先
で抽選）
費用　500円（テキスト代）
申電話または直接、8月10日（金）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
� ☎3583－6366

いつでも・どこでも・だれにで
も「気軽にスローエアロビック」
対60歳以上の区民
時8月28日～9月28日（9月21日を除
く火・金曜、全9回）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、8月20日（月）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
� ☎3453－1591

費用
　1回400円以内（生活保護を受給
している人は1回200円以内）
申し込み
　直接、8月10日（金）までに、希
望する施設へ。� ☎欄外参照

対象
　65歳以上の区民で、ひとり暮ら
しまたは高齢者のみの世帯
とき
　10月～平成31年3月
ところ・定員
　表のとおり

港区の人口 
平成30年7月1日現在

総人口

（前月比200人増）
25万6,563人

死亡等 240人
転出 1,994人

出生等 264人

23万6,481人
11万251人男

(前月比287人増）
12万6,230人女

2万82人
1万586人男

(前月比87人減）

14万5,916世帯 (前月比102世帯増）
13万1,694世帯日本人世帯数

外国人世帯数
複数国籍世帯数

(前月比92世帯増）
1万1,016世帯 (前月比17世帯増）
3,206世帯 (前月比7世帯減）

9,496人女

転入 2,170人

世帯数

外国人

日本人

フレイル予防について知ろう

高齢者会食サービスのご案内

表�高齢者会食サービス曜日一覧
曜日 芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝浦港南地区

月 青山いきいきプラザ（19） 高輪いきいきプラザ（19） 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ（23）

火 三田いきいきプラザ（32） 西麻布いきいきプラザ（16）
ありすいきいきプラザ（20） 豊岡いきいきプラザ（20） 台場高齢者在宅

サービスセンター（25）

水 虎ノ門いきいきプラザ（20） 飯倉いきいきプラザ（20） 青南いきいきプラザ（10）

木 麻布いきいきプラザ（15） 赤坂いきいきプラザ（8） 白金いきいきプラザ（20）

金 神明いきいきプラザ（30） 南麻布いきいきプラザ（30） 白金台いきいきプラザ（20） 港南いきいきプラザ（30）

※（　）は定員、定員を超える申し込みがあった場合は、区が選定基準に基づいて決定します。

高齢者支援課在宅支援係
� ☎3578－2402
各総合支所区民課保健福祉係、
各いきいきプラザ等
� ☎欄外参照

区民公開講座区民公開講座

を開設します

「東部在宅療養相談窓口
（相談区域：芝・高輪・芝浦港南地区）」

保健福祉課地域包括ケア推進係
� ☎3578－2328

港区地域包括
ケアシステム

平成29年度の区民公開講座の様子

保健福祉課地域包括ケア推進係
� ☎3578－2328

－東部在宅療養相談窓口の開設にあたり、
公開講座を開催します－
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　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都
市宣言を行いました。
　この宣言のもと、区では世界の恒久平和に向けてさまざまな取り組みを行っています。
　区は、平和都市宣言を行った都市として、また、核兵器廃絶のために世界の都市が連携
する平和首長会議に加盟している都市として、各国の都市とともに、今後も核兵器の廃絶
と世界の恒久平和への取り組みを継続して実施していきます。

　「平和の灯」は、平成17年度に、港区平和都市宣言20
周年の記念事業の一環として、核兵器の廃絶と世界の
恒久平和を願い設置されたものです。平和の灯にとも
された「火」は、広島市の「平和の灯（ともしび）」、福岡
県八女市（旧星野村）の「平和の火」、長崎市の「ナガサ
キ誓いの火」を合わせたものです。区は、「平和の灯」
を通じて、戦争の惨禍と平和の尊さを伝えていきま
す。

　世界の恒久平和を祈念して、1分間の黙とうをささげましょう。
　広島原爆投下の日　8月6日（月）午前8時15分
　長崎原爆投下の日　8月9日（木）午前11時2分
　戦没者追悼の日　　8月15日（水）正午

　区民の皆さんと一緒に平和の大切さを考えるためのイベントを開催しま
す。港区平和青年団による活動報告会や、オーケストラによる平和祈念コ
ンサートを実施します。平和の大切さを改めて感じるきっかけになるイベ
ントです。多くの皆さんの来場をお待ちしています。
対象　どなたでも
とき　8月25日（土）午後2時～4時（午後1時30分開場）
ところ　リーブラホール（みなとパーク芝浦1階）
定員　208人（会場先着順）
※�保育あり（4カ月～就学前、5人。電話で、8月2日（木）～16日（木）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

費用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

対象　どなたでも
とき　8月2日（木）午後2時～2時30分
ところ　ありすいきいきプラザ1階展示・読書コーナー
内容　港区語り部の会による紙芝居　※お子さん向けの紙芝居です。
定員　20人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。

　区内の団体がパネル展等を開催する場合、2週間を限度に広島・長崎原
爆写真のミニパネルを貸し出します。直接、借用を希望する日の2週間前
までに、申請書に必要事項を明記の上、総務課人権・男女平等参画係（区
役所4階）へ。申請書は、総務課人権・男女平等参画係で配布している他、
港区ホームページからダウンロードもできます。

　区内の団体がパネル展等を実施する際
に、2週間を限度に貸し出します。ミニ平
和展セットは、書籍・ビデオ・物品で構成
されている「衣・食・住」3種類のセットで
す。戦時中に使用されていた灯火管制や防
空ずきんのレプリカ等、実際に手で触れて
学んでいただけます。
　借用希望団体は、事前に電話で確認の
上、直接、総務課人権・男女平等参画係へ。

パネル　◦日本語版20枚　◦英語版22枚　　※いずれもA2サイズ

　平成30年度も、公募で選ばれた4人の高校生
が、長崎への派遣研修や戦争体験者との交流会
を通じて平和について学びます。学習した成果
は、8月25日（土）開催の「平和のつどい」で報告
します。
※団員は、毎年4月に募集しています。

区立芝公園に設置されている「平和の灯」

戦争体験者との交流会の様子

　かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。

　私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。

　このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。

　私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。

　　昭和６０年８月１５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　港 　　区

港区平和都市宣言

総務課人権・男女平等参画係� ☎3578−2014　FAX3578−2976
申し込み・問い合わせ

語り継ごう、平和への想い

平和の灯（ひ）

平和祈念の黙とうをささげましょう

平和のつどい

港区平和青年団ただいま活動中

ミニミニ原爆展を開催しませんか
ミニ平和展セットの貸し出し

平和展～私たちが「つなぐ」平和の想い～

平和イベント

表1 各会場の展示内容一覧
とき ところ おもな展示内容

7月30日（月）～8月15日（水）
午前8時30分～午後5時

【休館日】土・日曜、祝日
区役所1階ロビー

【忘れてはいけない、長崎の歴史】
◦長崎被爆写真
◦港区平和青年団活動写真　等

7月28日（土）～8月15日（水）
午前9時～午後9時30分
※日曜は午後8時まで

ありすいきいきプラザ
1階展示・読書コーナー

【広島から港区の子どもたちへ】
◦広島・長崎被爆写真
◦平和図書コーナー　等

7月28日（土）～8月14日（火）
午前9時～午後8時
※�日曜、祝日および8月14
日は午後5時まで

赤坂図書館
多目的ホール

【東京大空襲】
◦東京空襲関連資料
◦東京空襲写真　等

7月28日（土）～8月15日（水）
午前9時～午後9時

高輪区民センター
展示ギャラリー

【戦時下の学生の軌跡】
◦戦時下の学校関連現物資料
◦手で触れる当時の生活物品　等

7月28日（土）～8月13日（月）
午前8時～午後11時 みなとパーク芝浦1階

【忘れてはいけない、沖縄の歴史】
◦沖縄現物資料
◦戦時下の沖縄写真
◦平和首長会議関連資料　等

各会場共通の展示内容
・平和の折り鶴コーナー　・著名人からの平和メッセージ
※�展示内容は予告なく変更になる場合があります。

8月15日（水）まで

ミニ平和展セット（Aセット・衣）

　区では、総合案内（区役所1階）、各総合支所協
働推進課協働推進係・台場分室に募金箱を設置し
ています。お預かりし
た義援金は、日本赤十
字社を通して被災地へ
送ります。直接送付す
る人は、次の銀行口座
へ。
銀行振込
口座名義
（1）～（3）｢日本赤十字社（ニホンセキジュウジ
シャ）｣

※振込手数料が別途かかる場合があります。
※�受領証の発行を希望する場合には、日本赤十字
社への連絡が必要です。

口座番号
（1）三井住友銀行すずらん支店（普）2787545
（2）三菱UFJ銀行やまびこ支店（普）2105538
（3）みずほ銀行クヌギ支店（普）0620405
郵便振替
　ゆうちょ銀行・郵便局（口座記号番号：00130−8
−635289、口座加入者名：日赤平成30年7月豪雨災
害義援金）�※窓口での振り込みは振込手数料免除
※�受領証を希望する場合は、通信欄に「受領証希
望」と明記してください。

MINATO VOICE（ミナトヴォイス）
　区では、平日午前6時26～29分と午後5時56～59
分の3分間、ラジオのFM放送で、区政情報や生
活情報等を、日本語・
英語・中国語・ハン
グルの4言語で提供し
ています。Inter�FM
89.7メガヘルツで聴
くことができます。

保健福祉課福祉活動支援係� ☎3578−2381
問い合わせ

区長室広報係� ☎3578−2036
問い合わせ

放送曜日 放送言語
月 英語
火 日本語
水 中国語
木 英語
金 ハングル

InterFM
897で 港区の行政情報を

お届けしています
平成30年7月豪雨災害義援金に

ご協力ください

募金箱

8月1日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	区立小学校紹介（笄小学校）、ミュージアムネットワーク紹介(TEPIA先端技術館)　他
放送期間 	 8月1日(水)～10日(金)
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。
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　8月15日の終戦記念日にちなみ、平和をテーマにした行事を各港区立図書館で開催
します。費用は全て無料で、申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。

平和を考えるコーナー
　平和関連図書の特設展示を行い
ます。
みなと図書館（1階特設コーナー）：
8月15日（水）まで
三田図書館：9月9日（日）まで
麻布図書館：8月31日（金）まで

赤坂図書館：8月15日（水）まで
高輪図書館：9月17日（月・祝）まで
高輪図書館分室：8月19日（日）まで
港南図書館：8月15日（水）まで

　保護者の仕事や出産、病気等育児ができないときに、お子さんをお預かりします。
　詳しくは、表2をご覧ください。

表1行事一覧

とき ところ 定員
（会場先着順） タイトル（原題） 内容

8月5日（日）
午後2時～3時50分

（午後1時30分開場）
麻布図書館 30人 TAKAMINE　アメリカに桜

を咲かせた男

1904年日露戦争下、ニューヨークに住んでいた科学者・高峰譲吉は、アメリカ人の紀行作家シドモア女史の
依頼で、心と心で結ばれた絆をつくろうと、アメリカに桜を咲かせる運動に協力する。1912年、多くの人たち
の思いを乗せて、桜の苗木が横浜港からアメリカへと出発する。
監督：市川徹� （2011年　日本作品　カラー　107分）

8月9日（木）
午後2時～3時30分

（午後1時30分開場）
高輪図書館

分室 50人
ウミガメと少年（「子ども
どうぶつ劇場　フクロ
ウ・カエル」と2本立て）

いつか一緒に見ようと友達と約束したウミガメを浜辺で見つけたテツオ。激しくなる空襲から卵を守ろうと
するが…。� （2002年　日本作品　カラー　児童向けアニメ　45分）
※高校生までを対象とした施設のため、それ以外の人はご入場いただけません。あらかじめご了承ください。

（付き添いの保護者を除く）
8月11日（土・祝）
午後2時～4時15分

（午後1時30分開場）
港南図書館 45人 人間の翼　最後のキャッ

チボール
昭和20年5月11日、出撃の朝、最後のキャッチボールで進一の投げた10球はすべてストライクだった。その直
後、進一はゼロ戦に乗り、大空へ向かって飛び立っていった…。特攻に散ったプロ野球名投手、名古屋軍（現中
日ドラゴンズ）のエース石丸進一の、短くも光り輝いた青春の日々� （1995年　日本作品　モノクロ　135分）

8月12日（日）
午後2時～3時30分

（午後1時30分開場）
赤坂図書館 30人

平和に関する講座「ハンナ
のかばん　アウシュビッ
ツからのメッセージ」

2000年、アウシュビッツ博物館から展示品の一つとして届いたハンナのかばん。このかばんをきっかけにし
て家族でただ一人生き延びていたハンナの兄、ジョージ・ブレディさんと日本の子どもたちが出会いまし
た。2002年に、子どもたちとの出会いの物語がカナダで児童書になり、40カ国で大人から子どもまで広く読ま
れています。このハンナの生涯をたどりながら、平和について考えてみましょう。

8月15日（水）
午後1時～3時10分

（午後0時30分開場）
みなと図書館 90人

アンネの日記
（THE DIARY OF ANNE 
FRANK）

1942年、オランダ・アムステルダム。13歳になった時に日記帳をプレゼントされたアンネは、その日からキ
ティーという架空の友人に話しかけるように日記をつづった。やがてユダヤ人への迫害が悪化し、アンネ一
家はオットーが経営する食品会社の上階に作られた狭い隠れ家に身をひそめることにした…。
監督：ガレス・デイヴィス� （1987年　イギリス作品　カラー　123分）

8月17日（金）
午後2時～3時40分

（午後1時30分開場）
高輪図書館 40人 ノー・マンズ・ランド

（NO MAN’S LAND）
ボスニア紛争まっただ中、ボスニア軍とセルビア軍の中間地点の塹壕「ノー・マンズ・ランド」。ボスニア軍
の兵士チキとセルビア軍の兵士レニは“ある状況”を脱するために協力することに…。
監督：ダニス・タノヴィッチ� （2001年　フランス・イタリア作品　カラー　98分）

8月19日（日）
午後2時～3時45分

（午後1時30分開場）
赤坂図書館 35人 自由への闘い

（THIS LAND IS MINE）

第二次世界大戦中のドイツ軍に占領された欧州のとある小さな田舎町。小学校教師であるアルバートは生徒
たちに馬鹿にされてしまうほどの臆病者だった。尊敬する教授がドイツ軍により処刑されるところを目撃し
てから、己の心の弱さを克服し、自由の為に闘っていく。
監督：ジャン・ルノワール� （1943年　アメリカ作品　モノクロ　103分）

8月26日（日）
午後2時～3時35分

（午後1時30分開場）
三田図書館 60人 バターンを奪回せよ

（BACK TO BATAAN）
第2次世界時、飢えと渇きに苦しむ捕虜たちを長距離歩かせた“バターンの行進”。その悲惨さを目の当りにし
たアメリカ軍少佐は、ゲリラ部隊を率いてバターン奪回のため戦い抜くことを決意する。
監督：エドワード・ドミトリク� （1944年　アメリカ作品　モノクロ　95分）

◆各港区立図書館◆　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

表2ショートステイ・トワイライトステイ詳細
ショートステイ トワイライトステイ

内容

保護者が次のような理由で育児が困難なときに、宿泊を伴ってお子さんを預かります。
○病気や出産で入院するとき（保護者がインフルエンザ等の伝染性疾患にかかっている場合は利
用できません）
○冠婚葬祭に出席するとき（日帰りできない場合に限ります）
○仕事で出張するとき　等

保護者が夜間に育児ができないとき、夕食を提
供し、お子さんを預かります。
保育時間：午後5時～10時　

利用施設 麻布乳児院（南麻布5－1－20）
☎3446－5361

みなと子育て応援プラザ　Pokke
（芝5－18－1－102）
☎6435－0411　FAX6435－0885

対象・定員 区内在住の生後7日～4歳未満のお子さん、1日3
人まで

区内在住の10カ月～15歳（中学3年生）のお子さ
ん、1日10人まで

区内在住の6カ月～15歳（中学3年生）のお子さん、
1日10人まで

利用料および
利用日数

1日3000円
※�1回7日間（6泊7日）まで、1カ月の利用回数は2
回以内です。

※�住民税非課税世帯は1500円、生活保護世帯は
免除

1日3000円
※�1回7日間（6泊7日）まで、1カ月の利用回数は2
回以内です。

※�住民税非課税世帯は1500円、生活保護世帯は
免除

※�別途、食事代500円（1食当たり)、おやつ100円
（4歳未満は無料）
※�送迎希望の場合は、交通費実費（区内の学校・
保育施設等に限る）

月～土曜：2000円
日曜、祝日：2500円
※�住民税非課税世帯は1000円（日曜、祝日は1250
円）、生活保護世帯は免除

※別途、夕食代500円（4歳未満は無料）
※休業日：臨時休業日、12月31日～1月3日
※�送迎希望の場合は、交通費実費（区内の学校・
保育施設等に限る）

入所および
退所時間

入所時間：午前9時～11時、午後3時～6時
退所時間：午前9時～11時、午後3時～6時、午後8
時～10時

入所時間：午前9時～午後6時
退所時間：午前9時～午後10時
※�食事・おやつの時間帯の預け入れ、お迎えは
できるだけご遠慮ください。

利用手続き

電話で事前に、子ども家庭支援センターへ空き
状況をご確認の上、子ども家庭支援センターで
手続きを行ってください。
☎6400－0090
受付時間：月～土曜（祝日を除く）午前9時～午後
5時（火・木曜は午後7時まで）
乳児院在籍の子どもの健康状態によっては、利
用できない場合もあります。
※�申し込みには、お子さんの健康保険証、乳幼児
医療証、母子健康手帳、申し込みの理由が確認
できるものを持参してください。

ファックスまたは直接、「利用申込書」に必要事項を明記の上、みなと子育て応援プラザPokkeへ。
☎5444－1035　FAX6435－0885
受付時間：月～土曜（祝日を除く）午前9時～午後5時
※�ご利用には、事前に「Pokke」の会員登録と、ショートステイまたはトワイライトステイの面談登
録が必要です。

利用料の支払い
申し込みの際に、郵便局の振り込み用紙を渡し
ますので、利用日数分全額を利用日初日までに
お振り込みください（先払い）。

利用当日、窓口にて現金でお支払いください。
※釣り銭のないようにご用意ください。

利用時の注意 お子さんの健康状態について、必ずお知らせください（伝染性の疾患に感染している可能性のあるお子さん、発熱等体調不良のお子さんは利用で
きません）。

各港区立図書館� ☎欄外参照

子ども家庭支援センター子育て支援係☎6400-0090

ショートステイ・トワイライトステイのご案内

平和のつどい
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定員
　各35人（申込順）
※�保育あり（4カ月～就学前、各5人
程度。希望する人は、申し込み時
にお申し出ください）

申し込み
　電話で、8月3日（金）～12日（日）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

区役所庁舎の一部フロアへ
の夜間・休日等の立ち入り
には、手続きが必要です

　区役所庁舎では、現在大規模改修工事を行っていますが、セキュリティ強化のため、平日は午前7時45分
以前および午後8時30分以降、土・日曜、祝日、年末年始は全日、一部フロア（5・6・8・10・11 階）への
立ち入りには1階宿直室で手続きが必要となっています。
　ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

申電話で、8月1日（水）～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
※抽選結果は全員に8月15日（水）
発送予定
担健康推進課健康づくり係

港資源化センター・港清掃工場
の夏休み親子見学会
対区内在住・在勤・在学者の親子
（小・中学生と保護者）
時8月18日（土）午前9時30分～午後
0時30分（午前9時20分集合）
所港資源化センター（港南5－7－
1）（品川駅港南口（東口）から都バ
ス「品99品川埠頭循環」に乗り品川
埠頭で下車、徒歩1分）
人20組（申込順）　
申電話またはファックスで、8月
10日（金）までに、住所・氏名･年
齢・学校・電話番号を、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

持ち物　母子健康手帳、筆記用具
申電話で、8月1日（水）～10日（金）
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
※参加予定者には詳細を8月下旬
頃発送予定
担健康推進課地域保健係

うさちゃんくらぶ
対区民で、平成30年6月生まれの
第1子と保護者
時芝・麻布・赤坂地区在住者：9
月12日（水）、高輪・芝浦港南地区
在住者：9月19日（水）いずれも午
後1時30分～3時30分
所みなと保健所
人各50組（抽選）
持ち物　バスタオル、母子健康手
帳
申電話で、8月1日（水）～10日（金）
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
※抽選結果は8月中旬発送予定

母親学級
対区民で、出産予定日が9月～平
成31年1月の妊婦
時9月14・21・28日（金・全3回）午
後2時～4時（9月28日のみ午後1時
～2時30分と午後3時～4時30分の2
回制）
所みなと保健所
人80人（申込順）
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
申電話で、8月31日（金）までに、
みなとコール（午前9時～午後5時
受け付け）へ。� ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

両親学級
対区民で、出産予定日が9～12月
の妊婦とそのパートナー（1人での
参加可）
時9月1・15日（土）午後1時～3時45
分（いずれかにお申し込みください）
所（社福）恩賜財団母子愛育会4階
（南麻布5－6－8）
人45組（抽選）

担健康推進課地域保健係

8月の乳幼児健診・育児相談
対4カ月児育児相談（平成30年4月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診査
（平成29年1月生まれの人）、3歳児健
康診査（平成27年7月生まれの人）
申該当者には通知しています。届
かない人は、お問い合わせくださ
い。※転入した人、健診がお済み
でない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

はじめての離乳食教室
対区民で、平成30年3月生まれの
お子さんのいる保護者
時8月24日（金）午前11時～正午、
午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各回30組（抽選）
持ち物　離乳食つくり方テキスト
（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）、筆記用具、
当選はがき

　○親医療証（一部・食の記載があ
るもの）をお持ちの人が、自己負
担上限額を超えて医療費を負担し
た場合は、領収書を添えて区に申
請することにより、後日その差額
の払い戻しを受けることができま

注意事項
　○親医療証（藤色）は更新されま
せん。現在お持ちの医療証は有効

活動例
　食事支援、学習支援、居場所提供、
相談支援　等
対象
　区内在住・在勤・在学者およびテー
マに興味がある人、企業のCSR担当
者　等
ところ
　麻布区民協働スペース
時・内容（全５回）
（1）他区の実践者による講義と座談
会：8月21日（火）、9月7日（金）午後
6時30分～8時30分
講師　近藤　博子さん

「港区子どもの未来応援施策基礎調
査」調査結果から見えた課題
子どもがおかれている状況
◦近くに子どもの思いを受け止めて
くれる信頼できる大人がいない。
◦落ち着ける居場所がない。
◦夕食を子どもだけで食べることが
多い。　等
地域の皆さんの支援が必要です
　このような課題を解決するために
は、地域の皆さんの支援が必要です。
　この講座は、子ども・若者支援の実
践者による講義、参加者同士の情報
交換等を行い、地域活動を行う支援
者を増やし、継続的な地域のネット
ワークをつくることを目的としてい
ます。近所に気になる子どもはいる
けど何をどうすればよいかわからな
い、活動したいけどなかなか踏み出
せない等とお考えの人は、個人でで
きる小さなことからでも、この講座
をきっかけとして、どのような活動
ができるのか、考えてみませんか。

（「気まぐれ八百屋だんだん」ワンコ
イン子ども食堂主宰）
※8月21日のみ
（2）地域で必要な支援開発のワーク
ショップ：10月11日（木）、10月26日
（金）、11月12日（月）午後6時30分～8
時30分
※5回全て参加できなくても可

子ども・若者支援をはじめよう
～つくろう、ふやそう、地域の手～

生活福祉調整課自立支援担当
� ☎3578－2461

自己負担上限額 が変わりますひとり親家庭等
医療費助成の

子ども家庭課子ども給付係
� ☎3578－2430

負担割合 自己負担上限額

住民税課税世帯
通院　1割 1万2000円/月

入院・通院　1割 4万4400円/月

住民税非課税世帯 自己負担なし

表1平成30年７月診療分までの自己負担上限額
負担割合 自己負担上限額

住民税課税世帯

通院　1割　【個人ごと】 1万4000円/月
（年間上限14万4000円）

入院　1割　【個人ごと】 5万７600円/月
入院・通院　1割　

【世帯ごと】
5万７600円/月

（多数回該当　※4万4400円）
住民税非課税世帯 自己負担なし
※1年間のうち、上記の自己負担上限額を3回以上超えた場合

表2平成30年8月診療分からの自己負担上限額

期間満了までそのままお使いいた
だけます。受診の際には、医療証
と被保険者証を必ず窓口に提出し
てください。
　自己負担上限額を超えて医療費
を負担した場合の払い戻し申請方

す。平成30年8月から、自己負担
上限額が変わります（表1から表2
に変更）。

法については、お問い合わせくだ
さい。

講
座

個人でできる
小さなことから

➡

障害者と区長との懇談会参加者
を募集します
　障害者団体や公募の区民等が障
害者に関連する区の施策等につい
て、合同で区長等と意見交換を行
います。
対区内在住の障害者または保護者
で、既存の障害者団体に属さない

人
時11月6日（火）午前10時～11時30
分
所区役所9階会議室
人若干名（応募者多数の場合は選
考）
申郵送またはファックスで、区へ
の要望や意見（1つ）・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・障害種別・電
話番号、手話通訳・介護人派遣希望
の有無を明記の上、8月15日（水・
必着）までに〒105－8511　港区役
所障害者福祉課障害者福祉係へ。
� ☎3578－2383　FAX3578－2678
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または直接、8月17日（金）まで
に、〒105－0014芝1－8－23　障
害保健福祉センターへ。
　利用の決定については、後日連
絡します。

状況調査表（3）障害保健福祉セン
ター所定の機能訓練実施意見書が
必要です（センター所定の機能訓
練実施意見書作成料金は自己負担
となります）。必要書類を、郵送

対象
　表2のとおり
とき
　10月～平成31年3月
ところ
　障害保健福祉センター
その他
◦訓練の詳しい時間については、
お問い合わせください。
◦重複障害者機能訓練、高次脳機
能障害者機能訓練は、自立訓練と
の併用はできません。
申し込み
　電話またはファックスで、障害
保健福祉センターへ。その際、事
業の説明および身体状況の確認、
申請書類についての説明等を行い
ます。
　利用の申請には、（1）申請書（2）

対象
　区内在住・在勤・在学者
とき・内容
　表1のとおり
ところ
　消費者センター（みなとパーク芝浦2階）
募集人数
　20人（抽選）
内容
　消費生活について正しい知識と生活上手に
なるために消費者力を身につけ、トラブル等
から身を守る賢い消費者をめざします。ま
た、最終講座では（財）日本消費者協会主催の
「消費者力検定」を受験できます。試験で1・2
級を取得した人は、消費生活コンサルタント
養成講座を受講する際に特典があります。
　詳しくは、（財）日本消費者協会にお問い合
わせください。� ☎5282－5311
費用
　無料

基礎講習受講対象者
　次の（1）～（6）の全てを満たす人
（1）区内または隣接地域在住の、20
～70歳程度の人
（2）健康上の問題がなく、時間的制
約を受けることが少ない人
（3）成年後見制度および高齢者や障
害者に対する権利擁護に理解と熱意
があり、成年後見等業務・登録型生
活支援員業務を行う意思がある人
（4）説明会と講習等の全日程に参加
できる人
（5）他の区市町村および団体におい
て、社会貢献型後見人等候補者等と
しての登録をしていない人
（6）民法第847条に規定する後見人の

社会貢献型後見人等候補者等とは次
の活動を担う候補者です
社会貢献型後見人等（市民後見人）
　認知症や知的障害、精神障害等に
よって判断能力の不十分な人の権利
や財産を守る成年後見制度の担い手
として、地域や社会に貢献する精神
に基づき、親族でも専門職でもな
い、同じ区民としての身近な立場で
成年後見活動を行います。
登録型生活支援員
　福祉サービスの利用援助が必要な
人のご自宅を生活支援員が訪問し、
必要な手続きや日常的な金銭管理等
の支援を行います。

社会貢献型後見人等

説明会を開催します

欠格事由に該当しない人
社会貢献型後見人等候補者等になる
には
　作文と面接による選考後、「社会
貢献型後見人等をめざす方のための
基礎講習」と「登録型生活支援員養成
講習」を受講していただきます。研
修受講後、港区社会福祉協議会での
研修を積みながら、社会貢献型後見
人等としての受任または登録型生活
支援員として支援を行います。
社会貢献型後見人等候補者等になる
までの流れ
①説明会に参加（必須）
↓
②基礎講習に応募（作文・面接によ
る選考あり）
↓
③平成31年1月～2月の5日間の基礎
講習受講（平日昼間）
※全日程参加が必要です。
↓
④平成31年4月に港区社会福祉協議
会に登録。その後、養成講習を受講
（平日昼間）
↓
⑤ふさわしい案件があった場合に後

見人等候補者として紹介・推薦、受
任。また、登録型生活支援員として
活動。
※�講習等修了によって、将来成年後
見人等の活動が約束されるもので
はありません。

説明会を開催します
対象
　どなたでも
※�基礎講習受講を希望する人は必ず
参加してください。

とき
　9月11日（火）午後1時30分～3時30
分
ところ
　麻布区民協働スペース
定員
　20人（申込順）
申し込み
　電話またはファックスで、住所・
氏名・連絡先を明記の上、港区社会
福祉協議会生活支援係へ。

チャレンジ・ザ消費者力UP
平成30年度消費者力検定講座受講生募集

※�テキスト、ワークブックは無料で配布しま
す。
※�消費者力検定試験は希望者のみ。受験料
2800円は自己負担となります。　

申し込み
　往復はがきまたはファックスで、�（1）氏名
（ふりがな）（2）住所・郵便番号（3）電話番号
（日中連絡の取れる番号）（4）年齢（5）職業を明
記の上、8月30日（木・必着）までに、消費者
センターへ。
※�ファックスでお申し込みの人は、送信後、
確認の電話をしてください。

平成30年度後期
（10月～平成31年3月）

障害保健福祉センター
�☎5439－2511　FAX5439－2514

事業名 重複障害者機能訓練 高次脳機能障害者機能訓練 学齢児機能訓練
訓練方法 個別（30分） 集団（2時間程度） 個別（60分）

対象

次の全ての要件を満たす人
○18歳以上で重複障害があり、機能
訓練を必要とする人
○身体障害者手帳および愛の手帳を
持っている人

次の全ての要件を満たす人
○18歳以上で自立訓練事業の対象外
で、機能訓練を必要とする人
○脳血管障害や頭部外傷等により高
次脳機能障害（器質性精神障害）や言
語障害と診断された人

次の全ての要件を満たす人
○肢体不自由による運動障害があり、
機能訓練を必要とする学齢児
○身体障害者手帳（肢体不自由）を持っ
ている学齢児

内容
2次的障害を予防し、日常生活の維持・
改善を図ります。

家庭や地域での生活やコミュニケー
ション等、社会生活自立に向けた支
援を行います。

家庭での生活動作の習得や2次的障
害を予防するために個別指導を行い
ます。

回数 週1回 週1回 月2回
募集人数 8人 6人 16人

表2事業一覧

回 とき 内　容

1 9月14日（金）
午後1時30分～3時30分

オリエンテーション
今なぜ生活力・消費者力が必要なのか
～知らないでは済まされないです～

2 9月21日（金）
午後1時30分～3時30分

契約・サービス①
～毎日の買い物や通信販売も契約です。
勝手にやめられません。～

3 9月28日（金）
午後1時30分～3時30分

契約・サービス②
～「サービス」とはクリーニング・旅行
等、さまざまな形のない商品のことで
す～

4 10月5日（金）
午後1時30分～3時30分

衣食住①
～快適な毎日の暮らしのために、食品
表示等の知識を身につけましょう～

5 10月12日（金）
午後1時30分～3時30分

衣食住②
～マンションの購入・管理の注意点、
身近な製品の安全について知りましょ
う～

6 10月19日（金）
午後1時30分～3時30分

生活設計
～自分や家族のライフイベントのため
に、しっかり計画をたてましょう！保
険・金融商品・クレジット～

7 10月26日（金）
午後1時30分～3時30分

環境
～子どもたちの未来のために、今私た
ちにできること、地球環境を守ること
は自分自身を守ること～

8 11月2日（金）
午後1時30分～3時30分

模擬試験および解説
～試験に備えましょう～

試験
日

11月9日（金）
午後1時30分～3時

消費者力検定団体試験にチャレンジし
よう（受験料は有料）

表1平成30年度消費者力検定講座カリキュラム　全8回

機能訓練の利用者を募集します

～チカラをつけよう～

〒105－0023芝浦1－16－1みなとパーク芝
浦2階　消費者センター
（祝日を除く月～土曜午前9時～午後5時）
� ☎3456－4159　FAX3453－0458

申し込み・問い合わせ

担当課　保健福祉課福祉活動支援係

港区社会福祉協議会生活支援係
� ☎6230－0282　FAX6230－0285

「 社会貢献型後見人等
候補者等養成基礎講習」

身近な立場で支援する

機能訓練の利用者を募集します

こ
の
広
報
紙
は
、
誰
に
で
も
読
み
や
す
く
、
伝
わ
り
や
す
い
フ
ォ
ン
ト（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ン
ト
）を
使
用
し
て
い
ま
す
。
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障害者歯科診療所
（港区口腔保健センター）

三田1－4－10
みなと保健所2階

8月4日（土）
午前9時30分～午後0時30分

【完全予約制】平日午前
9時～午後5時受付

☎6400－0084
健康推進課地域保健係

8月25日（土）
午後1時30分～4時30分

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

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5日（日） 三田薬局（芝） 芝4－14－1 5443－3515

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）

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）

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/

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

8
月
5
日（
日
）

赤坂おだやかクリニック（内） 赤坂5－3－1　
赤坂Bizタワーアネックス2F 6234－0511

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
岩本歯科医院（歯） 六本木3－3－18 3583－0968
かたくら歯科医院（歯） 芝4－7－6　尾家ビル1F 3452－0418
★馬場クリニック（内） 麻布十番2－13－2　クマイビル2F 3454－7788
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）

※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。

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）

午後７時～10時
（受付は午後9時30分まで）

中学生まで
（おおむね15歳
未満の小児）の
軽症患者対象

芝浦1－16－10
（社福）恩賜財団母子愛育会� 総合母
子保健センター　愛育病院1階
� ☎6453－7302

からダウンロードできます。※詳し
くは、商工会館ホームページをご覧
ください。
� ☎3433－0862　FAX3436－2498
担産業振興課産業振興係

ぶらり散歩　広域企画「ホテルラ
ンチブッフェ＆隅田川クルーズ

（ガイド付き）」
対区内在住・在勤者で全行程歩ける
人
時8月29日（水）午前10時30分～午後2時
コース　港区観光協会インフォメー
ションセンター前（東京モノレール
浜松町駅3階コンコース）集合～ホテ
ルランチブッフェ～日の出桟橋　水
上バス乗船～浅草着～浅草文化観光
センター（現地解散）
人15人（申込順）
費用　4900円（乗船・昼食代）
申はがきに、参加者全員の氏名・住
所・電話番号を明記の上、8月10日
（金・必着）までに、〒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「ぶらり散
歩」係へ。8月17日（金）までに、結果
を郵送します。
問港区観光協会（平日午前10時～午
後4時）� ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
� ☎3578－2552

災害ボランティア養成講座「災害
ボランティア～基本の『キ』～」
　災害ボランティアの基礎知識を学
びます。
対区内在住・在勤・在学者で、災害
ボランティアに興味がある人
時8月28日（火）午後6時30分～8時30分
所麻布地区総合支所
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、住所・
氏名・電話番号を明記の上、8月24
日（金）までに、港区社会福祉協議会
ボランティア・地域活動支援係へ。
� ☎6230－0284　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

ボランティア入門講座
対これからボランティア活動を始め
たい人や、始めたばかりの人
時（1）9月7日（金）（2）11月5日（月）い
ずれも午後1時30分～3時30分
所（1）麻布地区総合支所（2）青山いき
いきプラザ

人60人（申込順）
費用　区民：2300円、区外在住者：
2800円
申電話・ファックスまたはメール
で、8月6日（月）から、オカムラ＆カ
ンパニー（平日午前10時～午後6時受
け付け）へ。
問オカムラ＆カンパニー
� ☎6804－7490　FAX6804－7489
メール：info@okamura-co.com
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「Dance New Air2018」
対どなたでも
時10月3日（水）～14日（日）
所スパイラル（南青山5－6－23）、草
月会館（赤坂7－2－21）、ゲーテ・イン
スティトゥート東京ドイツ文化セン
ター（赤坂7－5－56）、リーブラホー
ル（みなとパーク芝浦1階）、ワール
ド北青山ビル（北青山3－5－10）
内青山を中心に開催する、2年に1度
のダンスフェスティバルです。「身
体を透してみえてくるもの」をキー
ワードに、ダンスの魅力を紹介します。
詳しくは、Dance�New�Air実行委
員会ホームページ
http://dancenewair.tokyo
をご覧ください。
費用　各プログラムによってチケッ
ト料金が異なります。Dance�New�
Air実行委員会ホームページをご覧
いただくか、Dance�New�Airへお
問い合わせください。
問Dance�New�Air実行委員会（平
日午前11時～午後6時）
� ☎080－3340－5670
メール：info@dancenewair.tokyo
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

商工会館主催人事セミナー「採用
活動で押さえるべき３つのポイ
ント」
対区内中小企業経営者・人事担当者
等
時8月24日（金）午後2時～4時
所商工会館
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、申請書
を、商工会館へ。申請書は商工会館
ホームページ
https://minato-shoukou.jp

映画音楽コンサート26
　ピアノとフルートの音色を生演奏
でお楽しみください。
対どなたでも
時8月25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

戸板女子短大×ご近所ラボ新橋
「こどもとおやつづくり」
対どなたでも
時8月16日（木）午後1時30分～3時30分
所ご近所ラボ新橋（新橋6－4－2）
人10組（申込順）※1組1～3人
申電話またはメールで、氏名・電話
番号を、ご近所ラボ新橋（月～金曜
正午～午後4時）へ。� ☎6459－0789
メール：lab@gokinjo-i.jp
問芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当� ☎3578－3192

イラン・イスラム共和国大使館
主催「東京イラン映画祭」
　7本のイラン映画をペルシャ語で
上映します。6本は英語字幕、1本は
日本語字幕です。詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。
対どなたでも
時8月7～9日（火～木）午前9時～午後
9時（8月9日のみ午後5時まで）
所赤坂区民センター区民ホール
人400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
� ☎3578－2565

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「Noh×Contemporary 
Musicトーク＆コンサートvol.6」
対どなたでも
時9月6日（木）午後7時～9時
所SHIBAURA�HOUSE（芝浦3－15
－4）
内区内在住の能アーティストによる
能と、世界で活躍する作曲家による
演奏発表や作曲過程についてのトー
ク、観客とのディスカッションを行
います。詳しくはensemble-noホー
ムページ
http://ryokoaoki.net/concert/
をご覧ください。

トッピングで栄養アップ「ぶっか
け冷むぎ‼」
　管理栄養士が栄養についての説明
をしながら調理し、皆さんに試食し
ていただきます。夏バテで食欲が落
ちている中でも食べやすく、栄養も
しっかりとれる料理です。
対どなたでも
時8月18日（土）午前10時30分～午後0
時30分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人15人
費用　400円（材料費）
申電話またはファックスで、8月17
日（金）午後8時までに、がん在宅緩
和ケア支援センターへ。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

胃・大腸がん検診
対35歳以上の区民
時9月3日（月）～28日（金）午前8時30
分～9時30分受け付け
所こころとからだの元氣プラザ（千
代田区飯田橋3－6－5）
人20人（申込順）
申電話で、健康推進課健康づくり係
（午前9時～午後5時受け付け）へ。
� ☎6400－0083

Paradise Hula「フラ＆タヒチア
ンコンサート」
　朝のひととき、フラ＆タヒチアン
をご鑑賞ください。
対どなたでも
時8月18日（土）午前10時30分～11時
15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

いきいきバンドフェスティバル
2018
　区内在住・在勤のメンバーを中心
としたバンドによるミュージック
フェスティバルを開催します。
対どなたでも
時8月25日（土）午後1時～4時30分
所神明いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500
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JKK東京（東京都住宅供給公社）都
営住宅募集センター
（1）8月1日（水）～13日（月）
� ☎0570－010－810
※土・日曜、祝日を除く。
（2）上記以外の期間について
� ☎3498－8894
※土・日曜、祝日を除く。

募集住宅
（1）ポイント方式による募集（家族向
けのみ）
（2）単身者向け・単身者用車いす使
用者向け・シルバーピア（単身者向
け・二人世帯向け）・病死の発見が
遅れた住宅等
主な申し込み資格
　都内に居住していること、住宅に
困っていること、所得が定められた
基準に該当すること等です。
　これに加え、ポイント方式は、高
齢者・心身障害者等の固有の資格が
あること、単身者向けは60歳以上で
あること、シルバーピアは65歳以上
であること等です。詳しくは、募集
案内をご確認ください。
申込書・募集案内の配布期間
　8月1日（水）～9日（木）
※土・日曜を除く。
申込書・募集案内の配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分
室、港区指定管理者㈱東急コミュニ

ティー虎ノ門支店等
※�郵送を希望する場合は、指定管理
者にお問い合わせください。

申込受付期間
　郵送で、8月13日（月・必着）まで
に、指定の宛先へ。
抽選日
　単身者向け・単身者用車いす使用
者向け・シルバーピアについては、
9月13日（木）午前9時30分～午前11時
頃
抽選会場
　都庁第二本庁舎1階ホール

担当課　住宅課住宅管理係

自動交付機は利用できなくなりま
す。休止日に、住民票の写し・印鑑
登録証明書の受け取りを希望する人
は、電話予約サービスをご利用くだ
さい。なお、手数料は、窓口で発行
するときと同じです。災害等で停電
が延期した場合、休止日も延期とな
ります。詳しくは、お問い合わせい
ただくか、港区ホームページをご覧
ください。
時8月11日（土・祝）終日
所コンビニエンスストア、麻布地区
総合支所内の証明書自動交付機
問各総合支所区民課窓口サービス
係・台場分室� ☎欄外参照

三田いきいきプラザ臨時休館
時9月8日（土）
問三田いきいきプラザ☎3452－9421
芝地区総合支所管理課施設運営担当
� ☎3578－3135

虎ノ門いきいきプラザ臨時休館
時9月2日（日）
問虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941
芝地区総合支所管理課施設運営担当
� ☎3578－3135

白金台いきいきプラザ臨時休館
時8月11日（土・祝）
問白金台いきいきプラザ
� ☎3440－4627
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当� ☎5421－7067

港区スポーツセンターの臨時休
館・臨時休止
プール休止
時10月2～5日（火～金）
アリーナ休止
時10月7日（日）午後6時～閉館
※午後6時までは通常の無料公開日
と同様にお使いいただけます。
休館
時11月17・18日（土・日）
問港区スポーツセンター

☎3452－4151
生涯学習センターレクリエー
ションルームの休止
時11月15日（木）～平成31年2月28日
（木）頃
問生涯学習センター� ☎3431－1606
生涯学習スポーツ振興課生涯学習係
� ☎3578－2744

港区立図書館休館
時みなと図書館：9月3～8日（月～
土）�、三田図書館：9月10～15日（月
～土）、麻布図書館：9月25～29日
（火～土）、赤坂図書館：10月9～13
日（火～土）、高輪図書館：9月18～
22日（火～土）、高輪図書館分室：10
月15～18日（月～木）、港南図書館：
10月2～6日（火～土）※休館に伴い、
みなと・三田・麻布図書館は、9月
20日（木）、赤坂・港南図書館は、10
月18日（木）に開館します。
問図書文化財課庶務係�☎3437－6621

お申し出ください）
申電話で、8月2日（木）～23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

講演会「人生100年時代到来～40
代、50代女性のための不安解消
マネー術～」
対どなたでも
時8月30日（木）午後7時～8時30分
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人208人（申込順）
申電話または直接、男女平等参画セ
ンターへ。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
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。� ☎3456－4149

土曜体験教室｢原始・古代のアク
セサリーを作ろう！－縄文耳飾
り作り－｣
　縄文時代の耳飾りを作り、区の歴
史を学びます。
対小学1年生以上の区内在住・在
勤・在学者（小学3年生以下は保護者
同伴）※保育あり（4カ月～就学前、3
人。申し込み時にお申し出ください）
時8月25日（土）午後1時30分～3時30分
所三田図書館
人12人（申込順）
申電話で、8月2日（木）～15日（水）
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
担図書文化財課文化財係

高輪図書館朗読会｢夏の宵の怖―
いお話｣
対小学生以上どなたでも
時8月25日（土）午後4時～5時
所高輪図書館
人20人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※8月16日（木）は休館�☎5421－7617

放置自転車リサイクル
時8月12日（日）午前10時～10時30分
受け付け、後に購入順位の抽選
所みなとリサイクル清掃事務所作業
連絡所（元麻布3－9－6）
販売台数　15台程度※港区民優先枠
を設けています。
費用　価格等、詳しくはお問い合わ
せください。
問（公社）港区シルバー人材センター
� ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡所2階）
（火～金曜）� ☎3479－3116

コンビニ交付および証明書自動
交付機の利用休止
　本庁舎停電のため、コンビニ交付
および麻布地区総合支所内の証明書

人うちわ作り、試食：各30人（会場
先着順）
申当日直接会場へ。
問がん在宅緩和ケア支援センター
� ☎6450－3421

東日本大震災を語り継ぐ
　東日本大地震災を小学生の時に体
験した人が、当時の体験を語ります。
対区内在住・在勤・在学者
時9月8日（土）午後1時～3時
所区役所9階会議室
人70人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、4人。希望する人は、申し
込み時にお申し出ください）
申電話で、8月3日（金）～28日（火）
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

防災士養成講座
　防災士の資格を取得し、地域の安
全を守っていきませんか。
対全3日の参加が可能で、区内の防
災活動に参加できる次のいずれかに
該当する人（1）区内在住者（2）次の区
内の団体等に所属する区内在勤・在
学者①防災住民組織または地域防災
協議会②消防団③駅周辺滞留者対策
推進協議会④事業所を構成員とする
会議体のうち、区が主催等をするも
の（「地域と事業所」防災連携プロ
ジェクト、赤坂・青山会議、芝浦・
海岸地域防災連絡会）⑤区との災害
時協力協定を締結している事業者
（協議中を含む）
時事前学習会：9月13日（木）午後7時
～9時、養成講座：9月29・30日
（土・日）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）※事前学習
会は区役所9階会議室
人60人（抽選）※事前学習課題があり
ます。※保育あり（4カ月～就学前、
4人。希望する人は、申し込み時に

内（1）講義、先輩ボランティアの話
（子ども分野）（2）ボランティア活動
体験（絵手紙）
人（1）15人（2）10人（いずれも申込順）
申電話またはファックスで、住所・
氏名・電話番号を明記の上、（1）9月
6日（木）までに、（2）11月2日（金）ま
でに、港区社会福祉協議会ボラン
ティア・地域活動支援係へ。
� ☎6230－0284　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

防災講座「自分 防災～フォトボイ
ス手法を学ぶ～」
対区民
時8月8日（水）午後1時45分～3時（午
後1時30分～1時45分受け付け）
所麻布地区高齢者相談センター
人10人程度（申込順）
申電話で、8月6日（月）までに、麻布
地区高齢者相談センターへ。
� ☎3453－8032

住宅宿泊事業（民泊）届出予定者
向け説明会
　住宅宿泊事業（民泊）の届け出を予
定している人に向けて、事前手続き
や区内での制限を説明します。
対区内で住宅宿泊事業（民泊）の届け
出を考えている人
時8月30日（木）午後7時～8時30分
所みなと保健所8階大会議室
人100人（申込順）
申電話で、8月3日（金）～26日（日）
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
担生活衛生課住宅宿泊事業担当

ういケアみなと夏まつり
　うちわ作り、ヨーヨー釣り、夏の
デザートの紹介・試食等を計画して
います。
対どなたでも
時8月4日（土）午後2時30分～4時
所がん在宅緩和ケア支援センター

◆各総合支所区民課窓口サービス係・台場分室◆　芝地区☎3578－3141　麻布地区☎5114－8821　赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612　
芝浦港南地区☎6400－0021　台場分室☎5500－2351

都営住宅　入居者募集
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ちぃばす編
9第 回

麻布西ルート
麻布十番駅～仙台坂～元麻布二丁目～有栖川宮記念公園

　暦上は「大暑」を過ぎましたが、まだまだ暑い日が続きそうです。涼しい時間帯を
選んで、ちぃばすに乗って出掛けてみましょう。ちぃばす「麻布西ルート」は広尾駅
から麻布十番、六本木けやき坂等を巡る路線で、都心の賑わいとともに歴史情緒や
自然を感じられるスポットが点在しています。今回は麻布
十番駅前（一の橋）から乗車し、有栖川宮記念公園に向かう
道すがら、ぶらりと散策します。
　古くから多くの店舗が建ち並ぶ商店街エリア等を右手に
見ながら、バスは麻布通りを南下します。二の橋交差点を
右折して仙台坂へ。かつて仙台藩伊達家の下屋敷があった
辺りです。仙台坂下の停留所でバスを降り、麻布山善福寺を訪れました。
　参道には、古来より地下から自然と湧き出る泉が、今もなお水をたたえていま
す。関東大震災や東京大空襲時に、この「柳の井戸」が区民の助けとなったそうで
す。江戸時代末期の安政6年には最初のアメリカ公使館が置かれたところで、静か

な境内の木陰に、初代駐日公使として下田からこの地に
移ったタウンゼント・ハリスの碑が建てられています。
　ここから仙台坂上へ歩みを進めるとプロシア（ドイツ）公
使館跡が、その近隣には現在、大韓民国大使館がありま
す。時代とともに街並みは姿を変えましたが、約150年前
の幕末から現在に至るまで日本の外交を支えてきた地域で

あることが伝わってきました。
　元麻布二丁目のバス停まで来ると、目の前に有栖川宮記念公園が広がります。麻
布台地の起伏に富んだ地形を利用した日本庭園で、軟式野球場とテニスコートを備
えた麻布運動場、都立中央図書館を合わせて面積約6万７000
平方メートルに及びます。木々に囲まれた池や渓流の他、広
場や遊具も整えられ、四季折々の花や木を楽しむことができ
ます。渓流に架かる橋から池に魚や亀がいないか探す親子連
れの姿もありました。都心の暑い夏、涼を求めてゆったりと
自然散策に出掛けてみてはいかがでしょうか。

次回は、芝公園、愛宕方面を巡ります。

有栖川宮記念公園

仙台坂

最初のアメリカ公使館跡

123
　6月13日から始まった区民先
行のランナー募集は、7月3日を
もって受け付けを終了し、幅広
い年代の人から、たくさんのご
応募をいただきました。
　ご応募いただいたランナーの
皆さんの中には、すでに大会当
日に向けて練習をしている人、
これから練習する人も多いかと
思います。
　特に、ハーフマラソンは、
21.0975キロメートルという長
い距離を走ることから、安全・
安心に、また快適に走るため
に、ウオーミングアップやエネ
ルギー補給等の事前準備が非常
に重要です。MINATOシティ
ハーフマラソンの大会公式ホー

ムページでは、コース上の給水
ポイントやランニングの基礎知
識についての情報を掲載してい
ますので、ぜひ参考にしてくだ
さい。
　皆さんのマラソン大会の経験
はさまざまだと思いますが、皆
さんにとって、MINATOシテ 
ィハーフマラソン2018が、記録
にも記憶にも残る大会になるこ
とを心より願っています。

港区マラソン実行委員会事務
局� ☎5770－1400

問い合わせ

担当課　企画課オリンピック・
パラリンピック推進担当

『芝BeeBee’sプロジェクト』
メンバー募集

　港・品川・目黒・大田・世田谷の
5区が共同して、火葬場と葬儀式場
を併設した臨海斎場を設置していま
す。通夜・告別式・火葬を行うこと
ができます。
対象
　どなたでも
利用時間・使用料
　表のとおり
所在地
　大田区東海1－3－1
交通
・JR大森駅または京浜急行大森海
岸駅から京急バス（大田スタジアム

養蜂事業概要
　芝地区総合支所では、芝地区内で
のミツバチの飼育や、そこで採れた
ハチミツの活用を通して、地域の
人々の交流を図ることを目的とする
芝地区総合支所独自の養蜂事業を平
成28年4月から実施しています。
これまでの活動紹介
　芝地区総合支所は、区民等による

養蜂事業検討プ
ロジェクトチー
ム「芝BeeBee’s」
と協働し、平成
28年3月に三田い
きいきプラザの
屋上に巣箱を設

置しました。
　ミツバチの巣箱の手入れ（内検作
業）や採蜜作業を地域の皆さんと一
緒に週に1回程度行っています。
　平成30年6月には、区立芝公園で
開催された「第13回ふれ愛まつり
だ、芝地区！」に戸板女子短期大学
と共同でブースを出展し、クイズを
使った養蜂事業の紹介や芝地区産ハ

チミツのサンプル配布を実施しまし
た。
　また、地域のお祭りで活用するた
めのハチミツを町会に提供したり、
地域の保育園児の養蜂現場見学を受
け入れたりする等、事業を通した地
域の団体との交流にも積極的に取り
組んでいます。
　今後も、芝地区の人々や団体と連
携しながら、地域のつながりや世代
間交流を促す取り組みを行っていき
ます。
芝BeeBee’sメンバー募集
　この養蜂事業は、芝地区に関わる
地域の皆さんと協働して進めていく
事業です。
　ミツバチの内検作業や、イベント
等に関わっていただく養蜂事業検討
プロジェクトチーム「芝BeeBee’s」
のメンバーを募集しています（報
酬・交通費の支給はありません）。
　関心がある人は、電話または
ファックスで、（1）氏名（2）住所（3）
電話番号（4）メールアドレス（5）芝地
区との関わり（在住・在勤・在学等）
を、芝地区総合支所協働推進課地区

政策担当へ。作業予
定スケジュール等を
お知らせいたしま
す。
安全性について
事業の安全性
　巣箱の作業を行う
等、ミツバチに近づ
かない限りは日常生
活の中でミツバチに
刺されることはまれ
ですが、事業実施に
あたり、参加者の防護服着用の義務
付けや、ポイズンリムーバー等応急
救急セットの常備等の対策を実施し
ています。
ハチミツの安全性
　この事業で採れたハチミツについ
ては、放射能測定を実施しており、
放射性ヨウ素、放射性セシウムの不
検出が確認されています。

前行）終点「大田スタジアム前」下車
徒歩約1分
・東京モノレール「流通センター」駅

下車徒歩約10分
パンフレットの配布場所
　地域振興課（区役所3階）および各
総合支所区民課
※�詳しくは、パンフレットをご覧く
ださい。

担当課　地域振興課地域振興係

表�臨海斎場利用時間・使用料
区分 利用時間 組織区内　使用料 組織区外　使用料

火葬炉 午前9時～午後6時
火葬開始時間は午後4時が最終です。

12歳以上：4万円
12歳未満：2万4400円

12歳以上：8万円
12歳未満：4万8800円

火葬待合室 火葬時間内 2万円（1室） 6万円（1室）
葬儀式場 午後2時～翌日午後1時 5万6000円（1室） 17万円（1室）

遺族等控室 午後4時～翌日午後3時 1万4000円（1室） 4万2000円（1室）
会葬者控室 午後5時～翌日午後4時 3万円（1室） 9万円（1室）

柩保管施設 24時間単位
（24時間に満たないときは24時間とします） 3000円 1万円

※�次の場合は太枠線内の料金で利用
できます。

(1)死亡時に港・品川・目黒・大
田・世田谷区の区域内に住所を有し
ていた人の火葬または葬儀もしくは
柩保管を行う場合
(2)火葬または葬儀を主宰する人（二
親等以内の親族に限る）が、(1)の区
域内に住所を有する場合
※�収骨容器は無料で提供します。骨
壺、風呂敷、桐箱、覆いを含み、
名入れをします。

臨海斎場のご案内 臨海斎場（午前8時30分～午後5時）
� ☎5755－2833
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芝地区総合支所協働推進課地区
政策担当
� ☎3578－3192　FAX3578－3180

申し込み・問い合わせ


