
子どもから高齢者まで幅広い世代の皆さんが
交流できる赤坂・青山多世代交流促進事業として、
「SDGs」をテーマにスタンプラリーを行います。
さまざまなイベントを実施予定ですので、たくさん
の方のご参加をお待ちしています。
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赤坂 青山

令和4年度赤坂・青山多世代交流促進事業SDGsとは
　SDGs（持続可能な開発目標）とは、平成27（2015）年9月の国連サミット
で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された
令和12（2030）年までに持続可能でより良い世界をめざす国際目標です。
17のゴールと169のターゲットから構成され、地球上の「誰一人取り残さない」

ことを誓っており、普遍的なものとして全ての国で取組が進められています。

令和4年

10月30日 ～12月4日日日
スタンプラリー

期間

スタンプラリー景品交換
　裏面に記載のイベントに２つ以上参加すると、
景品がもらえます

●問い合わせ　赤坂地区総合支所管理課管理係　TEL.03-5413-7014

※景品には、数に限りがございますので、あらかじめご了承下さい。

あらゆる場所で、あらゆる形態の
貧困に終止符を打つ

貧困をなくそう

国内および国家間の格差を是正
する

人や国の不平等を
なくそう

0
飢餓をゼロに

飢餓に終止符を打ち、食料の安定
確保と栄養状態の改善を達成する
とともに、持続可能な農業を推進
する

都市と人間の居住地を包摂的、安
全、強靭かつ持続可能にする

住み続けられる
まちづくりを

あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を増進
する

すべての人に
健康と福祉を 持続可能な消費と生産のパターン

を確保する

つくる責任つかう責任

すべての人々に包摂的かつ公平で
質の高い教育を提供し、生涯学習
の機会を促進する

質の高い教育を
みんなに

気候変動とその影響に立ち向かう
ため、緊急対策を取る

気候変動に
具体的な対策を

ジェンダーの平等を達成し、すべ
ての女性と女児のエンパワーメン
トを図る

ジェンダー平等を
実現しよう 海洋と海洋資源を持続可能な開発

に向けて保全し、持続可能な形で
利用する

海の豊かさを守ろう

すべての人に水と衛生へのアクセ
スと持続可能な管理を確保する

安全な水とトイレを
世界中に 陸上生態系の保護、回復および持

続可能な利用の推進、森林の持続
可能な管理、砂漠化への対処、土
地劣化の阻止および逆転、ならび
の生物多様性損失の阻止を図る

陸の豊かさも守ろう

すべての人々に手ごろで信頼で
き、持続可能かつ近代的なエネル
ギーへのアクセスを確保する

エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

持続可能な開発に向けて平和で包摂的な社会
を推進し、すべての人に司法へのアクセスを
提供するとともに、あらゆるレベルにおいて
効果的で責任ある包摂的な制度を構築する

平和と公正を
すべての人に

すべての人のための持続的、包摂
的かつ持続可能な経済成長、生産
的な完全雇用およびディーセン
ト・ワーク（働きがいのある人間ら
しい仕事）を推進する

働きがいも経済成長も

強靭なインフラを整備し、包摂的
で持続可能な産業化を推進すると
ともに、技術革新の拡大を図る

産業と技術革新の
基盤をつくろう

持続可能な開発に向けて実施手段
を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する

パートナーシップで
目標を達成しよう

ヤクルトスワローズ
キャップ
（株）ヤクルト球団様からの
ご提供品です。

●景品交換所●
実施施設 住所 交換可能日程 時間（開館時間）

①赤坂子ども
　中高生プラザ 赤坂6-6-14

②赤坂子ども
　中高生プラザ青山館 北青山3-4-1-201

赤坂6-4-8

南青山2-16-5

南青山4-10-1

③赤坂いきいきプラザ

④青山いきいきプラザ

⑤青南いきいきプラザ

赤坂4-18-13⑥赤坂区民センター

11/24（木）
〜

12/4（日）

11/23（祝・水）
〜

12/4（日）

午前9時30分～午後8時

月曜～土曜
午前9時～午後9時30分

日曜
午前9時～午後5時

午前9時～午後9時30分

港区HP
https://www.city.
minato.tokyo.jp

赤坂地区総合支所
twitter

イベントに参加したらスタンプが
もらえます。たまった数によって
もらえる景品が変わります。

赤坂・青山ＳＤＧｓ
オリジナルカレンダー
浜松町・芝・大門マーチング委員会様
とのコラボ品です。
浜松町・芝・大門マーチング委員会様浜松町・芝・大門マーチング委員会様

リトルツインスターズ
カレンダー
（株）きらぼし銀行様からの
ご提供品です。

スタンプ2個以上で
景品ゲット！

景品❶または❷が
もらえるよ！

おめでとう！
景品❶と❷のほかに、
❸か❹ももらえるよ

素晴らしい！
すべての景品が
もらえます

ＳＤＧｓコットンバッグ

※赤坂いきいきプラザ11/28（月）、青山いきいきプラザ11/24（木）は休館です。



SDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGsSDGs 推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間推進月間赤坂 青山 スタンプラリー参加イベント一覧

＜赤坂地区いきいきプラザ＞
赤坂いきいきプラザ  TEL.03-3583-1207
青山いきいきプラザ  TEL.03-3403-2011
青南いきいきプラザ  TEL.03-3423-4920
新型コロナウイルスの感染状況により内容の変更・縮小・中止する場合があります。

＜赤坂地区子ども中高生プラザ＞
赤坂子ども中高生プラザ（なんで～も）  TEL.03-5561-7830
赤坂子ども中高生プラザ青山館（カリッパ）  TEL.03-5786-6567

○開催期間：11月1日（火）～11月30日（水）
○場所：青山、赤坂、青南いきいきプラザ、赤坂子ども中高生プラザ、
　赤坂子ども中高生プラザ青山館※各施設には休館日がありますのでご注意ください。
●古着の回収は洗濯された状態でお持ちください。クリーニングの必要はありません。（回収
できるものは、リユースができる衣類全般、左右が揃っている靴や靴下等）
●フードドライブの持ち込みは、賞味期限の記載があり２カ月以上先の食品（米、塩等を除く）等です。

10/30日
●赤坂子ども中高生プラザ青山館
●館祭りの中でSDGsクイズ
コーナーを実施します。
●要予約
　TELは下記参照

11/12土・13日
●ヘルシーナ
●体組成測定などで自分の
体を知り、体験教室で体
の動きが学べます。
TEL.5413-2717

※18歳以上対象

11/23　  　

●ITOCHU SDGs STUDIO KIDS PARK
●要予約  ITOCHU SDGs STUDIO 
KIDS PARKホームページから  
TEL.5770-6837
●協力：（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団

11/19土
●赤坂子ども中高生プラザ
●6種類のゲームやSDGs
クイズに挑戦しよう！
●要予約 
　TELは下記参照

11/22火・23　  　

●赤坂区民センター
●要予約  Kissポート財団ホーム
ページから  TEL.5770-6837

●協力：（公財）港区スポーツ
ふれあい文化健康財団

11/2水
●青山いきいきプラザ
●プログラム内に、エシカル
消費についての講話があり
ます。
●要予約  TELは下記参照
※60歳以上対象

11/4金
●赤坂地区総合支所前
●支所・企業等、地域で毎月
第一金曜日、自主的に支
所周辺の清掃に取り組み
ます。
　TEL.5413-7272

11/5土

●赤坂図書館
●要予約
●不要な紙が、様々な生活
用品へ変身します。
TEL.3408-5090

11/14月
●青山いきいきプラザ
●なぜ便秘を放っておいて
はいけないのか。疑問・質
問に答えます。
●要予約  TELは下記参照
※60歳以上対象

11/24木・25金
●赤坂見附駅周辺（24日）
●外苑前駅周辺（25日）
●支所・企業・町会等、地域が
一体となって地下鉄の駅周
辺の清掃に取り組みます。

　TEL.5413-7272

11/26土

●赤坂子ども中高生プラザ青山館
●余食材の再生と「ののもりあ
おやま」で自然を考えよう。
●要予約  TEL.5786-6567
●協力：（一社）まちづくりののあおやま

12/1木~4日
●高橋是清翁記念公園
●樹木の紅葉と「いけばな
草月流」の芸術作品で夜
の公園が彩られます。 

　TEL.6384-5113
●協力：（一財）草月会

11/26土
●南青山六丁目児童遊園
●児童遊園の花壇に花植え
をします。
●要予約 
　TEL.6384-5113

11/16水

●赤坂地区高齢者相談センター
●要予約  TEL.5413-7276
※赤坂青山地区にお住いのおお
むね60歳以上の方が対象です。

11/19土
●高橋是清翁記念公園
●木登りやロープ遊びなど
が楽しめます。

　TEL.6384-5113

11/6日
●青山中学校
●ロボット犬デモンストレー
ション
●電動式階段昇降機体験 
●子どもレスキュー体験 etc
　TEL.5413-7272

11/12土・13日
●赤坂区民センター
●赤坂コミュニティまつり内
で、障害者就労支援事業
として、お菓子などの物販
を行います。
　TEL.5413-2711

11月1日～30日
ＳＤＧｓ特設コーナー

＠赤坂図書館
ＳＤＧｓ関連本や資料を集めた
企画展　※17日㊍休館

11月1日～17日
赤坂区民センターＳＤＧｓ展示
＠赤坂区民センター３Ｆホワイエ
・赤坂地区小学校児童の展示
・港区連携自治体の紹介
・ＳＤＧｓイベントの成果発表　など
※7日㊊、14日㊊休館

11月4日～21日
HEART ＆ HEART ART展
＠子ども家庭支援センター
中度～重度自閉症スペクトラムなど
発達障害、精神障害のある障害児・
者の方々の作品展示　※日曜除く

展示イベント

○開催期間：11月1日（火）～11月30日（水）
○場所：東京都港区北青山2-3-1 Itochu Garden 2F
○内容：未来を担う世代であるこどもたちが「遊び」を通して、
SDGsの考え方を体験できる施設。

○開催期間：11月3日（木・祝）～11月6日（日）
○場所：TBS放送センター前・赤坂サカス広場
○内容：気球温暖化や気候変動について学ぶブース展示や
体験ワークショップ、イベントステージ等。

11/26土・27日
10：30～、13：30～（約60分）

●ＴｈｅＨｅｘａｇｏｎビル10階（赤坂5-4-7）
●要予約（みなとコール） 
10/26（水）午後３時予約開始　
TEL.5472-3710（みなとコール）
●協力：（株）TBSホールディングス

11/9水 18：30～（約90分）

※参加費300円（紅点し体験・資料付）
●赤坂区民センター
●要予約
　10/26（水）午後２時予約開始
TEL.5472-3710（みなとコール）

●協力：紅ミュージアム 11月10日～30日
つば九郎パネル特別展示
＠赤坂区民センター（10日～16日）
＠赤坂子ども中高生プラザ（17日～24日）
＠赤坂子ども中高生プラザ青山館（25日～30日）
ヤクルト球団の公式マスコットキャラク
ターのSDGsコメント付きパネル巡回

11/3　 　
14：00～（約90分）

●赤坂区民センター
●要予約 
　10/25（火）午後２時予約開始
TEL.5472-3710（みなとコール）

●協力：国際医療福祉大学

11/3　 　・6日
14：00～（約30分）

●赤坂氷川神社
●要予約  10/25（火）午後3時
　予約開始
TEL.5472-3710（みなとコール）

●協力：赤坂氷川神社

11/19土

●青山中学校
●申込
　共育情報局ホームページ
から

【ご協力いただいた企業等】
赤坂氷川神社、伊藤忠商事（株）／ITOCHU SDGｓ STUDIO、（株）伊勢半
本店／紅ミュージアム、鹿島建設（株）、（株）きらぼし銀行、国際医療福祉大学、
（一財）草月会、（株）TBSホールディングス、（一社）まちづくりののあおやま、
浜松町・芝・大門マーチング委員会、（一財）港区国際交流協会、（公財）港区
スポーツふれあい文化健康財団、（株）ヤクルト球団

11/15火

●赤坂いきいきプラザ
●使用済みの牛乳パックを使っ
て、可愛い小物入れを作ります。
●要予約  TELは下記参照
※60歳以上対象 

11/8火
●南青山保育園
●要予約　TEL.3401-1650
●ちらしをちぎったりまるめ
たり…日頃保育園で遊ん
でいる遊びを紹介します。

※未就学児の親子を対象にしています。

11/16水

●青南いきいきプラザ
●紙のお相撲さん作り
●要予約 
　TELは下記参照

11月1日～30日
港区国際交流協会

＠北青山1-6-3-B1
スタンプラリー台設置
※㊐㊗休館

11月1日～30日
紅ミュージアム
＠南青山6-6-20-1F

江戸時代から続く、最後の
紅屋『伊勢半本店』が運営
する資料館　
※㊊休館

○開催期間：11月1日（火）～11月30日（水）
○場所：赤坂コミュニティーぷらざ4階
残さず食べて、スタンプをもらおう！

※平日のみ営業（ただし、12日（土）、13日（日）は赤坂コミュニティ
まつりのため営業します。）


