
地域振興課文化芸術振興係　　　　　　　　 　☎3578－2343問い合わせ

期間中は、区内の
ミュージアムを巡る

ミナコレ賞
作品募集
ミナコレ賞
作品募集

伊藤忠青山アートスクエア  期間限定ドリンク伊藤忠青山アートスクエア  期間限定ドリンク

　伊藤忠青山アートスクエアの併設カフェでは、今夏
のミナコレのテーマ「カーニバル」に合わせ、リオの
カーニバルが有名なブラジルの国旗の色のブラジリア
ンソーダを販売します（8月27日（土）まで）。

　　　　　　　

　アートに出会えた感動や新たな発見を、作品で表現し応募しま
しょう。どなたでも参加できます。作文、絵、川柳、俳句、短歌、詩、

漫画のジャンルで募集します。優秀作品には、賞状とプレゼントが贈られます。
　応募方法等詳しくは、港区ホームページをご覧ください。

期間中は、区内の中は、区期間中 区内の期間中は、区内の
ミュージアムを巡るジアムミュージ ムを巡るミュージアムを巡る

参加方法
　パンフレットとスタンプラリーカードをミナ
コレ参加館や区の施設で入手しましょう。
　スタンプを規定数以上集めるとミナコレの
オリジナルグッズがもらえます。

30ニコンミュージアム
31東京海洋大学マリン
　サイエンスミュージアム
　（水産資料館）

●スタンプラリーカードは1人1枚です。
●スタンプラリーカードをコピーした用紙を使用
することはできません。
●展示を見ないでスタンプを押すことはできま
せん。
●施設によっては入館料が必要です。
●休館日にはスタンプを押すことはできません。
●スタンプラリーカード、オリジナルグッズともに、
なくなり次第終了となります。
●1枚のカードで入手できるオリジナルグッズは
各1種類までです。

ルール

参加館一覧
※はスタンプラリー対象外です。イベントや展示会のみ開催します。

青山エリア 

赤坂・六本木エリア

新橋・虎の門・芝エリア 

白金台・高輪エリア

芝浦港南エリア

❶TEPIA 先端技術館
❷伊藤忠青山アートスクエア
❸根津美術館※
❹岡本太郎記念館
❺伊勢半本店 紅ミュージアム

❻TOTOギャラリー・間
❼国立新美術館
❽21_21 DESIGN SIGHT
❾サントリー美術館
10東京ミッドタウン・
　デザインハブ※
11フジフイルム スクエア
12森美術館
13東京都立中央図書館

14外務省外交史料館※
15菊池寛実記念 智美術館
16NHK放送博物館
17旧新橋停車場鉄道歴史展示室※
18パナソニック 汐留ミュージアム
19アド・ミュージアム東京
20共同通信社ニュースアート＆パークホテル東京
21港区立港郷土資料館
22慶應義塾大学アート・センター※

23松岡美術館
24国立科学博物館
　附属自然教育園
25東京都庭園美術館
26畠山記念館
27（公財)味の素
　食の文化センター
28物流博物館
29アクアパーク品川※

　　
　（水産資料館）

※

詳しくは、パンフレットや
港区ホームページを
ご覧ください。

二次元バーコード

参加方法 参加館 覧

スタンプラリーに参加してオリジナルグッズをゲットしよう

※画像はイメージです。
　実際とは異なる場合があります。

ポータブルごみ袋ケース
（スタンプ3つ）

スタンドポーチ
（スタンプ6つ）

青山一丁目駅青山一丁目駅 赤坂見附駅赤坂見附駅

赤坂駅赤坂駅

溜池山王駅溜池山王駅

虎ノ門駅虎ノ門駅

新橋駅新橋駅

汐留駅汐留駅御成門駅御成門駅

神谷町駅神谷町駅

大門駅大門駅
浜松町駅浜松町駅

竹芝駅竹芝駅

日の出駅日の出駅

芝浦ふ頭駅芝浦ふ頭駅

田町駅田町駅

三田駅三田駅

芝公園駅芝公園駅

赤羽橋駅赤羽橋駅

麻布十番駅麻布十番駅

白金高輪駅白金高輪駅

広尾駅広尾駅

表参道駅表参道駅

外苑前駅外苑前駅

乃木坂駅乃木坂駅

六本木駅六本木駅
六本木一丁目駅六本木一丁目駅

泉岳寺駅泉岳寺駅

高輪台駅高輪台駅

白金台駅白金台駅

品川駅品川駅

ミナコレ（MINATO
COLLECTION）とは

　区と区内にあるミュージアムが
連携してイベントを集中開催する
プログラムです。たくさんのミュー
ジアムを巡って、古今東西のさまざ
まなアートや文化、現代の先端技
術等、数々のコレクションと魅力的
なイベントをお楽しみください。

3578-2111
（区役所代表）

FAX 3578-2034
（区長室広報係）

http://www.city.minato.tokyo.jp
赤 坂 地 区 5413-7011㈹
高 輪 地 区 5421-7611㈹
芝浦港南地区 3456-4151㈹
台 場 分 室 5500-2365

発行／港区　毎月１・11・21日　発行部数120,000部　編集／企画経営部区長室　〒105-8511　港区芝公園1-5-25

各総合支所・分室連絡先

芝 地 区 3578-3111㈹
麻布地区 3583-4151㈹

平成28年
(2016年) 7.21

No.1985

◆ 「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。

「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。

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

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催まであと4年に迫りました。オリンピック・パラリンピックは
スポーツの祭典であるとともに、平和と文化の祭典です。区ではミナコレを通して、文化の気運醸成と周知に取り組みます。

開催期間

7月21日 ▼ 8月31日木 水

文化芸術のカーニバル！
さぁミナコレで心おどる発見を。
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芝浦港南地区総合支所1階  芝浦1-16-1

麻布地区総合支所3階  六本木5-16-45 赤坂地区総合支所2階  赤坂4-18-13

台場分室1階会議室  台場1-5-1　 高輪地区総合支所4階  高輪1-16-25

芝地区総合支所（港区役所）1階 芝公園1-5-25

世界貿易
センタービル
世界貿易
センタービル

大門交差点大門交差点

地下鉄
大門駅
地下鉄
大門駅

慶応義塾大学
薬学部
慶応義塾大学
薬学部

地下鉄御成門駅地下鉄御成門駅

芝公園
郵便局

高松
中学校
高松
中学校

（ちぃばす）（ちぃばす）

東
工
大
附
属
科
学
技
術
高
校

芝浦一丁目
（ちぃばす）

愛育病院愛育病院東京
モノレール

東京
モノレール

（みなとパーク芝浦）

台場

芝浦ふ頭
芝浦ふ頭

（台場コミュニティーぷらざ内）

高輪子ども
中高生プラザ
高輪子ども
中高生プラザ

7月15日(金)～7月30日（土） 7月23日(土)～7月30日(土) 7月23日(土)～7月30日(土)

7月23日(土)～7月30日(土) 7月23日(土)～7月30日(土) 7月23日(土)～7月30日(土)

期 日 前 投 票 所 一 覧

田町駅東口田町駅東口

東京都知事選挙
18歳から投票できます

投票日 7月31日（日）　投票時間 午前7時～午後8時
Licensed by

TOKYO TOWER

港区で投票できる人
次の要件に該当する人は、選挙人名簿に登録さ
れ、投票することができます
年齢　平成10年8月1日以前に生まれた人
住所　（1）平成28年4月13日までに港区に転入届出
をし、7月13日現在、引き続き港区に住んでいる
（住民基本台帳に登録されている）人
（2）3月15日以降に港区から都内の他区市町村に転
出した人で、転出前に引き続き3カ月以上港区の
住民基本台帳に登録されていた人
※ 投票日当日までに、都外へ転出した人は投票で
きません。

区外から転入した人は
　平成28年4月14日以降に港区へ転入届出をした
人は、港区では投票できません。前住所地が都内
の人は、前住所地で投票できる場合がありますの
で、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせく
ださい。前住所地で投票する際は、港区発行の住
民票（選挙用として無料で発行します）をご用意く
ださい。手続きのための時間が短くなります。
区外へ転出した人は
　平成28年3月15日以降に都内の他区市町村へ転
出した人で、新住所地の選挙人名簿に登録されて
いない人は、港区に登録があれば港区で投票する
ことになります。その際には、新住所地発行の住
民票（選挙用として無料で発行します）をご用意く
ださい。手続きのための時間が短くなります。
　ただし、都内で2回以上移転した人や、都外へ
転出した人は投票できませんのでご注意くださ
い。
※ いずれの場合も、あらかじめ港区または前住所
地の選挙管理委員会に確認してください。

区内で転居した人は
　7月1日以降に区内（管内）転居の届出をした人
は、前住所地の投票所で投票してください。
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」が届いている場合は、お持
ちください。投票所入場整理券の裏面に印刷され
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。
投票ができる場所・期間・時間
（1）芝地区総合支所（港区役所）：7月15日（金）～30
日（土）
（2）麻布・赤坂・高輪・芝浦港南地区総合支所お
よび台場分室：7月23日（土）～30日（土）
※時間はいずれも午前8時30分～午後8時です。
※ 場所によって開設期間が異なりますので、ご注
意ください。
候補者を知るには
　選挙公報は、都ホームページ
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/
からご覧になれます。
　区の施設や一部都営地下鉄の駅にも配置します
ので、ご利用ください。
　公営ポスター掲示場は、区内305カ所に設けて
います。
即日開票します
　投票日当日の午後8時40分から港区スポーツセ
ンターで開票します。
　開票結果は、都ホームページをご覧ください。

選挙管理委員会事務局 ☎3578－2766～9
問い合わせ

　区は、区に寄せられる「区民の声（意見・提案
等）」に迅速に対応し、より区民に信頼される区
政への実現に向けて、広聴制度の充実・強化を
図っています。その取り組みの一つとして、
「区民の声センター」を開設しています。
　「区民の声センター」では、来訪、電話等によ
り、「区民の声（意見・提案等）」をお聴きしてい
ます（英語対応可）。
　また、港区コールセンター（みなとコール）で
は、区の手続きや施設の案内、区の事業の申し
込み受け付け等を日本語と英語で行っていま
す。
※ 区は、開かれた透明性の高い区政および区民
参画の推進を図るため、いただいた区民の声
と区の対応・考え方の要旨を港区ホームペー
ジ等で原則として公表しています（個人情報
に関する内容等を除く）。

区民の声センター
とき　午前8時30分～午後5時15分（土・日曜、
祝日、年末年始を除く）
ところ　区役所3階区民相談室内および1階総合
案内横相談スペース
電話番号　☎3578－2054
港区コールセンター（みなとコール）
とき　午前7時～午後11時（年中無休）
電話番号　☎5472－3710
Ｅメール　 info@minato.call-center.jp

区長室広聴担当 ☎3578－2050～2
問い合わせ

「区民の声
センター」を
ご利用ください

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

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

港区役所本庁舎・芝地区
総合支所の大規模改修工
事を行っています
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出典：「熱中症環境保健マニュアル2014」(環境省)を加工して作成
       http://www.wbgt.env.go.jp/heatstroke_manual.php

涼しいところで一休み。冷やした水
分・塩分を補給しましょう。誰かがつ
いて見守り、良くならなければ、病
院へ。

涼しいところで一休み。冷やした水
分・塩分を補給しましょう。誰かがつ
いて見守り、良くならなければ、病
院へ。

Ⅰ度の処置に加え、衣類を緩め、体を
積極的に冷やしましょう。
Ⅰ度の処置に加え、衣類を緩め、体を
積極的に冷やしましょう。

このような症状があれば…

手足がしびれる

めまい、立ちくらみがある

筋肉のこむら返りがある（痛い）

気分が悪い、ボーっとする

頭ががんがんする（頭痛）

吐き気がする・吐く

体がだるい（倦怠感）

意識が何となくおかしい

意識がない

体がひきつける（けいれん）

呼び掛けに対し返事がおかしい

真っすぐに歩けない・走れない

体が熱い

少しでも意識がおか
しい場合には、Ⅱ度
以上と判断し、
病院へ搬送して
ください。

　熱中症は、梅雨明け後の体がまだ
暑さに慣れていない時期や暑さの厳
しい時期に急増します。高齢者、乳
幼児、病気等で体力が低下している
人は特に注意が必要です。
　熱中症の予防のポイントと応急処
置のポイントを知り、暑い時期を上
手に過ごしましょう。
予防のポイント
　熱中症は室内でも多く発生しま
す。室温28度、湿度が70パーセント
を超える時はエアコン等の空調が必
要です。特に気温が体温を超えるよ
うな暑さのときは、扇風機だけでは
逆効果です。エアコンを積極的に利
用しましょう。
　予防のためには、暑くなる前から

バランスのよい食事を心掛け、定期
的な運動を行って汗をかきやすい体
づくりをしておくことが大切です。
　暑い時期になったら、高温多湿を
避ける工夫をし、小まめに水分補給
をします。汗をたくさんかいたとき
は、イオン飲料（スポーツドリンク
等）で十分な水分と塩分（電解質）を
摂取しましょう。食塩水（水1リット
ルに1～2グラムの食塩）も有効です。
持病のある人は、事前に主治医に相
談しておきましょう。
症状と対策（図参照）
　熱中症は急激に症状が進みます。
自力で水分が取れないときや症状が
改善しないときは、すぐに受診しま
しょう。自力で受診できない場合

は、ためらわず救急車を呼びましょ
う（救急車を呼ぶか迷うときは♯
7119番へ）。
区の取り組み
　区では、熱中症を予防するため、
次のような対策を行っています。
実施期間
　9月30日（金）まで
※ 気象状況等により期間を変更する
場合があります。
一時休憩場所等の設置（表1参照）　
　暑さを避けるために、区の施設に
一時休憩場所等を設置しています。
　熱中症予防のため、お気軽にご利
用ください。
熱中症注意情報の発信（表2参照）
　区民の皆さんに、熱中症予防に関

する注意情報を発信します。
熱中症予防情報サイト（環境省）
　暑さ指数の予測値、個人向けのメ
ール配信サービス等、熱中症予防に
役立つ情報が掲載されています。
http://www.wbgt.env.go.jp/

○熱中症について
健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083
環境課環境政策係 ☎3578－2506
○区の取り組みについて
防災課危機管理担当 ☎3578－2515

問い合わせ

表1 一時休憩場所等設置施設
施設 時間

区役所・各総合支所 午前8時30分～午後5時
（閉庁日を除く）

各区民センター 午前9時～午後9時30分

各いきいきプラザ・
児童高齢者交流プラザ

午後5時～8時
（日曜を除く）

表2 熱中症注意情報の発信
広報媒体 内容 確認・登録方法

港区ホームページ
･Twitter･Facebook・
区有施設等に設置
したモニター（デジ
タルサイネージ）

気象庁から高温注
意情報が発表され
た場合に、注意情報
を配信します。

詳しくは、港区ホ
ームページをご覧
ください。

防災情報メール
気象庁から高温注
意情報が発表され
た場合に、注意情報
を配信します。

次のメールアドレ
スに空メールを送
信してください。
メールアドレス：
kumin@bousai.city.
minato.tokyo.jp
詳しくは、5面をご
覧ください。

防災行政無線

気象庁から高温注
意情報が発表され
た場合に、注意情報
を午前10時に放送
します。

防災行政無線放送
内容確認電話
   ☎5401－0742

※ また、児童施設災害時等緊急メール配信サービスでも、注
意情報を配信します。

　デング熱だけでなく、平成28年は中南米等
でジカ熱が流行しています。ブラジルでリオ
デジャネイロ2016オリンピック・パラリンピ
ックが開催されることにより渡航者が増加す
ることが予想されるため、ジカ熱にも注意し
ましょう。
デング熱・ジカ熱とは
　デング熱とは、デングウイルスに感染して
起こる急性の熱性感染症で、発熱、頭痛、筋
肉痛や皮膚の発疹等が主な症状です。
　ジカ熱とは、ジカウイルスによっておこる
感染症で、微熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、皮膚の
発疹、目の結膜の充血等が主な症状です。
　デング熱もジカ熱も、ウイルスに感染した

患者から血を吸った蚊（ヒトスジシマカ）が媒
介して他の人に感染が広がる病気です。
予防のポイント（表3参照）
　デング熱やジカ熱を予防するためには、デ
ング熱等を媒介する蚊の繁殖や虫刺されを防
ぐ必要があります。
区の対策（表4参照）
　区では、デング熱やジカ熱を予防するため
の対策を実施しています。
　実施期間は10月までです（デング熱等の発
生状況等により期間を変更する場合がありま
す）。
　デング熱等を予防するためには、皆さんの
ご協力が大切です。よろしくお願いします。

熱中症に注意しましょう

表3 予防のポイント
項目 内容

蚊の繁殖防止
○蚊の発生源となる水たまりの排除
　●水たまりが発生しやすい場所等の例
　　 植木鉢の皿、屋外に放置された空きビン・缶、

ペットボトル、じょうろ等

虫刺され防止
○外出するときは、肌の露出をできるだけ避ける。
○虫よけ剤を適切に使用する。
○ 蚊が室内に入らないよう戸や窓の開け閉めを減
らし、網戸やエアコンを使用する。

表4 区の対策
項目 内容

蚊の繁殖防止

○ 区立公園におけるデング熱・ジカ熱媒介蚊の定
期採取調査とウイルス保有検査
○ 道路、公園、学校敷地内における蚊の発生源対策
の徹底（雨水マスへの薬剤投入）
○区有施設における水たまりの排除

防災課危機管理担当 ☎3578－2515
問い合わせ

デング熱やジカ熱に
気を付けましょう

図 熱中症の症状と対策

7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  港区タグラグビー大会、消費生活展、男女平等参画フェスタinリーブラ、区立小学校紹介（赤羽小学校）、子育て支援施設ガイド（飯倉学童クラブ）
放送期間  7月21日(木)～31日(日)
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。

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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食品会社の管理栄養士による
健康栄養セミナー「バランス
のよい食事と運動で、ロコモ&
低栄養を予防！お土産付き」
対おおむね50歳以上の区民
時 8月20日（土）午前10時30分～11
時30分
所三田いきいきプラザ
人 35人（抽選）
申電話または直接、8月5日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

プリザーブドフラワーを使っ
たフラワーアレンジメント講
座
　季節に合った作品を毎月1つ作
ります。毎回おしゃれな花器が付
きます。
対 60歳以上の区民
時 8月24日、9月28日、10月19日、11
月16日（水・全4回）午後2時～4時
所豊岡いきいきプラザ
人 20人（抽選）
費用　各2000円（材料費）
持ち物　はさみ、持ち帰り袋（20

×25×3センチ以上）
申電話または直接、8月12日（金）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

もしもの時の防災講座
　震災に対して、必要な備えや、
災害が起きた時に知っておくとよ
いことをお話する講座です。
対 60歳以上の区民
時 8月22日（月）午後10時～11時30
分
所豊岡いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、8月12日（金）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

男のヨガ教室
　女性参加可コースも同時募集し
ます。
対 60歳以上の区民
時 8月10日～10月12日（9月21日を
除く毎週水曜・全9回）午前10時30
分～11時30分、8月11日～10月13
日（9月22日を除く毎週木曜・全9
回）午前9時15分～10時15分
所高輪いきいきプラザ
人 6人（抽選）
申電話または直接、7月30日（土）
までに、高輪いきいきプラザへ。

※当選者のみ、8月2日（火）に電話
連絡します。 ☎3449－1643

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 8月23・24日（火・水）
所港南いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、7月30日（土）午後5時
までに、港南いきいきプラザへ。
 ☎3450－9915

転倒・骨折の予防「バランス
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）8月10日～12月7日（10月12
日、11月23日を除く毎週水曜・全
16回）午前10時～11時30分（2）8月5
日～11月25日（8月12日を除く毎週
金曜・全16回）午前10時～11時30
分（3）8月5日～11月18日（毎週金
曜・全16回）午前10時～11時30分
（4）8月16日～11月29日（毎週火
曜・全16回）午後2時～3時30分
所（1）飯倉いきいきプラザ（2）青
南いきいきプラザ（3）港南いきい
きプラザ（4）介護予防総合センタ
ー

人（1）（2）8人（3）（4）10人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

マシントレーニングと口
こ う

腔
く う

機
能・栄養改善講話の「まるご
と元気運動講座」
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 8月31日～12月3日（11月9・19
日を除く毎週水・土曜、全26回）
午後2時～4時
所介護予防総合センター
人 12人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。 ☎欄外参照

平成28年度介護保険負担割合
証を送付します
　介護認定を受けている人および
介護予防・生活支援サービス事業
対象者に、介護サービスを利用す
るときにサービス事業者に支払う
負担割合を記載した負担割合証を
発送します。
　負担割合証は黄色の証で、ピン
ク色の封筒に入れて発送します。
発送予定日　7月25日（月）
問介護保険課介護給付係
　 ☎3578－2876

どのような「まちへの想い」を抱いて
いますか
　皆さんは、自分の住むまちにどん
な想いを抱いていますか。どんなと
ころを次世代に残していきたいです
か。これからどんなまちにしたいで
すか。

 

 

花を植えたり、
きれいなまちに
したい

沿道のデザイン
が統一されたま
ちにしたい

「まちへの想い」の例

ステップを踏んで「まちへの想い」を
実現しましょう
　「まちへの想い」を形にする、まち
づくりの主体は、地域の皆さんで
す。
　区は、地域で進めるまちづくりを
応援するため、「港区まちづくり条
例」で段階的なまちづくりの進め方
を制度化しています。
ステップ1 まちについて考える
　まちの環境をより良くするため
に、地域の皆さんで勉強会を行う等
の自主的な活動を行います。
ステップ2 活動の輪を広げる
　一緒に活動に取り組む仲間の輪を
広げます。仲間で「まちづくり組織」

をつくり、区に登録します。
ステップ3 将来像を共有する
　まちづくり組織が、対象区域のま
ちづくりの理念や将来像をまとめ、
その区域に住む皆さんと考え方を共
有し、区に「地区まちづくりビジョ
ン」として登録します。
ステップ4 まちのルールを作る
　地区まちづくりビジョンを登録し
たまちづくり組織が、区域内の土地
所有者等とともに、まちづくりの取
り決めである「地区まちづくりルー
ル」を決め、区の認定を受けます。
ステップ5 まちづくりを実践する
　地区まちづくりルールに基づき、
まちづくりを具体的に実践します。
より効果的に進めるため、都市計画
法による手法を使うこともできま
す。
活動に対する区の支援があります
　区では、まちづくり組織の合意形
成に向けて次の支援を行います。
●まちづくりに関する相談
●出前講座の実施
●コンサルタントの派遣
●地域情報誌等でのまちづくり活動
のPR
●まちづくり活動助成金の交付　等
既に、区内各所で組織が登録され、
活動を進めています
　区内では、多くの「まちづくり組
織」が登録され、意見交換や情報共

有が行われています。また、既に制
度を活用して「地区まちづくりビジ
ョン」や「地区まちづくりルール」を
作成している組織もあります。
皆さんも取り組みませんか
　「港区まちづくり条例」を活用した

まちづくりについて興味を持った人
は、ぜひお問い合わせください。な
お、詳しい内容を掲載したパンフレ
ットや、登録されているビジョン・
ルールは、各総合支所協働推進課ま
たは港区ホームページにてご覧にな
れます。

各総合支所協働推進課まちづくり
推進担当 ☎欄外参照
開発指導課街づくり担当
 ☎3578－2231

問い合わせ

地域の皆さんで
　まちづくりに取り組みませんか

港区青山通り協議会 赤坂通りまちづくりの会

六本木三丁目東地区
まちづくり協議会

麻布十番商店街地区
交通環境改善
まちづくり協議会

芝一丁目まちづくり
協議会

白金高輪駅前東地区
まちづくり協議会泉岳寺と参道周辺

まちづくり協議会

白金高輪駅前地区
まちづくり協議会

白金一丁目北地区
再開発研究会

西麻布三丁目北東地区
まちづくり協議会

地区まちづくりビジョンが
登録された地区

まちづくり組織が
登録された地区

地区まちづくりルールが
認定された地区

◆各総合支所協働推進課まちづくり推進担当◆　芝地区☎3578－3104　麻布地区☎5114－8815　赤坂地区☎5413－7038　高輪地区☎5421－7664
芝浦港南地区☎6400－0017
◆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

まちづくり組織活動区域図
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防災情報等を
電子メールで配信します

　区は、区有施設等にデジタルサイネ
ージ（電子掲示板）を配置し、区民や在
勤者、観光客等に対して、効果的に区
政情報を発信するための環境を整備し
ています。
　配信する情報は、デジタルサイネー
ジの設置場所や状況に合わせていま
す。
発信している情報
平常時
◦行政サービス情報
◦広報番組等の動画
●イベント情報
●ニュースや天気　
等
緊急時および災害時
●区内の不審者情報等、生活の安全に
関する情報
●地震、風水害等の防災情報
●光化学スモッグ情報
●その他緊急情報　等
※ 緊急・災害情報は、日本語・英語・
中国語・ハングルの4カ国語で配信
しています。

設置場所
　各総合支所・台場分室、さんぽーと港
南、各いきいきプラザ、芝浦アイラン

　災害への備えは、正確な情報
を、いち早く知ることが大切で
す。
　港区防災情報メールでは、河川
の水位情報や雨量情報等、身近に
迫っている緊急情報を配信しま
す。ぜひご登録ください。
配信情報
（1）雨量情報
（2）水位情報
（3）地震情報
（4）気象注意報・警報
（5）津波情報
（6）国民保護情報
（7）防災気象情報（土砂災害警戒情
報、記録的短時間大雨情報、古
川・渋谷川の洪水予報、竜巻注意
情報、火山情報）
（8）その他緊急情報
※（1）～（7）に該当しない内容で、
登録者の皆さんにお伝えするべ
き情報を発信します。
その他緊急情報の例
●避難に関する情報（避難指示、
避難勧告、避難準備情報）
●避難所、台風等の不安から自主
的に避難する人の避難施設の開
設・閉鎖に関する情報
●熱中症に対する注意情報
登録方法
（1）次のアドレスに空メールを送
信してください。
kumin@bousai.city.minato.
tokyo.jp

（2）「港区防災情報メール利用規
約」という件名でメールが返信さ
れます。迷惑メール対策等でメー
ルの受信設定をしている人は、
minatoku@bousai.city.mina 
to.tokyo.jp
を受信可能な状態にしてください。
※受信設定の方法は、お使いの携
帯電話・スマートフォンの販売
店でお尋ねください。

（3）登録用WEBページで「言語」・
「情報種別」を選択してください。
※水位、雨量、その他緊急情報
は、英文でのメール配信を選択
することができます。

※配信を希望する情報を変更する
場合は、登録用URLから、再
度情報種別を選択してくださ
い。

（4）「実行」ボタンを押してくださ
い。
ご利用上の注意
●登録いただいたメールアドレス
は、防災情報メールの配信にのみ
利用し、その他の目的には利用し
ません。また、第三者に情報を提
供することはありません。
●メールアドレス等は暗号化通信
により、情報を保護しています。
●メンテナンスによる配信の停止
と、そのお知らせメールが配信さ
れることがあります。
●防災情報メールの送受信に伴う
通信料は、利用者の負担になりま
す。
区内の災害・緊急情報は、次の方
法でも配信しています
港区ホームページ
Twitter
●日本語：@minato_city
●英語：@minato_city_en
●中国語：@minato_city_zh
●ハングル：@minato_city_ko
Facebook
●日本語：https://www.facebo 
ok.com/city.minato
●英語：https://www.facebo 
ok.com/city.minato.en
●中国語：https://www.facebo 
ok.com/city.minato.zh
●ハングル：https://www.face 
book.com/city.minato.ko
ケーブルテレビ「J：COM港・新宿チ
ャンネル（11ch）」
区有施設等に設置されたデジタル
サイネージ

防災課防災係 ☎3578－2543
問い合わせ

　次の障害者手当を受給してい
る人は、受給資格更新のために
現況届を提出してください。
　現況届に基づき、手当の受給
資格継続について判定します。
現況届の提出がない場合は手当
の支給を停止します。
対象
（1）心身障害者福祉手当（身体障
害者手帳1～3級、愛の手帳1～4
度、難病医療費助成制度受給
者、進行性萎縮症、脳性麻痺）
（2）特別障害者手当・障害児福
祉手当・経過的福祉手当

（3）重度心身障害者手当
提出期限　
　対象者には8月上旬に現況届
の用紙を送付します。8月31日
（水・必着）までに返送してくだ
さい。
受給資格が継続されない人
●施設に入所している人
●所得限度額を超えている人
●児童育成（障害）手当を受給し
ている人

障害者福祉課障害者事業運営
係 ☎3578－2389

問い合わせ

心身障害者福祉手
当等現況届を
提出してください

　災害時には防災行政無線を使って区
から区民の皆さんへ情報をお知らせし
ますが、集合住宅にお住まいの場合
等、防災行政無線の放送が聞こえない
場合があります。
　区では、ケーブルテレビの回線
（CATV回線）を利用して、区民の皆
さんがご自宅で防災行政無線を聞くこ
とができる仕組みを整備しました。
　この仕組みを利用するに当たって
は、（株）ジェイコム港新宿との契約が
必要ですが、必要な経費の一部を区が
助成します。
　防災行政無線では、地震、大雨等の
災害に関する情報、避難所に関する情
報等を放送しています。この仕組みを
利用することで、重要な放送をご自宅
の中で聞くことができますので、防災
情報メール等、他の方法と併せてご活
用ください。
　詳しくは、防災課（区役所5階）にお

問い合わせください。
助成の対象者
　戸建住宅では世帯主または所有者
集合住宅では管理組合等（専有部分は
戸建住宅と同じ）
助成の金額
戸建住宅　上限6000円
集合住宅　上限120万円
専用端末での放送内容
●防災行政無線の放送 
●緊急地震速報 
●FMラジオ放送 
利用上の注意事項
（1）CATV回線を引き込むことができ
ない住宅では利用できません。防災情
報メール等をご活用ください。
（2）利用に当たり、300～500円の月額
利用料が必要です。

防災課防災係 ☎3578－2543
問い合わせ

防災行政無線の放送をご自宅で聞くことができます

デジタルサイネージを
活用し、区のお知らせ
や緊急・災害情報を
発信しています

二次元コード

　区では、東京23区内葬祭業者の協力
により、標準的な葬儀を安価に行うこ
とのできる区民葬儀利用券を発行して
います。
区民葬儀で対象となる費用
　祭壇料金（御寝棺含む）・霊柩車運送
料金・火葬料金・遺骨収納容器代
申し込み
　各総合支所区民課窓口サービス係
（芝地区総合支所は戸籍係）で死亡届を
提出した際に、区民葬儀利用券の交付
を受け、区民葬儀取扱指定店に申し込

んでください。
※ 平日の夜間および休日は、区役所の
夜間受付で葬儀券を交付しています。
パンフレットの配布場所
　各総合支所区民課で配布していま
す。
相談窓口
　全東京葬祭業連合会 ☎3941－4291
※ 葬儀については、パンフレットに記
載された区民葬儀取扱指定店へご相
談ください。

地域振興課地域振興係
 ☎3578－2530～2

問い合わせ

区民葬儀のご案内

デジタルサイネージ

区長室広報係 ☎3578－2036
問い合わせ

電子ペーパーサイネージ付き自動販売機

コンテンツの一例

ド児童高齢者交流プラザ
※ 平成27・28年度にかけて、順次設置し
ています。
電子ペーパーサイネージ付き自動販売機
を活用し情報を発信しています
　電子ペーパーサイネージは、電子ブッ
クの技術を活用した省電力型のデジタル
サイネージです。区は、コカ・コーライ
ーストジャパン㈱と、「自動販売機を活
用した災害時の情報発信力強化に関する
協定書」を締結し、区内公園等に電子ペ
ーパーサイネージ付き自動販売機の設置
を進めています。
　平常時には、イベント情報や区からの
お知らせを配信している他、緊急・災害
情報を4言語で配信しています。
設置場所
　芝公園・有栖川宮記念公園・三河台公
園・高橋是清翁記念公園・氷川公園・三
田台公園・港南緑水公園・港南公園A、
本庁舎1階、麻布地区総合支所、赤坂地
区総合支所（6月末時点）

7月1日号に掲載した「夏のプール情報」の、通年プール開放の利用にあたっての大人の付き添いが必要な対象の記載に誤りがありました。お詫びして訂正します。
（誤）小学3年生未満　（正）小学3年生以下　　問い合わせ　生涯学習推進課スポーツ振興係　☎3578－2747

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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※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
ボランティア育成講座「芝の家
から学ぶ～西麻布にコミュニテ
ィカフェをつくろう～」
対区内在住・在勤・在学者
時 9月1・8・15・29日（木）午後1時30
分～4時30分
所西麻布いきいきプラザ
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31日
（水）までに、（特）介護者サポートネ
ットワークセンター・アラジンへ。 
 ☎5368－1955　FAX5368－1956
問麻布地区総合支所区民課保健福
祉係 ☎5114－8822

木の実を使った工作教室
　どんぐりや木の実を使った工作教
室を実施します。必要な材料は区が
用意します。
対芝浦港南地区在住・在勤・在学
者
時 8月7日（日）午前10時～正午
所みなとパーク芝浦区民協働スペ
ース
人 30人（申込順）
申電話で、8月4日（木）までに、芝
浦港南地区総合支所協働推進課まち
づくり推進担当へ。※詳しくは、申
し込み後にご案内します。
 ☎6400－0017

第11回ウオーキングイベント
「べいあっぷナイトウオーク～
レインボーブリッジを渡り、東
京の夜景を眺めよう～」
対区内在住・在勤・在学者で、1時
間30分程度のウオーキングができる
人（小学生以下は、保護者同伴）
時  8月26日（金）午後5時30分～6時30
分受け付け
コース　みなとパーク芝浦1階総合
案内前→新芝運河沿緑地→竹芝橋→
潮路橋→埠頭公園→レインボーブリ
ッジ→お台場夏まつり会場（お台場
レインボー公園）
人 100人（申込順）
申電話で、参加者の氏名・住所・
電話番号を、7月21日（木）～8月19日
（金）に、みなとコール（午前9時（初
日は午後3時）～午後5時受け付け）
へ。　　　　　　　 ☎5472－3710

担芝浦港南地区総合支所協働推進
課地区政策担当

区役所ロビーコンサート
対どなたでも
時（1）7月27日（水）（2）7月28日（木）い
ずれも午後0時15分～0時45分
所区役所1階ロビー
内（1）第1回ヴァイオリンとピアノ
によるクラシックコンサート（2）第2
回和楽器（箏

こと

と三味線）によるコンサ
ート
申当日直接会場へ。
問地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2342

ボリビア多民族国大使館主催
「ボリビアの独立記念日を祝う
音楽とダンスの文化イベント」
対どなたでも
時 8月3日（水）午後6時30分～8時30分
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

ボリビア多民族国大使館後援
「ボリビアの音楽とグルメのフ
ェスティバル」
対どなたでも
時 8月13日(土)午前11時～午後6時
所芝公園多目的運動広場
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

みなと区民の森環境学習
　あきる野市のみなと区民の森で沢
散策をしながら、森づくりについて
学ぶとともに、川魚のつかみどりを
体験します。真夏の爽やかな森と水
の冷たさを感じられるイベントで
す。
対 3歳以上の区民※小学生以下は保
護者同伴
時 8月21日（日）午前8時30分～午後5
時30分※午前8時15分区役所1階ロビ
ー集合、往復バスで移動
所みなと区民の森（あきる野市）
人 40人（抽選）
費用　大人（中学生以上）：1000円、
小学生：500円※未就学児は無料
申電話で、7月21日（木）～8月3日
（水）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
担環境課地球環境係

埋立処分場バス見学会
　家庭から出るごみを、最終的に埋
立処分する施設のバス見学会を行い
ます。
対区内在住の小学4年生以上（中学3
年生までは保護者同伴）
時 8月20日（土）午後1時30分～4時40
分※バスの移動時間を含む。
所中央防波堤埋立処分場
人 40人（申込順）
申電話またはファックスで、8月12
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

防災士養成講座
対区内在住で、全2回の講座に参加
できる人※本講座は救急救命講習の
受講を含んだプログラムです。既に
普通・上級救急救命の受講証をお持
ちの人でも受講は必須です。
時（1）講義・演習：9月17日（土）（2）
講義・演習・資格取得試験：9月24日
（土）いずれも午前9時～午後6時
所区役所会議室
人 50人（抽選）※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）※申し
込み者には抽選結果を送付します。
申電話で、7月21日（木）～8月2日
（火）に、みなとコール（午前9時（初
日は午後2時）～5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担防災課地域防災支援係

お 知 ら せ
国民健康保険加入者の特定健診
電話勧奨の実施
対平成28年4月1日現在、港区国民
健康保険加入者で、40歳代の人
時 8月1日（月）～31日（水）
内 7月から実施している特定健診の
一部の対象者の人に、区が委託して
いる業者から電話で健診のご案内を
します。
問国保年金課事業係　 ☎内線2636

「みんなと3R」パネル展示会へ出
展する企業・団体を募集します
　区では、ごみの減量・循環型社会

の形成をめざすため、3R（リデュー
ス・リユース・リサイクル）活動を
推進しています。毎年、国が3R推進
月間として定めた10月にパネル展示
会を開催し、区内の企業や団体が実
施しているごみの減量やリサイクル
推進活動の様子を紹介しています。
　このパネル展示会への出展を希望
する企業および団体を募集します。
ぜひご応募ください。
対区内の企業および団体
時 10月14日（金）～24日（月）
所みなとパーク芝浦
人 30団体（申込順）
申電話またはファックスで、9月30
日（金）までに、みなとリサイクル清
掃事務所へ。
 ☎3450－8025　FAX3450－8063

変更・休止情報等
大平台みなと荘の臨時休業
　施設の設備工事のため、臨時休業
します。
対区内在住・在勤者
時 9月1日（木）～30日（金）※期間中
は「ホテル暖香園」、「箱根路　開雲」
をご利用ください。詳しくは、港区
ホームページをご覧いただくかお問
い合わせください。
問地域振興課地域振興係
 ☎3578－2532

ちぃばす「芝浦港南ルート」およ
び「芝ルート」でみなとパーク芝
浦への乗り入れを開始します
変更内容　（1）ちぃばす「芝浦港南ル
ート」の田町駅東口発品川駅港南口
行きの163「芝浦一丁目」停留所をみ
なとパーク芝浦の車寄せに移動し、
名称を163「みなとパーク芝浦」に変
更します（都バスの停留所は変更あ
りません）。（2）「芝浦港南ルート」品
川駅港南口発田町駅東口行きは、田
町駅東口を乗り越して、みなとパー
ク芝浦まで乗車できるように変更し
ます。（3）「芝ルート」は、田町駅東
口からみなとパーク芝浦まで路線を
延長します。（4）「田町ルート」は、み
なとパーク芝浦までの区間限定の当
日乗車券を発行します。（5）みなと
パーク芝浦からは、田町駅東口で、
「田町ルート」への当日乗車券を発行
します。
開始日　8月19日（金）※開始日は変

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

7
月
24
日（
日
）

ニュー新橋クリニック（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル4階 3580－6775
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
萩原歯科医院（歯） 芝大門1－3－5　ゲイブルビル3階 3432－5870
岡村歯科医院（歯） 南麻布4－11－28　 3444－7911
★八木医院（内） 東麻布1－18－9　101 3583－0581

7
月
31
日（
日
）

クリニックばんびぃに（小・内） 白金台3－16－13
白金台ウスイビル5階 3441－4150

赤坂見附前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136
ＲＫデンタルオフィス
麻布十番（歯） 麻布十番1－3－11　今井ビル1階 5544－8208

★横尾内科医院（内） 高輪3－5－20　1階 3441－0435
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
7月24日（日） クオール薬局古川橋店 南麻布2－10－19 3798－4789
7月31日（日） 玉菊薬局 白金3－2－3 3441－1972

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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母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
　妊娠・出産・育児期にある女性
が抱える心の問題に対して、専門
の医師が相談に応じます。
対区民で妊娠中・育児中の母親
とその家族
時 8月3日（水）・19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

8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：8月2日
（火）、高輪子ども中高生プラザ：8
月4日（木）、高輪児童館：8月25日
（木）いずれも午前10時30分～11時
30分、高輪子ども中高生プラザ：8
月2日（火）・4日（木）・25日（木）午
後2時～4時（会場先着順）
申当日直接会場へ。
②ぱぱまま育児相談

時 8月20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 8月24日（水）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）
内親と子の歯の話、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

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、母親のためのグループです。
対区民で、育児中の母親
時 8月4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

夏休み「子ども消費者教室」
対区内在住・在学の小学生（ただ
し、1～3年生は保護者同伴）
時（1）8月10日（水）午後2時～3時

30分（2）8月22日（月）午前10時30分
～正午
所消費者センター
内（1）第2回「工作教室　棒はかり
を作ろう～作ったはかりで身近な
物を量ってみよう～」（2）第3回「パ
ソコンを分解してみよう～部品は
何に生まれ変わるのかな～」
人（1）20人（2）20人（いずれも申込
順）※1人1講座まで
申電話で、消費者センターへ。
※グループでの申し込みはできま
せん。 ☎3456－4159

夏休み学習会「海の恵みと人び
との暮らし」（港郷土資料館・東
京海洋大学マリンサイエンスミ
ュージアム連携事業）
　縄文時代の貝塚や、魚の透明標
本を使って現在の東京湾の生き物
同士のつながりを学びます。
対区内在住・在学の小学4～6年
生、中学1年生で、2日とも参加で
きる人（保護者同伴可）
時（1）8月17日（水）（2）8月18日
（木）いずれも午後1時30分～3時30
分
所（1）港郷土資料館（2）東京海洋
大学マリンサイエンスミュージア
ム（水産資料館）
人 15人（抽選）※保育あり（4カ月
～就学前、3人。申し込みはがき
に、保育の必要な子の名前・年
齢・性別を明記してください）
申往復はがき（1人1枚）の往信面

に、講座名・郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・電話番号・学校
名・学年・保護者同伴の場合は保
護者の氏名、返信面の宛先欄に郵
便番号・住所・氏名を明記の上、8月
4日（木・必着）までに、〒108－0014
芝5－28－4　港郷土資料館へ。
問図書・文化財課文化財係
 ☎3452－4966

港資源化センター・港清掃工
場の夏休み親子見学会
　家庭から出るごみや資源がどの
ように処理され、どのようにリサ
イクルされているかを見学しま
す。
対区内在住・在勤・在学の小・
中学生のお子さんとその保護者
時 8月20日（土）午前9時30分～正
午（午前9時20分集合）
所港資源化センター
人 20組（申込順）
申電話またはファックスで、住
所・氏名・年齢・学校・電話番
号・ファックス番号を、8月12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

◆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

情報アンテナ
■平成28年度就学義務猶予免除者等の中学
校卒業程度認定試験について
試験日　10月27日（木）
受験案内配布期間　7月11日（月）～9月9日
（金）
願書受付期間　8月22日（月）～9月9日（金・
消印有効）
受験案内等配布場所　東京都教育庁地域教
育支援部義務教育課小中学校担当
 ☎5320－6752

　生涯でがんにかかる確率は2人に1
人といわれ、がんは私たちにとって
大変身近な病気です。がんにかかっ
た人の多くは、診断された時から身
体的・精神的苦痛を抱え、家族にと
っても大きな負担を伴います。
　がんによって生じる体の不調や心
の問題に対処していくことは、がん
自体の治療と同じように大切です。
緩和ケアの取り組み
　がん治療には、三大治療（手術、
抗がん剤、放射線治療）の他、がん
に伴う身体と心の痛みを和らげ、質
の高い生活を送れるようにする「緩
和ケア」も大切な医療に含まれます。
がんに伴う苦痛には、身体の痛みだ
けでなく、食欲不振、だるさ等の身
体の不調、気分の落ち込みや絶望感
等の心の問題、人間関係や家族の問
題、仕事や経済的な問題等社会的な
苦痛があり、緩和ケアはこうしたさ
まざまな苦しみを予防し、和らげる
ことできます。本来、緩和ケアは、
がんが進行した時期だけでなく、が

表 患者・家族交流事業
日　程 内　容

8月1日（月）午前10時～11時30分 死生学を学ぶ

9月12日（月）午前10時～11時30分 死とどのように向き合うか

11月1日（火）午後2時30分～4時 情報の読み方

12月6日（火）午後2時30分～4時 情報収集の仕方

んが見つかったときから治療と並行
して行われ、医学的な側面に限ら
ず、さまざまな場面で幅広く支援を
行うものとされています。
　区では、がんにかかっても望む場
所で自分らしく生活できるよう、が
ん患者とその家族のための在宅緩和
ケア支援事業を推進しています。
みなとがん医療相談室
　自宅で療養中に困っていることや
治療をどのように選択したらよいの
か、どこで過ごすことができるか
等、がんに伴う悩みを解決できるよ
う、がん治療や緩和ケアに専門的な
知識を持つ医師が、ご相談を受けま
す。がんに関する医療等の相談（治
療法、療養生活、不安や悩み、緩和
ケア等）について、一緒に考え、解
決に向けてサポートします。
相談日時　毎週水曜午後1時～3時　
1回30分（完全予約制）
患者・家族交流事業
　医師による講話と相談、交流事業
を行います。

がん患者の在宅緩和ケア支援の取り組みを進めています

とき・内容
　表のとおり
ところ
　みなと保健所
申し込み
　電話で、健康推進課地域保健係へ。
普及啓発
○区民講演会の開催
○ パンフレットの作成（緩和ケアに
関する医療資源・社会資源を掲載
しています）
○区民まつりへのブースの出展
容態急変時等の病床確保
　在宅で容態が急変したときやレス
パイト利用のための病床を区内の医

療機関に確保しています。
関係職種の研修
　緩和ケアに精通した従事者を育成
するため、職種別に研修会を開催し
ています。

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

更になる場合もあります。
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
子ども家庭支援センター非常勤
職員（子ども家庭支援員）
対次のいずれかに該当し、子ども

および子育て家庭に関する支援業務
の実務経験がある人（1）保育士、児
童指導員、教員のいずれかの資格を
持つ人（2）大学等において、心理学、
教育学もしくは社会学を専修する課
程を修めた人
期間　9月1日～平成29年3月31日（更
新可）
勤務時間　週4日29時間（午前8時30

分～午後5時15分）
報酬　基本月額18万程度※交通費別
途支給（限度あり）
人 1人
選書類および面接による選考
申郵送または直接、履歴書（写真貼
付）、返信用封筒（92円切手貼付）、
テーマ（子ども・子育て支援におけ
る子ども家庭支援センターの役割）

について応募動機を含めご自身の考
えを書いた文章（800～1200字）を、8
月4日（木・必着）午後5時までに、〒
108－8315三田1－4－10　子ども家
庭支援センターへ。 ☎6400－0090

みなと

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

　国際化が進み、人・物・文化・情報等
あらゆる面で、国境を越えた相互交流が
活発に行われています。平成28年6月1日
現在、区内には、区の人口の1割弱に当
たる、約1万9000人の外国人が暮らして
います。また、その国籍は約130カ国以
上になります。
　このことは、港区の地域特性であり、
恵まれた国際性を生かして、国籍や文化
の違いを越えた人々の交流が行われてい
ます。
　その一方で、言語・文化・宗教・生活
習慣等の違いやこれらへの無理解から、
外国人に対する差別や偏見がみられま
す。
　さらに、近年は、特定の民族や国籍の
人々を排斥する差別的言動がいわゆる
「ヘイトスピーチ」として社会的関心を集
めています。こうした言動は、人々に不

安感や憎悪感を与えるだけでなく、人と
しての尊厳を傷つけたり、差別意識を生
じさせたりすることになりかねず、許さ
れるものではありません。
　平成28年5月24日、「本邦外出身者に対
する不当な差別的言動の解消に向けた取
組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ
解消法）」が成立し、6月3日に施行されま
した。
　人権に国境はありません。私たち一人
ひとりが多様性を認め、相互理解と思い
やりの心を持ち、民族や国籍等の違いを
越えて互いの人権を尊重しあう社会を共
に築いていきましょう。
ヘイトスピーチによる被害等人権に関す
る相談
東京法務局「みんなの人権110番」（ナビダ
イヤル） ☎0570－003－110
受付時間　平日午前8時30分～午後5時15
分　
外国人のための人権相談所
　東京法務局内人権相談室（千代田区九
段南1－1－15九段第2合同庁舎）
 ☎5213－1372
受付時間　平日午前9時～正午、午後1時
～4時
通訳言語　英語、中国語

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

問い合わせ

　高輪地区チャレンジコミュニティクラブが中心となり運営して
いるカフェです。地域の人が気軽に集い、交流する場をつくるこ
とで、地域コミュニティの活性化を図ることを目的に開設し、3
年目を迎えました。
　お誘い合わせの上、気楽に当日直接カフェにお越しください。

対象　どなたでも
とき　毎月第2・4金曜午後1時30分～4時30分（12月23日（金）を除く）
ところ　高輪コミュニティぷらざ2階展示ギャラリー前
費用　無料
※ 高輪一丁目に新設された高輪区民協働スペース（高輪1－5－38
HUG高輪2階）でも、カフェを開き、小講演会も開催していま
す。日程、小講演会の内容は未定です。詳しくは、お問い合わ
せください。

とき 内容 時間 ところ

1
（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

2
（火）

おはなし会｢かにこちゃん｣他 午後2時40分～3時 台場区民センター

夏休みホラーナイトシネマ
｢白石加代子『百物語』怪談牡丹燈籠｣

午後6時～7時50分
(午後5時30分) みなと図書館(90人)

6
（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

映画会｢周遊する蒸気船｣
(原題:STEAMBOAT ROUND THE BEND)

午後2時～3時30分
(午後1時30分) 高輪図書館(40人)

7
（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

9
（火）調べる学習講座｢三田図書館見学ツアー｣ 午後2時～3時30分 三田図書館(10人)

10
（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｢おおきなスイカ｣他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

11
（木・祝）

親子で遊ぼうおはなし会｢こかげで ほっ｣他 午前10時30分～11時 高輪図書館

DVDシアター｢世界偉人伝 スターとシンボル｣ 正午～午後1時
(午前11時30分) 三田図書館(60人)

12
（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

13
（土）

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

おはなし会｢うみにいったライオン｣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｢おまつりおばけ｣他 午後3時～3時30分 みなと図書館

16
（火）

プレママおはなし会 午前10時～11時30分 みなと図書館

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

August

8
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

18
（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

20
（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-
｢パンツのはきかた｣他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会｢農夫の妻｣(原題:The Farmer's Wife) 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｢いちにちおばけ｣他 午3時～3時30分 みなと図書館

21
（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

麻布図書館コンサート｢Viva!ブラジル!｣ 午後2時～3時
(午後1時30分開場) 麻布図書館(30人)

おはなし会｢まてまてー!｣他 午後2時30分～3時 麻布図書館

23
（火）おはなし会｢こかげで ほっ♪｣他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

24
（水）おやこおはなし会｢ちいさな きしゃ｣他 午前10時30分～11時 港南図書館

25
（木）おはなし会｢ありさんとぞうさんのおさんぽ｣他 午前10時30分～11時 三田図書館

26
（金）

ナイトシネマ｢パーソナル･ソング｣
(原題:Alive Inside)

午後6時～7時20分
(午後5時30分) 麻布図書館(30人)

27
（土）

みなとシネクラブ｢大統領の陰謀｣
(原題:All the President's Men)

午後1時30分～4時
(午後1時) みなと図書館(90人)

おはなし会｢こんたのおつかい｣他 午後2時～2時30分 赤坂図書館

きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

28
（日）

おはなし会｢さんさん さんぽ｣他 午前11時～11時30分 高輪図書館

映画会｢スタア誕生｣
(原題:A STAR IS BORN)

午後2時～3時55分
(午後1時30分) 港南図書館(45人)

高輪図書館分室
高輪子ども中高生プラザ
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
赤坂図書館
麻布図書館
港南図書館

高輪図書館
港区スポーツセンター
三田図書館
障害保健福祉センター
港南子ども中高生プラザ
麻布子ども中高生プラザ

☎5421－7617
☎3452－4151
☎3452－4951
☎5439－2511
☎3450－9576
☎5447－0611

☎3443－1666
☎3443－1555
☎5443－7338
☎3408－5090
☎3585－9225
☎3458－1085

白金台児童館
台場区民センター
みなと図書館
赤坂子ども中高生プラザ

☎3444－1899
☎5500－2355
☎3437－6621
☎5561－7830

高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当 ☎5421－7123
問い合わせ

コミュニティ・カフェ高輪

ヘイトスピーチ、
許さない。
～外国人の人権～
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