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「広報みなと」は、港区ホームページ（http://www.city.minato.tokyo.jp）でもご覧いただけます。

◆�「広報みなと」は新聞（朝日・読売・毎日・日本経済・産経・東京）折り込みです。区の施設や、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、区内のＪＲ・
　地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、「点字広報」、「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。

青山タグラグビー教室
●毎月第1日曜
●午前10時～正午
●青山小学校　校庭

東町タグラグビー教室
●毎月第2日曜
●午前10時～正午
●東町小学校　校庭

御成門タグラグビー教室
●毎月第4日曜
●午前10時～正午
●御成門小学校　校庭

※会場には駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。

港南タグラグビー教室
●毎月第3日曜
●午前10時～正午
●港南小学校　校庭

 平成21年2月、区と（公財）日本ラグビーフ
ットボール協会は、スポーツ振興、教育、地
域振興等の分野において連携協力すること
を目的とした基本協定を締結しました。
 この基本協定を基に、区では、小学生から
大人まで幅広い年代の区民が楽しめるタ
グラグビー教室を開催しています。専用の

用具を購入す
る必要はなく、
スポーツがで
きる服装だけ
で参加するこ
とができま
す。申し込み
後は、全ての
教室に無料
で参加でき
ます。

　タグラグビーは1990年代にイギリスで考案されたスポーツで、タ
ックルの代わりに腰につけたタグを奪って相手の攻撃を止めます。
体がぶつかり合わないのでけがのリスクが少なく、ルールもシンプ
ルで始めたその日から
試合が楽しめます。

参加者募集！

港区

問い合わせ

○事業について
生涯学習推進課スポーツ振興係　☎3578-2750

いつでも、どこでも、だれ
とでも

タグ！ パス！ トライ！で楽し
もう

対　象
参加費

申し込み

区内在住・在勤・在学者

無料（傷害保険は（公財）日本ラグビー
フットボール協会で加入します）
●雨天時は体育館で行います。
●8月は実施しません。

申込書を郵送・ファックスまたはメー
ルで、（公財）日本ラグビーフットボー
ル協会へ。教室会場で直接申し込む
こともできます。

申込書

申し込み・問い合わせ

生涯学習推進課（区役所7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。

（公財）日本ラグビーフットボール協会
普及育成部　港区スポーツまちづくり
プロジェクト担当（事業委託先）
〒107-0061　北青山2-8-35
電話：3401-3289（午前10時～午後5時 火曜定休）
FAX：5775-5034
メールアドレス：minatoinfo@rugby-japan.or.jp

タグラグビーとは

どな
たでも参加できます

ぶつかり合わ
ないので安心！

人工芝
の校庭

だから

走りや
すい！

参加費が無料で、
いつでもどこの会場でも
参加できるのがいい！

走るのが好きに
なった！

初心者
でも試

合が

できて
楽しい！

ベルト

ボール

タグ

会場・日時

タグ！ パス！ トタグ！ パス！ ト

校庭だ
かららららら

タグラグビー教室

使用する道具
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みんなの一票大切に！

基本03

ストップ棄権 あなたの一票も大切な一票です

港区議会議員選挙
投票日 4月26日（日）　投票時間 午前7時～午後8時

期日前投票
　投票日当日、仕事や旅行、冠婚葬
祭等の予定がある場合には、事前に
投票ができます。　
　「投票所入場整理券」をお持ちくだ
さい。裏面に印刷されている「投票
宣誓書」に必要事項を明記の上、係
員の案内により投票してください。
投票ができる期間
　4月25日（土）まで
投票時間　
　各日午前8時30分～午後8時
投票ができる場所
　芝（区役所）・麻布・赤坂・高輪・
芝浦港南地区総合支所および台場分
室1階会議室の6カ所　
投票所入場整理券
　投票の際には、「投票所入場整理
券」を忘れずにお持ちください。
　なお、なくしたり、お手元に届い
ていない場合でも、港区の選挙人名
簿に登録されていて、投票日当日に
選挙権のある人は投票できます。投
票所の係員にお申し出ください。
候補者を知るには
選挙公報の発行
　選挙公報を新聞に折り込んで配布

します。
　また、区役所・各総合支所等の区
の施設や一部都営地下鉄の駅にも置
いてありますので、ご利用くださ
い。
※ 新聞を購読していない人には、郵
送しますのでご連絡ください。
※ 選挙公報は港区ホームページから
もご覧いただけます。
公営ポスター掲示場
　立候補者のポスターを掲示する公
営ポスター掲示場を区内の303カ所
に設けています。
安心して投票所へ
　小さなお子さんがいる人、けがや
病気等で付き添いや介助が必要な人
は、一緒に投票所に入ることができ
ます。
　また、投票所で介助が必要な人
は、遠慮なく係員にお申し出くださ
い。
身体に障害のある人に
　車いすに座ったままで記入できる
記載台が用意してあります。
けが等で字が書けない人に
　係員が決められた手続きに従い、
代筆します。投票の秘密は固く守ら

れます。
視覚に障害のある人に
　点字用の投票用紙があります。
聴覚に障害のある人に
　コミュニケーションボード、ホワ
イトボードがあります。
投票所への移動支援が必要な人に

　障害のある人や介護認定を受けて
いる人は、投票所への移動支援を受
けられる場合があります。詳細は障
害のある人は各総合支所区民課保健
福祉係へ、介護認定を受けている人
はケアマネージャーまたは高齢者相
談センターにご相談ください。

建築物の
定期報告と
維持管理の
お知らせ

建築物の
定期報告と
維持管理の
お知らせ

　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「特殊建
築物等」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）に報告することになっています。
　詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
特殊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
　特殊建築物内の設備機器の作動状
況等の検査です。
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

○特殊建築物等について
建築課建築監視担当
 ☎3578－2306・7
○建築設備、昇降機等について
建築課建築設備担当
 ☎3578－2300・1

問い合わせ

「平成27年度港区防災学校」を開催します
　自助や共助の基本的な考え方や防
災に関する基礎的な知識・技能を学
ぶことを目的として、防災基礎講座
や施設見学ツアー等を実施します。
　自分や家族を守るため、いざとい
う時に備えて災害に対応する基本的
な実践力を身に付けてみませんか。
　順次、「広報みなと」、港区ホーム
ページ、チラシ、ポスター等により
参加者を募集する予定です。ぜひご
参加ください。
実施予定講座
●防災基礎講座
　防災に関する基礎的な知識を学び
ます。
　詳しくは、8面にある募集記事を
ご確認ください。　
●防災施設見学ツアー
　親子を対象として、都内の防災関
連施設の見学を行います。
とき　7月～8月
回数　2回
ところ　未定

◦防災講演会
　防災に関する講演会を行います。
対象者　区内在住・在勤・在学者
とき　平成28年1月中旬
ところ　区民センター等（予定）
◦防災士養成講座
　「防災士」の資格を取得するための
講座を行います。平成27年度は2回
実施します。
とき
【第1回】7月の土・日曜（全2日間）
※ 5月に募集を開始する予定です。
【第2回】11月の土・日曜（全2日間）
※ 8月に募集を開始する予定です。
対象者　全2日の参加ができる区内
在住・在勤・在学者で、資格取得
後、区内の地域防災組織で活動でき
る人
ところ　区役所会議室

防災課地域防災支援係
 ☎3578－2517

問い合わせ

高層住宅に対する
防災資器材助成制度を拡大します
高層住宅に対する
防災資器材助成制度を拡大します

概要
　区では、震災時における高層住宅
内の安全を確保するため、居住者が
結成した防災のための組織に対し
て、防災資器材の現物助成を行って
います。
　この度、助成対象拡大の要望等に
応え、6階以上かつ50戸以上の共同

住宅において、居住者が結成した防
災のための組織に対して防災資器材
を現物助成できるようになりまし
た。
助成対象
　6階以上かつ50戸以上の共同住宅
において、居住者が結成した防災の
ための組織が対象です。

助成内容
　区が定めたメニューから希望の防
災資器材を現物助成します。
表  助成限度額

1棟住戸数 助成限度額
50～69戸 17万円
70～99戸 24万7000円

100～250戸 29万9000円
251～500戸 41万2000円
501戸以上 55万6000円

助成メニュー（例）
●エレベーター用防災キャビネット
●階段避難車
●小型発電機　等

防災組織の結成
　結成届、組織規約、防災計画書等
の提出が必要となります。
その他
　制度の内容、防災組織の結成方法
等の具体的な内容については、お問
い合わせください。

各総合支所協働推進課協働推進係
 ☎欄外参照
防災課地域防災支援係　
 ☎3578－2511

問い合わせ

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　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

　次の投票所は場所が変更になります。投票にお越しの際は、お間違
えのないようご注意ください。

第9投票区「シティハイツ芝浦」投票
所（芝浦3－5－34）
　前回までの「スポーツセンター」投
票所から変更になりました。
対象地域：芝浦2・3丁目、海岸3丁目
1～3、14～19、22～30番

第25投票区南麻布いきいきプラザ
（南麻布1－5－26）投票所
　前回の「東町小学校」投票所から変
更になりました。
対象地域：麻布十番2丁目1～3、9～
21番、麻布十番3・4丁目、南麻布
1・2丁目、元麻布1丁目5番4～9号、
6・7番

選挙管理委員会事務局 ☎3578－2766～9
問い合わせ

投票所変更のお知らせ
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工　事　名 工事内容 工　事　場　所 施工予定時期 問い合わせ

道路補修 切削カバー 麻布十番三丁目10番先～南麻布一丁目6番先 8月～平成28年1月 麻布地区総合支所協働推進課土木係
切削カバー 西麻布一丁目15番先～六本木七丁目4番先 6月～11月 麻布地区総合支所協働推進課土木係

歩道の整備 歩道設置 元麻布二丁目9番先～南麻布三丁目2番地（仙台坂上） 8月～平成28年2月 土木課地中化推進係
歩道拡幅 麻布十番一丁目1番先～4番先 8月～12月 土木課道路橋りょう係

街路灯維持 街路灯建替 南麻布五丁目7番先～南麻布四丁目6番先 8月～12月 麻布地区総合支所協働推進課土木係
街路灯建替 南麻布五丁目5番先～南麻布四丁目1番先 8月～12月 麻布地区総合支所協働推進課土木係

交通安全施設維持 防護柵取替 南麻布三丁目5番先～南麻布四丁目6番先 8月～12月 麻布地区総合支所協働推進課土木係
公園の整備 整備工事 六本木七丁目17番8号（六本木西公園） 8月～平成28年6月 土木課公園係

児童遊園の整備 整備工事 西麻布二丁目1番2号（笄児童遊園） 5月～9月 土木課公園係

公園・児童遊園等維持 投球場改修 麻布十番四丁目5番1号（新広尾公園） 8月～12月 麻布地区総合支所協働推進課土木係
園灯建替 南麻布五丁目7番29号（有栖川宮記念公園） 8月～12月 麻布地区総合支所協働推進課土木係

公衆便所維持 便器洋式化 六本木五丁目8番1号（芋洗坂公衆便所） 
六本木五丁目18番6号（永坂上公衆便所） 9月～12月 麻布地区総合支所協働推進課土木係

自転車利用環境整備 ナビライン設置 麻布十番二丁目9番先～麻布十番三丁目10番先 9月～11月 麻布地区総合支所協働推進課土木係

工　事　名 工事内容 工　事　場　所 施工予定時期 問い合わせ

道路補修 車道舗装 高輪三丁目10番先～高輪四丁目7番先 8月～10月 高輪地区総合支所協働推進課土木係
側溝改修、車道舗装 白金六丁目18番先～20番先 10月～12月 高輪地区総合支所協働推進課土木係

私道整備
側溝改修、車道舗装 高輪四丁目17番先 5月～7月 高輪地区総合支所協働推進課土木係
排水管補修、側溝補修、車道舗装 白金台四丁目18番 6月～8月 高輪地区総合支所協働推進課土木係
排水管補修 高輪三丁目16番 10月～平成28年1月 高輪地区総合支所協働推進課土木係

公園・児童遊園等維持 水飲み取替工事、 
バリアフリー対応

三田五丁目16番8号（三田松坂児童遊園） 
高輪一丁目15番22号（高松児童遊園） 5月～6月 高輪地区総合支所協働推進課土木係

自転車利用環境整備 ナビライン設置 高輪三丁目15番先～高輪四丁目7番先 10月～11月 高輪地区総合支所協働推進課土木係

工事名 工事内容 工　事　場　所 施工予定時期 問い合わせ

道路補修・整備

遮熱性舗装 芝二丁目31番先～芝四丁目6番先 7月～10月 芝地区総合支所協働推進課土木係

遮熱性舗装等の整備 西新橋一丁目1番先～4番先 6月～12月 土木課道路橋りょう係
遮熱性舗装等の整備 西新橋二丁目1番先～8番先（他2件） 6月～12月 土木課道路橋りょう係

保水性舗装 新橋四丁目31番先～新橋五丁目1番先 10月～平成28年2月 芝地区総合支所協働推進課土木係

わだち解消 三田三丁目1番先～4番先 6月～10月 芝地区総合支所協働推進課土木係

私道整備 排水施設補修、車道舗装 芝大門二丁目1番先 7月～10月 芝地区総合支所協働推進課土木係

街路灯維持 街路灯建替 芝三丁目21番先～23番先 8月～11月 芝地区総合支所協働推進課土木係

交通安全施設維持 防護柵建替 西新橋三丁目22番先～25番先 11月～12月 芝地区総合支所協働推進課土木係

公衆便所維持 便器洋式化 芝五丁目28番4号（三田図書館脇公衆便所） 
芝公園一丁目7番11号先（大門際公衆便所） 6月～8月 芝地区総合支所協働推進課土木係

自転車駐車場の整備 地下機械式自転車駐車場の整備 新橋三丁目16番15号（桜田公園） 8月～平成28年3月 土木課道路橋りょう係

自転車利用環境整備 ナビライン設置 芝二丁目1番先～3番先 11月 芝地区総合支所協働推進課土木係

河川等維持管理

古川河床整正（水質改善） 古川（一之橋から赤羽橋） 11月～12月 芝地区総合支所協働推進課土木係
【古川の水質浄化対策】 
現在、古川は大雨時に下水道を通じて汚濁の流入があり、また河床には凹凸があるために水質悪化した水
がたまりやすくなっています。このため区では古川の水環境を改善するため、平成27年度から28年度にか
けて水質悪化の一因となる河床の凹凸を整正し、水の流れを良くし水質の改善を図ります。

○事業に関する問い合わせ
（施工）芝地区総合支所協働推進課土木係 
（計画）街づくり支援部土木課土木計画係

☎3578－2217

工　事　名 工事内容 工　事　場　所 施工予定時期 問い合わせ

道路補修 車道インターロッキング舗装 赤坂三丁目15～16番先 10月～11月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係
切削オーバーレイ 南青山五丁目9番～南青山六丁目11番先 10月～12月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係

歩道の整備 階段設置 赤坂一丁目14番先 10月～平成28年3月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係

私道整備 階段改修 南青山四丁目8～9番先 10月～12月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係
車道舗装 北青山三丁目14～15番先 8月～11月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係

街路灯維持 装飾灯建替 赤坂二丁目12～21番先 8月～12月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係
装飾灯灯具取替 南青山二丁目32～35番先 6月～10月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係

公園・児童遊園等維持 竹垣取替 赤坂八丁目11番32号（乃木公園） 6月～8月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係
制御盤取替 赤坂七丁目3番39号（高橋是清翁記念公園） 11月～12月 赤坂地区総合支所協働推進課土木係

工　事　名 工事内容 工　事　場　所 施工予定時期 問い合わせ

道路補修・整備
掘削カバー、遮熱性舗装、 
視覚障害者ブロック設置 港南一丁目9番先 11月～平成28年1月 芝浦港南地区総合支所協働推進課土木係

遮熱性舗装等の整備 港南四丁目2番先～1番先（897－2） 7月～12月 土木課地中化推進係

歩道の整備 歩道設置、改修 港南三丁目2番先～7番先（896、898、899号線） 8月～平成28年2月 土木課地中化推進係
歩道改修 芝浦四丁目2番先～4番先（三田警察署前） 8月～平成28年2月 土木課地中化推進係

橋りょう維持
長寿命化修繕 芝浦二丁目2番先 

～海岸三丁目2番先（浦島橋） 6月～12月 芝浦港南地区総合支所協働推進課土木係

長寿命化修繕 芝浦四丁目7番先 
～港南一丁目7番先（芝浦橋） 6月～10月 芝浦港南地区総合支所協働推進課土木係

橋りょうの整備 道路・橋詰整備 芝浦四丁目19番先（夕凪橋） 3月～平成28年3月 土木課道路橋りょう係
耐震補強 港南一丁目3番先～港南三丁目5番先（浜路橋） 10月～平成29年1月 土木課道路橋りょう係

公園・児童遊園等維持 芝生保護マット設置 芝浦四丁目20番56号（プラタナス公園） 11月～平成28年1月 芝浦港南地区総合支所協働推進課土木係

問い合わせ

土木課道路橋りょう係、地中化推進係、公園
係、各総合支所協働推進課土木係 ☎欄外参照

　区では、誰もが安全安心で快適に道路や公園等を利用できるよ
う、整備・補修・修繕等を定期的に行っています。平成27年度の工
事予定についてお知らせします。工事は、年間50件程度を予定して
います。

平成27年度 道路・公園等の工事予定

◆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
◆土木課◆　道路橋りょう係☎3578－2320　地中化推進係☎3578－2316　公園係☎3578－2325
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グループお母さんの時間（予
約制）
　子育てや家庭内での心配ごと
等、日頃のつらい気持ちを、話し
合いを通して分かち合い共有す
る、お母さんのためのグループで
す。
対区民で、育児中の母親
時 5月7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

5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

　保健師・助産師・管理栄養士に
よる育児相談です。お子さんの計
測もできます。
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・所白金台児童館実施分：5月
12日（火）、高輪子ども中高生プラ
ザ実施分：5月14日（木）・26日（火）
いずれも午前10時30分～11時30
分、または午後1時～3時30分が相
談受け付け時間（申込順）。
②ぱぱまま育児相談
時 5月16日（土）午後1時～3時が相
談受け付け時間、午後3時から30
分程度、グループトークの時間も
あります。
所高輪子ども中高生プラザ
（2）ほっとひといき子育てサロン
　1歳未満のお子さんと保護者の
友達作りの場です。講座・自己紹
介・情報交換を行います。5月の

講座はベビーマッサージです。
対高輪地区在住の1歳未満のお子
さんと保護者
時 5月19日（火）午後1時30分～3時
（午後1時15分～1時30分が受け付
け時間）
所明治学院大学社会学部付属研
究所（白金台1－2－37）
申当日直接会場へ。
持ち物　母子手帳、バスタオル

ふたごの会
対区内在住で、ふたご（多胎）を
妊娠中または育児をしている保護
者
時 5月20日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所※保育あり（就学

前20人、申し込み時にお申し出く
ださい） 
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。　 ☎6400－0084

母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
　専門の医師が、妊娠・出産・育
児期にある女性が抱える心の問題
に対して、相談に応じます。
対区民で、妊娠中・育児中の母
親とその家族
時 5月13・20日（水）いずれも午後
2時15分～4時15分
所みなと保健所※保育あり（申し
込み時にお申し出ください）
人各回3人（申込順）
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

◆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

　教育は一人ひとりの幼児・児
童・生徒の個性をより望ましい方
向に伸ばし、人間性豊かに育てる
ことが大切です。ところが、学
習・心や体の問題、友だちや親子
の問題によって、子どもの健やか
な成長に支障を来すことがありま
す。
　教育センターでは、こうした問
題の解決に向け、教職経験者や専
門の心理士が電話教育相談や来所
教育相談により、相談に応じてい
ます。相談者のプライバシーの保
護に万全を期して相談にあたって
いますので、安心して教育相談を
ご利用ください。
対象　区内在住・在園・在学の18

歳までのお子さんとその保護者
相談日　月～金曜午前9時～午後5
時（祝日、年末年始は除く）
※平日の午後5時～9時、土・日曜
および祝日の午前9時～午後5時
は、東京都教育相談センターを
ご利用ください。 ☎3360－8008
電話教育相談
　教育上のさまざまな問題や子ど
もが集団生活にうまく適応できな
い等の悩み、子育ての相談等を受
け付けています。
　相談は、匿名でも受け付けてい
ますが、相談に必要となる性別や
学年等の情報は、可能な限りお知
らせください。
専用電話　 ☎3452－9635

来所教育相談
　専門の心理士が遊びや面接を通
して、子どもが本来もっている力
を発揮できるよう関わっていきま
す。
　そして、保護者とより良い解決
方法を一緒に考えていきます。
相談の流れ
　保護者が、電話で相談を申し込
みます。
　　　　　　　⇩
　教育センターから相談日を連絡
します。相談日には、お子さんと
保護者が一緒に来所します。
　　　　　　　⇩
　必要に応じて、定期的に来所し
ていただき継続的に相談を行いま

す。また必要に応じて心理検査も
行っています。
専用電話　 ☎3454－6625
※詳しくは、港区ホームページを
ご覧ください。　

幼稚園訪問相談
　専門の心理士が区立幼稚園を訪
問し、幼児・教員・保護者を対象
に、相談を実施しています。
●子どもが乱暴である
●朝の支度に時間がかかる
●食べ物の好き嫌いが多い
●友だちと遊べない
●言うことを聞かない　等
　経験や専門性を生かした相談を
行い、解決に向けての支援をして
います。
　訪問日時等については、お子さ
んの在籍している幼稚園または教
育センターにお問い合わせくださ
い。

　区には飼い主のいない猫による被
害でお困りの人や、餌を与えている
人からの相談が寄せられます。これ
らの猫をめぐるトラブル解決のた
め、区では地域猫活動を進めていま
す。
地域猫活動とは
　地域猫活動とは、地域の理解の基
に、人と猫との調和の取れた街づく
りをめざす協働事業です。猫に関心
がある人だけがまちの猫問題解決の
ために活動するのではなく、その地
域にいる人たちでまちの環境問題と
して取り組むことが重要です。でき
るだけ多くの人が関わることで、住
みやすい地域にすることができま
す。
　具体的には、猫に去勢・不妊手術
を行い、新しく生まれてくる不幸な

猫をなくします。また、適切な餌や
りとふんの片付けを行い、まちをき
れいに保ちます。
　地域の皆さんのご理解をよろしく
お願いします。
飼い猫にも適正な飼育を
　飼い猫についても去勢・不妊手術
を行いましょう。また、病気に感染
したり交通事故にあったり、迷子に
なるのを防ぐためにも室内で飼いま
しょう。
　一度家族として迎え入れた猫は、
一生涯飼育してください。動物を捨
てることは犯罪です。
猫の去勢・不妊手術費用を補助して
います
　区では、猫によるトラブルを未然
に防ぐため、猫の去勢・不妊手術費
用を補助しています。

補助額
オス猫　　　上限5000円
メス猫　　　上限8000円
※すでに去勢・不妊手術が済んでい
る場合は、補助の対象になりませ
ん。
※手術は、開業獣医師の動物病院で
受けてください(区外の動物病院
も可能)。
申請方法
○飼い猫の場合
対象　区内で猫を飼育している人
申し込み
　直接または郵送で、｢飼い猫｣用の
申請書に必要事項を明記の上、〒 
108－8315　みなと保健所生活衛生
課生活衛生相談係へ。
　申請書類を審査し、補助を決定し
ます。申請は年間を通じて受け付け

ています。申請書は港区ホームペー
ジからダウンロードできる他、生活
衛生課(みなと保健所5階)窓口で配
布しています。
※申し込みは、1年度内に1世帯1匹
までです(手術予定日の10日前ま
でに申請書が届くように申請して
ください)。

○飼い主のいない猫の場合
対象
　区内で生活している飼い主のいな
い猫を管理している人
申し込み
　直接、各総合支所協働推進課協働
推進係へ（随時受け付け）。受け付け
後に調査を行い、補助を決定しま
す。複数回の申請もできます。

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　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

猫のトラブル
　　減少をめざします

教育相談を
　　ご利用ください

教育センター  ☎3451－3221
問い合わせ

生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043
各総合支所協働推進課協働推進係
 ☎欄外参照

問い合わせ

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

（1）（2）の共通事項
問高輪地区総合支所区民課保
健福祉係　　　　 ☎5421－7085
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える地域ケア会議を開催します。
対地域医療・介護・福祉職等、
その他関心がある人
時 5月18日（月）午後7時30分～8時
30分
所みなと保健所
人 200人（申込順）
申電話または直接、5月15日（金）
までに、港区医師会事務局へ。
 ☎3582－6261
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

5月開始の介護予防総合セン
ターの各種教室
対 65歳以上の区民で、介護保険の
要支援・要介護認定を受けていな
い人※（1）（2）は60歳から参加可能
時・内（1）はじめてのスイーツ教
室：5月20日～7月1日（隔週水曜午

後2時～3時30分）（2）初心者男性の
ための料理教室：5月12日～9月29
日（隔週火曜午前10時～午後2時）
（3）ラクっちゃウオーキング教室
火曜日コース：5月12日～7月28日
（毎週火曜午前10時～11時30分）
（4）ラクっちゃウオーキング教室
金曜日コース：5月8日～7月31日
（毎週金曜午後2時～3時30分）
人（1）（2）各18人（3）（4）各20人（い
ずれも抽選）
申直接、4月30日（木）までに介護
予防総合センターへ。
 ☎3456－4157

芝の魅力！発見講座（芝公園
散策）～樹木と花を訪ねて～
　芝会議まちの魅力発掘部会（芝
の語り部）協力の講座です。芝公
園を東西で2回に分け、植生につ
いて学びながら散策します。
対おおむね50歳以上の区民で2時
間程度坂道・階段を含めて自力で
歩ける人
時（1）5月2日（土）（2）5月30日（土）
いずれも午前9時20分～11時30分
所都営三田線芝公園駅A4地上出
口集合
人各17人（抽選）※小雨決行（中止
の場合は前日までに連絡）
費用　100円（保険料）
申直接または電話で、4月26日
（日）までに、三田いきいきプラザ
へ。　 ☎3452－9421

姿勢の美～ヨガストレッチ＆
ウオーキングで健康美人～
　ヨガをとりいれたストレッチと
ウオーキングのレッスンで、体の
内側から姿勢を整えます。
対おおむね50歳以上の区民
時 5月7日～9月24日（毎週木曜・
全21回）午後1時30分～2時40分
所神明いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　各回500円
申直接または電話で、4月28日
（火）までに、神明いきいきプラザ
へ。　 ☎3436－2500

ゼロからはじめる韓国語会話
入門
　文字の読み書きや発音等、初歩
の初歩から韓国語を学んでみませ
んか。
対おおむね50歳以上の区民
時 5月7日～7月30日（毎週木曜・
全13回）午前10時30分～正午
所神明いきいきプラザ
人 20人（抽選）
費用　月1000円
申直接または電話で、4月28日
（火）までに、神明いきいきプラザ
へ。　 ☎3436－2500

やわらかボール体操教室～今
から貯筋（ちょきん）～
　やわらかいボールを使った運動
により全身の筋力を強化して、運
動機能や生活機能の向上をめざし
ます。骨盤底筋（骨盤の中の筋肉）
を鍛えることにより尿もれ予防効
果も期待できます。
対 60歳以上の区民（介護認定を受
けていない人）
時 5月12日～8月4日（6月16日を除
く毎週火曜・全12回）午前10時～
11時30分
所青南いきいきプラザ
人 16人（抽選）
申電話または直接、4月28日（火）
までに、青南いきいきプラザへ
 ☎3423－4920

笑って体力づくり
　ゲームをしたり、体操をしたり
して、楽しみながら、脳と身体を
鍛えていきます。
対 60歳以上の区民
時 5月11日～平成28年3月28日（毎
月第2・4月曜）午後6時～7時30分

※祝日や講師の都合により第1・3
月曜に変更する月もあります。
所高輪いきいきプラザ 
人 30人（抽選）
申電話または直接、4月28日（火）
までに、高輪いきいきプラザへ。
　 ☎3449－1643

サロンdeボイス～呼吸法か
ら学ぶ本格レッスン～
対おおむね55歳以上の区民
時 5月1日（金）午後7時～8時30分、
5月18日（月）午前10時～正午
所白金台いきいきプラザ
人各45人（会場先着順）
費用　1回500円
申当日直接会場へ。※60歳以上
で、いきいきプラザ個人登録証を
お持ちでない人は、身分証明書を
お持ちください。
問白金台いきいきプラザ
　 ☎3440－4627

らくらクラシック
　気軽に曲の事を知り、生演奏で
曲を楽しみましょう。
対 60歳以上の区民
時 5月15日（金）午後1時～3時
所白金台いきいきプラザ
人 30人（抽選）※電話で、5月9日
（土）までに当選者のみ連絡します。
申本人が、直接または電話で、5
月7日（木）までに、白金台いきい
きプラザへ。 ☎3440－4627
※60歳以上で、いきいきプラザ個
人登録証をお持ちでない人は、身
分証明書をお持ちください。

はじめのい～っぽ　ウクレレ
教室
対 60歳以上の区民で、初心者
時 5月13・27日、6月3・17日、7
月1・15日、8月5・19日（水・全8
回）午後6時～7時
所港南いきいきプラザ
人 10人（抽選）※ウクレレは無料
で貸し出します。
費用　4000円
申直接または電話で、4月28日
（火）までに、港南いきいきプラザ
へ。　 ☎3450－9915

5月開始のみんなと元気塾
対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
で、介護保険の要支援・要介護の
認定を受けていない人
時・人事業、会場により異なり
ます。実施日、時間等詳しくは、
各高齢者相談センターにお問い合
わせください。
所・内（1）はじめてのマシントレ
ーニング講座：ありす・西麻布い
きいきプラザ（2）バランストレー
ニング講座：三田・麻布・西麻
布・赤坂いきいきプラザ（3）らく
らく全身トレーニング講座：三
田・ありす・青山いきいきプラザ
（4）みんなの食と健

けん

口
こう

講座：豊岡い
きいきプラザ
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

港区医師会地域包括ケア研究
会
　入退院における患者・家族への
支援を通し、地域資源の活用を考

◆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
◆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  高額介護合算療養費の自己負担限度額

後期高齢者医療
制度＋介護保険

国民健康保険＋介
護保険（世帯内の70
歳以上75歳未満）

国民健康保険＋
介護保険（70歳未
満を含む）

現役並み所得者・上位所得者 67万円 67万円 126万円
一般 56万円 56万円 67万円

住民税非課税
世帯

低所得者Ⅱ 31万円 31万円 34万円低所得者Ⅰ 19万円 19万円
●上位所得者　　　基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯等
●現役並み所得者　 後期高齢者医療制度の保険証または、国民健康保険の高齢受給

者証の一部負担割合が3割の人
●低所得者Ⅱ　　　世帯の全員が住民税非課税の人
●低所得者Ⅰ　　　世帯の全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の人
●一般　　　　　　上記以外の人

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

精神障害者社会復帰援助事業
（デイケア）
　社会や家庭でより自立した生活
を送れるよう、創作活動・各種教
室・レクリエ－ション・スポーツ
等を通じた集団生活指導を行って
います。
対区民で、こころの病気がある人
時毎週金曜・午前9時30分～正午
所みなと保健所
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

障害者団体の学習活動費用を
助成します
　区内の障害者団体の会員等を対

象とした学習会や、講演会を行う
際の講師謝礼等を助成します。
対港区心身障害児・者団体連合
会に加入する団体または、区内で
障害者とともに活動している団体
申学習会等を計画する場合は、
実施計画書に会則・会員名簿を添
えて、郵送または直接、6月30日
（火・必着）までに、〒105－8511
　港区役所障害者福祉課障害者福
祉係（区役所2階）へ。 
 ☎3578－2383

高額介護合算療養費の申請はお済みですか
　世帯内で同一の医療保険（国民
健康保険や後期高齢者医療等）の
加入者について、医療保険と介護
保険の一年間（平成25年8月1日～
平成26年7月31日）の自己負担額の
合計が表の限度額を超えた場合、
申請をして認められると、その超
えた差額がそれぞれの制度から支
給されます。
　基準日（平成26年7月31日）現在
で、港区国民健康保険または後期
高齢者医療制度および介護保険に
加入している人で、対象期間に医
療保険、介護保険とも異動がな
く、払い戻しの対象となる人がい
る世帯等には、国民健康保険は1
月下旬、後期高齢医療制度は2月
中旬に申請書を郵送しています。

　詳しくは、各担当へお問い合わ
せください。
　なお、高額介護合算療養費は、
事由発生日から2年を経過します
と、時効となり申請できませんの
で、ご注意ください。

○後期高齢者医療制度について
国保年金課高齢者医療係
 ☎内線2654～9
○国民健康保険について
国保年金課給付係
 ☎内線2640～2
○介護保険について
高齢者支援課介護給付係
 ☎3578－2876～80
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　連盟参加華道各流派による花展を
開催します。また、会場内で呈

てい

茶
ち ゃ

も
お楽しみいただけます。
港区華道茶道連盟いけばな展
とき
　5月16日（土）午後1時～5時（呈茶は
午後4時30分まで）、5月17日（日）午
前10時～午後4時（呈茶は午後3時30
分まで）
ところ
　小原流会館地下2階エスパス（南青
山5－7－17）
費用
　区内在住・在勤・在学者は無料、
区外の人は300円（入場料）
※呈茶は別に呈茶券（200円）の購入
が必要です。

申し込み
　当日直接会場へ。
お茶無料体験コーナー
対象
　区内在住・在勤・在学者

とき
◦5月16日（土）（1）午後1時（2）午後2
時（3）午後3時（4）午後4時
●5月17日（日）（5）午前11時（6）午後1
時（7）午後2時
ところ
　小原流会館地下2階エスパス
定員
　各回4人程度（抽選）
申し込み
　往復はがきの往信面に、希望の時
間帯（（1）～（7）のいずれか）・住所・
氏名・年齢・電話番号を明記の上、
5月8日（金・必着）までに、〒106－
0044東麻布1－13－2－807後藤方　
港区華道茶道連盟へ。

港区華道茶道連盟 ☎3794－4666
地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2343

問い合わせ

　高輪みどりを育むプ
ロジェクトでは、地域
の環境に対する住民意
識の向上や、緑に対す
る区民の理解を高める
取り組みを行います。
　今回は、国立科学博
物館附属自然教育園の
協力のもと、講習会と
園内の散策を行います。
対象　区内在住・在
勤・在学者
※小学生は保護者同伴
とき　5月23日（土）午前10時～正午
ところ　国立科学博物館附属自然教
育園（白金台5－21－5）
定員　20人程度（抽選）
内容　自然教育園内での講習会と、
園内の散策を行います（雨天時は一
部変更）。
費用　無料
申し込み　電話で、4月22日（水）～

30日（木）に、みなとコール（午前9時
（初日は午後3時）～午後5時）へ。
 ☎5472－3710
その他　動きやすい服装でご参加く
ださい。

高輪地区総合支所協働推進課まち
づくり推進担当 ☎5421－7664

問い合わせ

　講演のつどいに先駆けて、渡部陽
一さんの写真パネルを展示します。
展示期間・場所
（1）5月8日（金）～13日（水）午後5時：
みなとパーク芝浦1階区民ギャラリ
ー
（2）5月14日（木）午前9時～午後8時45
分：赤坂区民センター3階文化情報コ
ーナー

講演「世界からのメッセージ～平和
と命の大切さ～」※手話通訳あり
講師　渡部陽一さん（戦場カメラマ
ン・ジャーナリスト） 
　「戦場報道とは、『生きて帰るこ
と』」そう自らを戒め、世界中数多く
の危険な紛争地域の現実を「そのま
ま伝える」渡部陽一氏。最前線の現
場に虐げられる声を聴き、世界の現
実を写していく中で痛感した、命と
平和の大切さをお伝えします。
対象　（1）事前申し込み：区内在住・
在勤・在学者（グループの場合は、1
グループ5人まで代表者が申込可）
※申込者の座席は自由席、開会の10
分前まで確保します。これ以後は
一般に開放します。

（2）当日受け付け：どなたでも（会場
先着順）

とき　5月14日（木）午後7時～8時30
分（午後6時30分開場）　
ところ　赤坂区民センター区民ホー
ル（図参照）
定員　（1）300人（申込順）（2）100人
（会場先着順）
費用　無料
申し込み
（1）電話で、4月21日（火）～5月10日
（日）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
※一時保育を希望する区民は、5月6
日（水・祝）までに、申し込み時に
お申し出ください。
※手話通訳を必要とする人は、①憲
法つどい参加申込②氏名（フリガ
ナ）③住所④連絡先⑤ファックス
番号⑥参加人数を明記の上、ファ

※ 来場の際は、公共の交通機関をご利
用ください。

図

　平成27年は戦後70年、そして港区が平和都市宣言
をしてから30周年の年です。国際平和を考え、憲法
と平和の大切さを実感していただければ幸いです。

　昭和22年5月3日に日本国
憲法が施行されました。こ
れを記念して5月3日を憲法
記念日、5月1日から7日を
憲法週間としています。
暮らしの中の憲法、3つの
柱
　日本国憲法は国のあり方
や仕組み等を定めているも
ので、私たちの日々の生活
と密接につながっていま
す。ここでは、憲法の3つ
の柱である、「国民主権」
「基本的人権の尊重」「平和
主義」についてご紹介しま
す。

　国の政治のあり方を最終
的に決める力は国民にあ
り、国民こそが政治の主人
公であるというのが国民主
権の考え方です。国民の代
表として選挙で選ばれた国
会議員が国の政治を行うこ
とは、主権が国民にあるこ
との表れです。
　私たちは、選挙を通じ、
国政に対する意志を表すこ
とができるのです。大切な
一人ひとりの一票が、より
良い日本の政治につながる
ことになります。

　私たちが人間らしく生活していくために、全て
の人が当然に持っている侵すことのできない永久
の権利が基本的人権です。ただし、それは好き勝
手に振る舞っていいということではなく、自分の
権利を守るためには、他人の権利も守らなければ
ならないことを忘れてはなりません。
　何気なく過ごしている日常の中にも、さまざま
な人権問題があり、差別されている、平等に扱っ
てもらえないと感じている人は、決して少なくあ
りません。
　人間は、だれでも、等しく尊重され、平等で
す。
　私たち一人ひとりが、みんなの人権について自
分のこととして考え、互いに尊重することが求め
られています。

　人類は2度にわたる世界大戦の惨禍
を経験し、平和の尊さ、生命の尊さを
学びました。また、平和なしには基本
的人権の保障はありえません。
　私たちは、子どもたちに、平和で人
権の尊重された社会を引き継いでいか
なければなりません。憲法に掲げる理
想をさらに追求し、世界の平和に向け
て努力していく必要があるのです。
　毎日の暮らしの中で、憲法について
考えることはあまりないかもしれませ
ん。しかし、憲法は、私たちが幸せに
生きるために、決して欠かせません。
この憲法週間を機会に、あらためて憲
法について考えてみませんか。

ックスで、総務課人権・男女平等
参画係へ。 FAX3578－2976

（2）当日直接会場へ。
※午後6時からホール受付で先着順
に入場整理券を配付します。定員
を超えた場合は、入場できませ
ん。

港区華道茶道連盟
2015年いけばな展

自然教育園内を散策する様子

高輪地区地域事業 高輪みどりを育むプロジェクト

自然教育園講習会＆園内散策

◆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

国民主権 平和主義基本的人権の尊重

同時
開催

港区平和都市宣言30周年

憲法週間記念講演のつどい

ミニパネル展
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5月1日から7日は「憲法週間」です

総務課人権・男女平等参画係　
 ☎3578－2027

問い合わせ
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　自分のやりたいことをまちにつな
げることで、地域に豊かさや幸せを
もたらす「人財（じんざい）」（＝「ご近
所イノベータ」）の養成をめざし、慶
應義塾大学と連携して実施する少人
数制の実践型講座です。 
　「自分の想いを実現する」技法につ
いての講義やワークショップの他、
地域活動の実践、「芝の家」でのコミ
ュニティ体験を通して「ご近所イノ
ベーション」を学びます。
　講座修了生は、芝地区におけるネ
ットワークづくりの担い手、芝の家
等で人と人とを結びつけるためのス
タッフ、町会・自治会等で活動する
「人財」等として、地域コミュニティ
活性化のために活躍しています。
　詳しくは、ご近所イノベーション
学校ホームページ
http://gokinjo-i.jp
をご覧ください。
対象　地域づくりに積極的に取り組
みたいと考えている人、特に芝地区
でのコミュニティづくりに熱意があ
る人（原則として講座の全ての回に
出席できる人） 
とき　7月4日（土）～11月14日（土）・
全15回（表参照） 
ところ　芝コミュニティはうす（芝5

－13－15芝三田森ビル）、慶應義塾
大学（三田2－15－45）、芝の家（芝3
－26－10）、きらきらプラザ新橋
定員　20人程度（書類選考・面接） 
受講料　無料
応募方法　応募動機やこれから実現
したいこと等、講座に向けての想い
を、400字程度でお書きください。
　また、これまでの地域活動への取
り組み等、紹介したい経歴を併せて
お書きください。その上で、5月15
日（金・消印有効）までに、次のいず
れかの方法でお申し込みください。
（1）ご近所イノベーション学校ホー
ムページ内のエントリーフォーム
http://gokinjo-i.jp/inquiry/
から送信してください。
（2）申込書に記入し、封筒に「ご近所
イノベータ養成講座応募資料在中」
と朱書きの上、郵送で、〒105－8511
　芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当へ。
※申込書は、港区ホームページから
ダウンロードできる他、芝地区総
合支所協働推進課（区役所2階）お
よび芝の家・きらきらプラザ新橋
で配布します。 

選考方法
（1）書類審査

　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4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。そこ
で、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、

　応募者多数の場合、応募書類を参
考に区内在住者優先で選考します。
（2）面接審査
　書類選考通過者に対し、6月7・8
日（日・月）にきらきらプラザ新橋で
実施します。
（3）選考結果通知
　合否にかかわらず、6月9日（火）以
降に通知します。
説明会を開催します
とき　5月9日（土）午後1時
ところ　きらきらプラザ新橋
申し込み　当日直接会場へ。

芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当
 ☎3578－3192　FAX3578－3180

問い合わせ

　区内には幅員が
4メートルに満た
ない「細街路」と呼
ばれる狭い道路が
数多くあります。
こうした道路は、
地震や火災等の災
害時に、避難路の
確保や緊急車両の
通行が困難になっ
たり、日照・通風
等の住環境にも影
響を及ぼします。
　区では、安全・
安心で、より快適
な住環境の向上の
ため、細街路の拡
幅整備事業に取り
組んでいます。
事業の概要
　細街路に接して
建築を行う際には、道路中心線から
2メートル後退した位置を決定し、
道路として整備する必要がありま
す。
　これは建物を建築する場合は、幅
員が4メートル以上の道路に接して
いる必要があるためです。
　細街路拡幅整備事業は、建築確認
申請前に細街路の中心線の位置の判
定を行い、道路として後退する敷地
に関して、その整備方法や管理方法
等を区と協議して、将来にわたる利
便性向上のため、道路幅員を4メー
トルに広げていくことを目的として
います。

区からの主な補助
　拡幅される敷地の工事は原則区で
行います。ただし、申請者が自ら行
う場合は、工事費を助成します。
※工事・助成には対象要件がありま
す。

　細街路拡幅整備事業の詳細は、お
問い合わせまたは港区ホームページ
をご覧ください。

○細街路拡幅整備協議について
土木課細街路整備係 ☎3578－2313
○細街路の中心線判定等について
土木課道路判定担当 ☎3578－2697

問い合わせ

～自分を生かして、まちを活かす～
ご近所イノベータ養成講座

せまい道路をみんなで拡げて
安全・安心なまちづくり～細街路拡幅整備事業～

家庭系ごみ量の
「見える化」事業を実施しました

表  第3期ご近所イノベータ養成講座スケジュール（予定）
とき プログラム

1 7月4日（土） 導入合宿：ここからはじまるご近所イノベーション
2 7月5日（日） 導入合宿：想いを実現するために知っておきたいこと

7月7日（火）～
8月7日（金）

地域コミュニティの現場：暮らしにふれる「旅」
～芝の家で過ごす一日～

3 7月14日（火） 夜間講座：課題図書をもとにご近所イノベーションを考える
4 7月25日（土） 講義とディスカッション：コミュニティをつくる市民のあり方～津

屋崎ブランチ
5 8月8日（土） 講義とディスカッション：ご近所イノベーション事例100／想いをか

たちにするためには
6 8月21日（金） 夜間講座：地域活動は“計画的偶発性”からはじまる？
7 9月5日（土） 合宿：アイデアを発明する～地域イノベーションの技法1
8 9月6日（日） 合宿：アイデアを発明する～地域イノベーションの技法2
9 9月12日（土） 講義とディスカッション：ご近所で活躍中の先輩に聞く！
10 9月26日（土） 演習：ご近所活動を継続していくためには／実行計画案の作成

9月27日（日）～
10月23日（金） 演習:ご近所イノベーションに向けた小さな一歩 

11 10月6日（火） 夜間講座：実践に役立つミニ知識／オフィスアワー
12 10月13日（火） 夜間講座：実践に役立つミニ知識／オフィスアワー
13 10月24日（土） 演習：実践報告とフィードバック
14 11月3日（火） シンポジウム「ご近所イノベーションの時代」
15 11月14日（土） 現場に向けて…／修了式
※土曜は午後1時～6時、日曜は午前10時～午後4時、平日は午後7時～9時予定

拡幅イメージ

平成26年度の講座の様子
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ドゥフォーレ高輪　可燃ごみ量の比較

前半
（いつもどおり
生ごみを出した）

後半
（生ごみ水切り
と可燃ごみ減）

2130㎏

2010㎏

120㎏
約 5.6%の減量

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
　ドゥフォーレ高輪　全74世帯
可燃ごみ計量期間
　1月15日～3月9日の約2カ月間
実施結果（可燃ごみ計量結果）
（1）生ごみ減量取り組み前（1月15日
～2月9日、計8回の計量）
合計重量　　2130キログラム
平均重量　　266.2キログラム
　（1回当たり）
（2）生ごみ減量取り組み後（2月12日
～3月9日、計8回の計量）
合計重量　　2010キログラム
平均重量　　251.2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　120キログラムの減量
平均重量　15.0キログラムの減量
減量割合　約5.6パーセント
　「ドゥフォーレ高輪」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。
　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

港区広報番組をご覧ください 4月21日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣
内容 区内のできごと(子どものためのオペラコンサート、口腔ケアハンズオンセミナー等)、3キリについて、三
河台・さくら坂・本村公園紹介　他　放送期間 4月21日（火）～30日（木）
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。

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



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

４
月
26
日（
日
）

アイビークリニック虎ノ門（内） 虎ノ門1－8－8 5501－1511
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191

品川駅前歯科医院（歯） 港南2－15－2
品川インターシティB棟2階 5461－0896

浅川歯科医院（歯） 南青山1－17－4 3403－3732
★南麻布医院（外・内） 南麻布1－12－1 3452－3211

４
月
29
日（
水・祝
）

山王クリニック（内） 港南2－6－7　大善ビル6階 3471－3014
東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 3451－8211
難波歯科医院（歯） 赤坂3－11－1　難波ビル3階 3583－3143
★川村内科医院（内） 新橋5－10－6　川村ビル1階 3431－3322

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5時～10時

土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後5時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

薬の相談　※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

4月26日（日） あおい調剤薬局 虎ノ門1－2－16
浜崎ビル1階 3591－0356

4月29日
（水・祝） いずみ調剤薬局 虎ノ門1－11－11

七久保ビル1階 5156－9916

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。

http://www.city.minato.tokyo.jp平成27年（2015年）4月21日8

※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

講座・催し物
初夏の二重奏～バイオリンとピ
アノのコンサート～
時 5月2日（土）午後1時30分～2時30
分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 60人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941

第3回高輪まちづくり塾
　東海大学エクステンションセンタ
ーでは、区の後援により地元高輪地
域の皆さんに「高輪まちづくり塾」を
開講しています。
　今回は、「海からみた高輪・芝浦
の歴史とまちづくり」をテーマに「お
台場の形成史、海上鉄道としての高
縄鉄道、芝浦：海岸リゾートと震災、
近年のウオーターフロントづくり
等」を紹介しながら、まちづくりに
ついて考えます。
対区内在住・在勤・在学者
時 5月21日（木）午後6時30分～8時
所東海大学高輪校舎3号館教室（高
輪2－3－23）
人 30人（申込順）
費用　500円
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号を、5月11日
（月）までに、東海大学エクステンシ
ョンセンターへ。
 ☎5793－7133　FAX5793－7132
問高輪地区総合支所協働推進課ま
ちづくり推進担当 ☎5421－7664

まち歩きツアー
　「港区暮らしのガイド2014」掲載の
スポット等を、港区観光ボランティ
アガイドと巡るツアーです。
（1）芝浦コース「とっておきの芝浦」
～ベイエリア芝浦の歴史を辿り、そ
して未来へ～
時 5月9日（土）午前10時～正午（午前
9時50分都営地下鉄三田駅A6番出口
上三菱自動車ショールーム前）
コース　雑魚場架道橋、明治～大正
時代の花街、船路橋、芝浦アイラン
ド、高輪橋架道橋、高輪大木戸跡
（2）台場コース「お台場の新しい空間
を味わう」～宗谷から台場公園へ浜
辺を歩く～
時 5月10日（日）午前10時～正午（午

前9時50分ゆりかもめ船の科学館駅
改札口）
コース　南極観測船「宗谷」、シンボ
ルプロムナード、自由の女神、お台
場海浜公園、台場公園（第三台場）
（3）外苑コース「新緑の外苑いちょう
並木を歩く」～都心で「絵になる」自
然を満喫！～
時 5月23日（土）午前11時～午後1時
（午前10時50分地下鉄外苑前駅神宮
球場方面改札口）
コース　梅窓院、神宮外苑いちょう
並木、聖徳記念絵画館（入館しませ
ん）、明治記念館
各コース共通
対小学生以上どなたでも（坂道や
階段を含め2時間程度歩ける人）
人 20人（申込順）※1人1コースのみ
申し込み可（同伴者1人まで）
申電話で、4月22日（水）～29日（水・
祝）に、みなとコール（午前9時（初
日は午後4時）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710
担産業振興課観光政策担当

防災基礎講座
対区内在住・在勤者で、全てのプ
ログラムに参加できる人（高校生以
下の場合は保護者の承諾が必要）
時・内

日時 内容
第1回 5月13日（水）

午後7時～9時 講義・演習

第2回 5月21日（木）
午後7時～9時 講義・演習

第3回
5月30日（土）

午前8時～午後1時
（予定）

防災施設
見学

第4回 6月15日（月）
午後7時～9時 講義・演習

所第1・2・4回：区役所会議室、第3
回：池袋都民防災教育センター池袋
防災館（豊島区西池袋2－37－8）
人 30人（申込順）※5月30日（土）を除
き保育あり（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、4月21日（火）～30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
担防災課地域防災支援係

段ボールコンポスト講習会
　家庭から出た生ごみを段ボール箱
を使って、栄養たっぷりのたい肥に
変えてごみを減らす段ボールコンポ

ストの始め方が学べる講習会を開催
します。これからの時期、気温が上
がるにつれて微生物の活動が活発に
なるので、段ボールコンポストを始
めるにはお勧めです。
対区内在住・在勤・在学者
時 5月16日（土）午後1時30分～3時30
分
所区役所9階
人 50人（申込順）※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）
費用　1組500円（コンポスト材料費）
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号・ファックス番
号を、5月8日（金）までに、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

女性のための再就職準備講座～
働こうかなと思ったときの自己
理解と自分みがき～（全3回）
　結婚、育児、介護等で離職した後
で、再び働くことを考え始めた女性
が一歩を踏み出すための講座です。
対主に区内在住で再就職を考えて
いる女性（全講座参加できる人優先）
時（1）5月21日（木）（2）5月28日（木）
午後1時30分～3時30分（3）6月4日
（木）午後1時30分～4時30分
所男女平等参画センター
内（1）ワークシートで自分を知る
（2）就職活動に役立つビジネスマナ
ー（3）就活メイクと身だしなみ
人 30人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前12人程度、5月11日（月）ま
でに申し込み時にお申し出くださ
い）
申直接または電話・ファックスで、
氏名・住所・電話番号を、男女平等
参画センターへ。
 ☎3456－4149　FAX3456－1254
担総務課人権・男女平等参画係

土曜体験教室「勾玉を作ろう！」
　古代の装身具「勾

まが

玉
たま

」を作ります。
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）
時 5月9日（土）午後1時30分～3時30
分
所三田図書館
人 12人（申込順）※保育あり（申込
順、4カ月～就学前3人、申し込み時
にお申し出ください）
申電話で、4月22日（水）～29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
担図書・文化財課文化財係

お 知 ら せ
港区観光ボランティア募集
　区の多彩な観光資源を、英語で観
光客等に紹介していただく観光ボラ
ンティアを募集します。育成講座の
受講後、観光ボランティアとして活
動をしていただきます。
対 20歳以上で次の条件に当てはま
る人（1）英語を話すことができる（日
常会話が可能なレベル）（2）徒歩数時
間のガイドができる（3）15回の講座
に全て出席できる
時 5月27日（水）、6月3・17日（水）、
7月1・15日（水）、8月6・20日（木）、
9月3・17日（木）、10月1・15日（木）、
11月5・19日（木）、12月3・17日（木）
いずれも午後7時～9時
所港勤労福祉会館
人 30人（抽選）
申郵送で、A4白紙に氏名・郵便番
号・住所・電話番号（日中連絡が取
れる番号）、年齢・志望動機（200字
程度）を明記の上、5月11日（月・必
着）までに、〒105－8511　港区役所
産業振興課観光政策担当「観光ボラ
ンティア」係へ。 ☎3578－2552

港区環境影響調査実施要綱に基
づく事後調査報告書（供用後）
の閲覧
事業名　（仮称）21・25森ビル建替計
画
時 4月22日（水）～5月12日（火）※閉
庁時を除く
所環境課（区役所8階）、各総合支所、
みなと図書館
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2490

求人・区民委員募集
児童館非常勤職員の募集
対保育士、社会福祉士、教員の資
格がある人、学童クラブ事業等に2
年以上従事経験のある人
内（1）児童館に勤務する職員に準じ
る業務および窓口対応（2）学童クラ
ブの障害児指導および児童館に勤務
する職員に準じる業務
任用期間　6月1日～平成28年3月31

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
。



表2抽選申し込み受付期間

利用月
保養施設テレホンサービス

または
保養施設予約システム

専用はがき

7月
利用分

5月1日（金）～18日（月）
毎日午前8時～午後10時

（予約システムは
午前0時まで ）

5月1日（金）
～12日

（火・必着）

8月
利用分

6月１日（月）～18日（木）
毎日午前8時～午後10時

（予約システムは
午前0時まで ）

6月1日（月）
～12日

（金・必着）
※�7月31日から8月1日の2泊をご希望の場合は
「7月31日から2泊」として、5月にお申し込み
ください。

☎3578–2111（区役所代表） 9

みなと

記
事
中
の
表
記
に
つ
い
て　
（
特
）…
特
定
非
営
利
活
動
法
人　
（
社
福
）…
社
会
福
祉
法
人　
（
社
）…
一
般
社
団
法
人　
（
公
社
）…
公
益
社
団
法
人　
（
財
）…
一
般
財
団
法
人　
（
公
財
）…
公
益
財
団
法
人　
（
有
）…
有
限
会
社　
（
株
）…
株
式
会
社

日※一定の条件を満たした場合、更
新可能
勤務先　区立児童館等
勤務時間　週5日29時間勤務※学校
の長期休業期間は勤務時間増あり
報酬　保育士、社会福祉士、教員の
資格あり：16万1900円～20万2400円、
学童クラブ事業等に2年以上従事経
験あり：14万5700円～18万2200円※
交通費別途支給

人若干名
選書類選考後面接等※面接は、5月
中旬を予定しています。日時は書類
選考後にお知らせします。
申履歴書（写真貼付）・応募の動機
を書いた原稿用紙（400字程度）を同
封の上、郵送または直接、4月28日
（火・必着）までに、〒105－8511　
港区役所子ども家庭課子ども家庭係
「児童館非常勤担当」（区役所2階）へ。

 ☎3578－2426

指定管理者公募
港区立大平台みなと荘の指定管
理者を公募します
公募要項配布期間　4月21日（火）～5
月25日（月）
指定期間　平成28年4月1日～平成33
年3月31日

公募要項配布場所　地域振興課（区
役所3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。※詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。
問地域振興課地域振興係
 ☎3578－2532

　ご家族・グループでお気軽にご利
用ください。
対象
区民　抽選申し込みと空き室申し込
みができます。
区内在勤者　抽選後の空き室申し込
みができます。

初めて申し込む人へ　利用申し込み
には、利用者登録が必要です。抽選
申し込みの専用はがきが利用者登録
申込書を兼ねていますので、専用は
がきで登録をお申し込みください。
後日、ご自宅に利用者登録証が送ら
れます。

抽選申し込み（区民）
　抽選は、7月利用分と8月利用分に
分けて行います。表1からご希望の
施設を1つ選び、表2の受付期間内
に、保養施設テレホンサービス、保
養施設予約システムまたは専用はが
きでお申し込みください。
　抽選結果は、月末にご自宅に郵送
します。届かない場合は、JTBみなと
予約センターまでご連絡ください。
空き室申し込み（区民・区内在勤者）

表1通年・夏季借上区民保養施設一覧
期
間

場　所
（施設番号） 施設名 所在地・電話番号 料金（消費税込み） 部屋タイプ 部屋数 利用

人数大人 小人

通
年

箱根
（11）

港区立
大平台みなと荘

神奈川県足柄下郡箱根町大平台294
☎0460－86－1122

7900～
8900円 4200円

和室12畳
または和洋室
（8畳+2ベッド）

25室 2人
以上

伊東
（22） ホテル暖香園 静岡県伊東市竹の内1－3－6

☎0557－37－0011 8100円 4860円 和室10畳 4～9室 2～5人

夏　
季　
7
月
22
日（
水
）〜
8
月
30
日（
日
）　
40
日
間

伊豆稲取
（43） 稲取東海ホテル湯苑 静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1599－1

☎0557－95－2121 1万260円 8100円 和室10畳 2室

2～5人

安房鴨川
（56） 鴨川グランドホテル 千葉県鴨川市広場820

☎04－7092－2111 1万1340円 9180円 和室10畳 2室
鬼怒川温泉
（58）

鬼怒川グランドホテル
夢の季

栃木県日光市鬼怒川温泉大原1021
☎0288－77－1313 1万1340円 9180円 和室12.5畳 2室

川治
（60）

湯けむりの里
柏屋

栃木県日光市川治温泉高原62
☎0288－78－0002 9180円 4860円 和室10畳 2室

熱海
（61） ホテルニューアカオ 静岡県熱海市熱海1993－250

☎0557－82－5151 8100円 5940円 和室10畳 2室
箱根湯本
（62） 箱根路開雲 神奈川県足柄下郡箱根町湯本521

☎0460－85－6678 9180円 7020円 和室10畳
+次の間 2室

舞浜
（63）

ホテルオークラ
東京ベイ

千葉県浦安市舞浜1－8
☎047－355－3333 8000円 8000円

スーペリア
ルーム

（ツイン+エキ
ストラベッド）

2室 2～4人

石和
（64） ホテル春日居 山梨県笛吹市春日居町小松855

☎0553－20－2000 8640円
5400円
（小学生）
3240円

（4歳～未就学児）

和室10畳+
次の間5畳 2室

2～5人
犬吠埼
（66） 犬吠埼ホテル 千葉県銚子市犬吠崎9574－1

☎0479－22－8111 9180円 7020円 和室8畳+
次の間8畳 2室

※ホテルオークラ東京ベイは1泊朝食付きの料金です。その他は1泊2食付きの料金です。
※大人は12歳以上、小人は4歳以上11歳以下です。3歳以下のお子さんの添寝は無料です。
※ホテルオークラ東京ベイには大浴場はありません。
※�ホテルオークラ東京ベイは、小学6年生までのお子さんは、添寝の場合に限り朝食料金
（1550円）でご利用できます。ご利用の場合は、みなと予約センターへお申し出ください。
※ホテルニューアカオは、幼児施設使用料（2～3歳）2160円がかかります。
※入湯税は含まれていません。宿泊施設でのお支払いになります。
※部屋タイプは、状況により変わることがあります。
※大平台みなと荘の利用料金は、1部屋の利用人数により異なります。
※�ホテル暖香園の利用料金は、夏季保養施設開設期間中（7月22日（水）～8月30日（日））の
料金です。他の時期の料金は、お問い合わせください。
※ホテル暖香園の室数は、曜日により異なります。
※�ご利用希望の月に抽選申し込みができるのは、通年・夏季施設を含めてひとつだけです。
※1申込みにつき、2泊（連泊）まで予約できます。
※�保養所利用手帳が利用できる施設は、大平台みなと荘とホテル暖香園です（土・日曜は
利用不可）。

夏季区民保養施設等のご案内
　利用希望日の1カ月前の同日から
保養施設テレホンサービス、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。
受付時間
区民保養施設テレホンサービス
毎日午前8時～午後10時
 ☎6268－8250
区民保養施設予約システム
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
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
JTBみなと予約センター
平日（土・日曜、祝日を除く）
午前10時30分～午後6時30分
 ☎3504－3590
ご注意ください
（1）申し込み代表者（本人）が行かな
い場合は利用できません。必ず申し
込み代表者（本人）を含むグループで
ご利用ください。
（2）各月の抽選は、同一世帯・同一グ
ループにつき1施設のみ申し込むこ
とができます。複数の申し込みは無
効となりますのでご注意ください。
（3）区民保養所利用手帳を利用する
時は、本人確認の書類が必要です。確
認できない場合は減額できません。
詳しくは、お問い合わせください。
専用はがきとパンフレットの配布
　各総合支所区民課、各区民センタ
ー、JTB新橋・赤坂支店にあります。
専用直行バスをご利用ください
　大平台みなと荘への専用直行バス
を運行しています。詳しくは、お問
い合わせください。
申し込み・問い合わせ
大平台みなと荘 ☎0460－86－1122

○登録・利用・申し込みについて
JTBみなと予約センター
※窓口はありません ☎3504－3590
○区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

　区内で活動している音楽愛好家の
皆さんの演奏を発表する機会づくり
と、区民の皆さんが気軽にさまざま
な音楽に親しめる環境づくりを目的
として、区役所1階ロビーで開催する
コンサートの出演者を募集します。

対象　原則として区内在住・在勤・在
学の音楽愛好家または音楽家で、合
唱や楽器の演奏等ができる人。また
出演決定後の個別打ち合わせで平日
日中30分程度区役所へ来ることがで
きる人（プロ・アマチュアの別不問）
募集ジャンル　合唱・アコースティ
ックギター・木管楽器・弦楽器・
琴・ハンドベル等
※ バンド形態（ドラムス・エレキギ
ター等の構成）や、太鼓・金管楽
器等の大きな音のする楽器はお申

し込みいただけません。詳しく
は、お問い合わせください。
開催候補日　（1）6月24日（水）または
25日（木）（2）7月28日（火）または29日
（水）（3）8月18日（火）・9月29日（火）
または30日（水）（4）10月27日（火）ま
たは28日（水）（5）11月25日（水）また
は26日（木）
申し込み　郵送で、5月27日（水・必
着）までに、申込用紙・写真（メンバ
ー全員が写っているもの）・演奏音
源（CD等）を同封の上、地域振興課

文化芸術振興係へ。
※ 申込用紙は、港区ホームページか
らダウンロードもできます。

注意事項　交通費含め全て無報酬で
す。コンサート時の営利活動は禁止
とします。応募者多数の場合、選考
となります。

〒105－8511　港区役所地域振興
課文化芸術振興係 ☎3578－2343

送付先・問い合わせ

港区役所
ロビーコンサート

出演者募集

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
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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。

May

5
日 月 火 水 木 金 土

	 	 	 	 	 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

青山児童館
白金台児童館
台場児童館
麻布子ども中高生プラザ
赤坂子ども中高生プラザ

高輪子ども中高生プラザ
港南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
障害保健福祉センター
港区スポーツセンター

☎3443－1555
☎3450－9576
☎5443－7338
☎5439－2511
☎3452－4151

時間、ところ欄にある（　）は、それぞれ開場時間、定員をあらわしています。定員を超えた場合、入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。

とき 内容 時間 ところ とき 内容 時間 ところ

☎3404－5874
☎3444－1899
☎5500－2363
☎5447－0611
☎5561－7830

扱ブックスタート事業
区内にお住まいの赤ちゃん（1歳の誕生日まで）と保護者が対象です。絵本をお渡しし、1人15
分程度ブックスタートの説明をします（赤ちゃん1人につき1回）。母子健康手帳を持って最寄り
の会場へお越しください。みなと保健所の「うさちゃんくらぶ」に参加する人は除きます。

魅力発見！

みなと史跡探訪みなと史跡探訪
魅力発見！

　「ふらんすへ行きたしと思へども／ふらんすはあ
まりに遠し」「私は母の為

た

めならば、如
い

何
か

な寒い日
にも、竹屋の渡しを渡って、江戸名物の桜餅を買
って来ませう」。このように、明治12（1879）年か
ら昭和34（1959）年という激動の時代を生きた永
井荷風は、新しく流入した西洋文化への憧れと、消
えゆく江戸文化への慕

した

わしさを、耽
たん

美
び

的な作品に昇華させています。その代表作「つ
ゆのあとさき」「ひかげの花」「墨東綺譚」等は港区で生み出されたものです。
　エリート官僚の家に生まれた永井は、父の要望で渡米し銀行等に勤めますが長続き
せず、かねて切望していたフランス行きを決めます。クラシック音楽やフランス文学
を堪能して帰国した後、慶應義塾大学文学部の教授に就任、フランス語等を教える一
方、雑誌「三田文学」を創刊する等、幅広く活動します。半面、私生活の奔放さから周
囲との軋

あつ

轢
れき

が生じ、「三田文学」の運営でも大学側と対立する等、公私共にトラブルが
続き、ついに大学を辞職、麻布市兵衛町（現六本木1－6）で隠

いん

遁
とん

生活に入ります。こ
この住居は障子・襖

ふすま

・畳がなく、広い台所の洋風建物でペンキ塗りだったことから、
永井は「偏奇館」と名付けました。「偏」や「奇」という漢字を当てたあたりに、偏屈者と
自認していた永井の人柄がうかがえます。
　「冀

ねがわ

くば来りてわが門を敲
たた

くことなかれ／われ一人住むといへど……思い出の夢の
かずかず限り知られず」と永井は、誰に訪ねられることも望まず一人過去の夢を思い
返して生きるという孤高の暮らしを、偏奇館で楽しみました。大正12（1923）年の関
東大震災では、幸い大した被害を受けずに済みましたが、昭和20（1945）年3月10日
の東京大空襲で偏奇館は焼失、長年集めた蔵書も失いました。以降、永井は港区に生
活の拠点を置くことはありませんでしたが、偏奇館での暮らしは26年に及び、生涯
で最も長く定住した場所になりました。

13

港区ゆかりの文人たち⑥

「永井荷風」
六本木1－6　偏奇館跡

荷風が大学を辞職し、隠遁生
活を送った偏奇館の跡地

�
　ナミビア共和国はアフリカ大陸の南
西部にあり、日本の約2.2倍の広さを
持つ国で、人口は約228万人。公用語
は英語ですが、アフリカーンスという
オランダ系の言語も広く話され、各部
族の言語は14以上存在します。主な宗
教はキリスト教や伝統宗教です。国土
は乾燥帯に属し、沿岸部には世界最古
の砂漠といわれ、世界自然遺産に登録
されているナミブ砂漠を有しています。
主要産業は金、ウラン、ダイヤモンド
等鉱業で、観光業も盛んです。
　｢わが国は治安がよく、飛行機による
交通網も整備されていて、観光にうっ

てつけです。西部の大西洋岸では砂漠
と海が接する珍しい風景を見られます
し、中央部の首都ウィントフックには、
ドイツの植民地時代に築かれたヨーロ
ピアンスタイルの街並みが残っていま
す。果物や野菜は有機栽培でおいしい
ですし、マグロやロブスターといった
海の幸も採れます｣と、大使館のムネ
ニ・シウェダさんは母国の魅力を語り
ます。
　特にお勧めしたい観光としてサファ
リツアーを挙げてくれました。「わが国
には絶滅が危惧されているチーターを
はじめ、ゾウやカバ、キリン、フラミ
ンゴ等ありとあらゆる動物が、厳重に
保護されて生息しています。角が見事
なオリックスは強さや勇気を象徴する
動物として、国章の意匠にもなってい
ます」と教えてくれました。「都会に住
んでいる港区の皆さんにとって、わが
国の広大な平野は最高にリラックスで
きる環境になりますよ。ぜひ、いらし
てください」
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さまざまな動物を見る
ことができる「サファリ
ツアー」はお勧め

ナミビア共和国

2
（土）

◉映画会「世界遺産 平泉 金色堂の謎を追う」 午後2時～2時50分（午後1時30分）高輪図書館（40人）

◉G.W.映画会「江戸ゆかりの家の芸 坂東三津五郎」午後2時～4時（午後1時30分）赤坂図書館（30人）

3
（日·祝）

◉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

◉ブックスタート　扱 午前10時30分～11時30分 みなと図書館

◉映画会「野ばら」 午後2時～3時30分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

5
（火·祝）

◉子どもの日映画会
　「チップとデール　リスの山小屋合戦」

午前10時30分～11時30分
（午前10時） 港南図書館（45人）

6
（水·振休）

◉おやこシアター
　「忍たま乱太郎　忍術学園全員出動！の段」

午後3時～4時20分
（午後2時30分） みなと図書館（90人）

9
（土）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

◉ブックスタート　扱 午前10時30分～11時30分 高輪図書館

◉ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
　「おかあさん」他 午前11時 みなと図書館

◉きしゃポッポおはなし会 午後2時 高輪図書館

◉映画会「ルイ・ブラス」 午後2時～3時40分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

10
（日）

◉おやこシアター「もうひとつのどうぶつえん 
　絶滅動物（ゼツメツドウブツ）ものがたり」

午後2時～3時15分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

◉映画会「恍惚の人」 午後2時～3時45分（午後1時30分）みなと図書館（90人）

11
（月）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 白金台児童館

◉ブックスタート　扱 午後2時～3時 麻布図書館

12
（火）

◉ブックスタート　扱 午後1時30分～2時30分 台場分室多目的室

◉おはなし会「おかあさん」他 午後2時40分 台場分室多目的室

13
（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「こぎつねコンチとおかあさん」他 午後2時30分 港南図書館

◉おはなし会「ちっちゃなしろうさぎ」他 午後3時 赤坂図書館

14
（木）

◉DVDシアター「プロフェッショナル
　仕事の流儀」第14回

正午～午後1時
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

15
（金）◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 港南子ども中高生プラザ

16
（土）

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

◉ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
　「このにおいなんのにおい」他 午前11時 みなと図書館

16
（土）

◉映画会「五月のミル」 午後2時～3時50分（午後1時30分）赤坂図書館（35人）

◉おはなし会「くれよんのくろくん」他 午後3時 みなと図書館

17
（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「しりとりのだいすきなおうさま」他 午後2時30分 麻布図書館

19
（火）

◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 台場児童館

◉ブックスタート　扱 午後1時～2時 高輪図書館分室

20
（水）

◉プレママおはなし会 午前10時～11時 麻布図書館

◉ブックスタート　扱 午前10時30分～11時30分 赤坂図書館

◉ミュージックシアター「ザ・スピナーズ ライブ」午後2時～3時40分（午後1時30分）みなと図書館（90人）

21
（木）◉おもちゃの病院（最終受付：午後2時30分） 午前10時～午後3時 高輪子ども中高生プラザ

22
（金）◉映画会「マルタの鷹」 午後2時～3時40分（午後1時30分）高輪図書館（40人）

23
（土）

◉みなとシネクラブ「サラの鍵」 午後1時30分～3時45分頃（午後1時）みなと図書館（90人）

◉おはなし会「3じのおちゃにきてください」他 午後2時 赤坂図書館

◉きしゃポッポおはなし会 午後2時30分 麻布図書館

24
（日）

◉ちいさなおはなし会「おひるねけん」 午前11時 高輪図書館

◉映画会「宮城野」 午後2時～3時20分（午後1時30分）三田図書館（60人）

26
（火）

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

◉おはなし会「ぼく」他 午前11時 高輪図書館分室

27
（水）

◉おやこおはなし会「だあれだ」他 午前10時30分 港南図書館

◉ブックスタート　扱 午後3時15分～4時 港南図書館

28
（木）

◉おはなし会「おべんとどうぞ」他 午前10時30分 三田図書館

◉ブックスタート　扱 午前11時～正午 三田図書館

29
（金）

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

◉DVDシアター「それでも生きる子供たちへ」 午後5時30分～7時40分（午後5時）麻布図書館（30人）

31
（日）◉映画会「ピーウィーの大冒険」 午後2時～3時35分（午後1時30分）高輪図書館（40人）




