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  港区文化芸術
フェスティバル
ゴスペル鑑賞無料ご招待

    第回8

対 象 どなたでも
定 員  各公演200人（区内在住・在勤・在学者優先で抽選）
費 用 入場無料
申し込み  次のいずれかの方法で、12月11日（日・必着）ま

でにお申し込みください。平成29年1月上旬ま
でに、抽選結果を全員に郵送で通知します。

（1）はがき・ファックスの場合
　①郵便番号・住所（在勤・在学者はその旨明記）②氏名（ふりが
な）③電話番号④希望する公演（ⓐ正午、ⓑ午後3時、ⓒどちらの
時間でもよい）⑤入場人数（最大4人まで。同伴者の氏名（ふりが
な）を明記。未就学児も人数に含む）を明記の上、
〒105－8511　港区役所地域振興課文化芸術振興係へ。

（2）電話の場合
　11月11日（金）から、みなとコール（午前9時（初日は午後3時）～午
後5時受け付け）へ。 ☎5472－3710

歌声で紡ぐ港区クワイヤー
　良質な舞台芸術に触れる楽しさや喜びを、区民
の皆さんに提供する「港区文化芸術フェスティ
バル」。平成28年度は、区民の皆さんとプロの
ボーカリストが、クワイヤー（合唱団）として、
一緒にゴスペルを歌います。ぜひお越しください。

　区民の皆さんが紡ぎ出す、美しく迫力あるメロ
ディーに乗って、ゴスペルを楽しみませんか。
　ステージと客席の皆さんが一緒に参加していた
だきます。会場一体となる、明るく爽快なひととき
を過ごしましょう。
※英語と日本語の両方を歌います。

 出演者   区民の皆さん
（出演者募集は、10月に締め切りました。）

 共演ボーカリスト  
有坂美香＆The Sunshowers
 曲　名  Oh Happy Day

Joyful, Joyful 他
　　　 （曲目は変更となる場合があります。）

ゴスペル共演のイメージ

地域振興課文化芸術振興係 ☎3578－2584　FAX3438－8252
問い合わせ

アーク・
カラヤン広場

東京メトロ
六本木一丁目駅

都バス 赤坂アークヒルズ前

至 日比谷線・六本木駅

至 渋谷

東京メトロ
溜池山王駅
13番出口

至 溜池 至 飯倉

中央改札

3番出口

アーク森ビル

ＡＮＡ
インター
コンチネン
タルホテル
東京

サントリー
ホール

至 

千
代
田
線

・
赤
坂
駅

歩行者デッキ

桜
坂

ス
ペ
イ
ン
坂

六本木通り
首都高速

開催日 平成29年1月22日（日）
 2回公演 ※公演内容は同じです。
 ●正午～午後1時 （午前11時30分開場）
 ●午後3時～4時 （午後2時30分開場）

 会　場 サントリーホール ブルーローズ
         （赤坂1－13－1）

鑑賞者募集
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子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。

一人で悩んで
いませんか？

　区立幼稚園では、表のとおり
園児募集を行います。なお、白金
台・三光・麻布・南山幼稚園では
3歳児の定員を拡大します。
対象　保護者とともに区内に住所
を有し、保護者等が送迎可能な次
に該当する幼児
3歳児　平成25年4月2日～平成26
年4月1日生まれの人
4歳児　平成24年4月2日～平成25
年4月1日生まれの人
募集要項・申込書の配布
とき・ところ　11月11日（金）から
※土・日曜、祝日を除く。
（1）各区立幼稚園：午前9時～午後4
時30分
（2）学務課（区役所7階）、各総合支
所・台場分室：午前8時30分～午後
5時
※ 配布期間中は、港区ホームペー

ジからダウンロードもできま
す。
申込書受け付け
とき　11月21日（月）・22日（火）・
24日（木）
※ 11月23日（水・祝）は受け付けま
せん。

（1）各区立幼稚園：午後2時～4時30
分
（2）学務課：午前8時30分～午後5時
15分
ところ　希望する区立幼稚園また
は学務課（各総合支所・台場分室
では受け付けません）
　申し込みの際は、住民票（個人
番号（マイナンバー）記載不要）を
提出してください。
抽選　定員を超える応募があった
場合は抽選を行います。
追加受け付け
　抽選後、定員に満たなかった園
は追加受け付けを行います。
とき　12月8日（木）午後2時～4時
30分
ところ　希望する区立幼稚園（学
務課、各総合支所・台場分室では
受け付けません）
抽選　定員を超える応募があった
場合は抽選を行います。
　追加受け付け以降の申し込み

は、12月14日（水）午後2時以降、
希望する幼稚園で随時申込順で受
け付けます。
面接および健康診断
　各区立幼稚園で面接および健康
診断を行います。実施日時につい
ては各幼稚園からお知らせしま
す。
保育料　幼稚園保育料は所得・世
帯状況に応じた階層区分により決
定します。
基本の保育料　月額6200円（年額7
万4300円）
※ 住民税の課税状況により、減額
または無料となります。
※ 小学校3年生以下
の兄・姉が同一世
帯にいる場合の第
2子以降の保育料
は無料です。
※ 小学校4年生以上
の兄・姉が同一世
帯にいる場合また
はひとり親世帯等
の場合（いずれも
住民税所得割課税
額7万7101円未満
の世帯が対象）は、
保育料の負担軽減
があります。

子育てサポート保育　通常の保育
時間以降、園児をお預かりする子
育てサポート保育を実施していま
す。赤羽・高輪・三光・港南・麻
布・本村・中之町・にじのはし幼
稚園の他、平成29年度から新たに
青南幼稚園でも実施します。
※ 詳しくは、募集要項をご覧くだ
さい。

学務課学校運営支援係
 ☎3578－2779
各区立幼稚園 ☎表参照

問い合わせ

表 区立幼稚園募集一覧

幼稚園名 募集定員 所在地 電話番号3歳児 4歳児
赤羽 30 三田1－4－52 ☎3452－0246
芝浦 35 25 芝浦4－8－18 ☎3452－0574
高輪 30 30 高輪2－12－31 ☎3447－3356
白金台 44 30 白金台3－7－1 ☎3443－5666
三光 25 10 白金3－13－8 ☎3444－4233
港南 44 16 港南4－3－27 ☎3471－7347
麻布 25 8 麻布台1－5－15 ☎3583－1858
南山 25 10 元麻布3－8－15 ☎3408－4785
本村 30 南麻布3－9－33 ☎3446－3677
中之町 44 16 赤坂9－7－8 ☎3405－7619
青南 44 16 南青山4－18－17 ☎3402－0758

にじのはし 25 15 台場1－1－5 ☎5500－2577

　スマートフォン（以下、スマホ）
が身近な存在となり、スマホに子
守りをさせている保護者を見かけ
ます。スマホのアプリを利用し
て、子どもをあやしたり、泣き止
ませる等、子どもにスマホを長時
間触れさせていませんか。スマホ
接触の｢早期化｣｢長時間化｣が、子
どもの心身の発達に影響を及ぼす
可能性があります。
授乳しながら、スマホを操作して
いませんか
　保護者が、授乳をしながらスマ
ホにばかり目を向けていると、子
どもと目を合わせたり、気持ちを
交流させる機会を逃してしまいま
す。授乳は子どもと保護者の貴重
なコミュニケーションの時間で
す。目と目を合わせ、語りかける

ことで子どもは安心感が持て、親
子の愛着が育まれます。
ムズがっている子どもにアプリ画
像で応えていませんか
　話せない子どもは、表情を変え
たり泣いたりして、自分の欲求を
伝えます。話せなくても、保護者
と目と目を合わせ、あやされた
り、表情のやり取りをしたりする
ことは、子どもの心の発達の基礎
となります。
子どものサインを見逃さないで
　子どもは、｢一緒に見てほしい、
こっちに来てほしい｣と保護者と
の触れ合いを求めます。保護者
に、その時々の気持ちを共感し
て、言葉を返してもらうことで、
言葉の発達、他者の心の理解や共
感性を育みます。保護者がスマホ

ばかりに目を向けていることは、
子どもと一緒の時間や空間に居て
も、心を通わせていない状況とな
り、子どもからのサインを無視し
てしまうことになります。
　最近、健診や育児相談等の待ち
合い場面で、保護者がスマホに夢
中になり、子どもからのサインに
気が付けない様子が見られます。
親子が直接触れ合い、語り合う時
間が少ないと親子の愛着形成を妨
げ、子どもの言葉の発達が遅れる
ことにもつながります。
スマホを子どもに与えっ放しにし
ていませんか
　｢おとなしくなる、家事がはか
どる｣等の理由で、幼い時からス
マホを与えていませんか。軽いタ
ッチで次々と画面が変化するの
で、子どもは面白くて手離せなく
なります。取り上げると大泣きし
て、暴れる等、子どものスマホ依
存が大きな問題となっています。

保護者自身も気を付けよう
　ベビーカーを押しながらの歩き
スマホは、乗っている子どもの様
子や周囲の状況に気を配ることが
できず、大変危険です。保護者が
スマホに集中して、子どもから目
を離している間に子どもがけがを
する事例が発生しています。
親子の直接的な触れ合いが大切
　このように、スマホ育児は親子
の愛着形成を妨げ、子どもの心身
の発達に影響を及ぼします。
　日々の生活の中で、親子の会話
や絵本の読み聞かせ等、親子の直
接的な触れ合いの機会を積極的に
取り入れましょう。そして、でき
るだけスマホに頼らない習慣を家
族でつくっていくようにしましょ
う。

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

発生し続ける患者・感染者
　日本で平成27年に新たに報告され
たエイズ患者・HIV感染者数は
1434人で、平成19年以降、毎年1000
件を超える報告が続いています。
都の現状
　都では平成27年の新規患者・感染
者数は435人で全国の3割を占め、エ
イズ患者数は71人と発表していま
す。また、HIV感染者は20～30歳
代が7割、エイズ患者は30～40歳代
が6割強と高く、約9割が性的接触に

よる感染です。
検査で確認することが大切
　HIVは感染していても、平均で3
～10年程度無症状の期間があり、検
査を受けなければわかりません。
　エイズは治療薬の進歩により、早
期に適切な治療を始めれば、発病を
抑えることが可能な病気になりまし
た。自ら検査を受けることで早期発
見、発症を予防することにつながり
ます。また、HIV感染を知り、他
人への感染を防ぐことも大切です。
即日検査
　匿名・無料の即日検査を実施しま
す。その日のうちに結果がわかりま
すので、まだ検査を受けたことがな
い人もこの機会にぜひ検査を受けて
ください（確認検査が必要となった
人は、後日確認検査の結果説明を行

います）。
　即日検査は感染の機会から3カ月
以上経ってから受けましょう。
※証明書は発行できません。
保健所でのエイズ即日検査
とき　（1）11月17日（木）午前9時～10
時30分受け付け
（2）平成29年2月23日（木）午前9時～
10時30分受け付け
ところ　みなと保健所
定員　各30人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。
エイズ夜間即日検査
とき　12月2日（金）午後4時～7時受
け付け
ところ　生涯学習センター
※ 現地への直接のお問い合わせはご
遠慮ください。
定員　70人（会場先着順）

申し込み　当日直接会場へ。
通常検査
エイズ・性感染症検査（通年）
　みなと保健所では、原則毎月第1・
3木曜にエイズ・性感染症検査を実施
しています（電話予約が必要です）。
詳しくは、お問い合わせください。
AI（アイ）チェック
　区内在住・在勤・在学者を対象
に、大学病院や区内20カ所の診療所
でも、エイズ・性感染症検査が受け
られます。
　詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

｢スマートフォンと子どもの発達｣
～子どもの健やかな育ちのために～

平成29年度4月入園

区立幼稚園園児
募集のお知らせ

11月16日～12月15日は
東京都エイズ予防月間

12月1日は
世界エイズデーです

●2階子ども家庭支援部が7階北側フロアに、7階選挙管理委員会事務局・監査事務局が11階北側フロアに移転しました。
一部利用中止しているもの　●1階北側ロビー：平成28年8月下旬～（一部閉鎖、平成29年1月再開予定）
トイレ、エレベーターは順次改修・取り替えを行うため、一部利用できなくなる期間があります。
詳しい工事内容、期間は港区ホームページと本庁舎内に掲示します。

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

港区役所本庁舎・芝地区
総合支所の大規模改修工
事を行っています
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

こんにちは赤ちゃん訪問
対おおむね生後120日以内のお子
さんのいる全ての家庭※第2子以
降の人もご利用ください。
申母子健康手帳にとじこんでい
る「出生通知書」を郵送してくださ
い。※里帰り中、里帰り後も訪問で
きます。お問い合わせください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

新米ママ健康相談（予約制）
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　2回まで
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

親子で楽しむコンサート
対 0～3歳のお子さんとその保護
者、妊娠中の人
時 11月30日（水）午前10時～10時
40分（午前9時30分開場）、午前11
時30分～午後0時10分（午前11時開
場）
所港南図書館
人各50人（申込順）
申電話または直接、11月12日（土）

～26日（土）に、港南図書館へ。※
11月17日（木）は休館 ☎3458－1085

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児と保護者
時 11月24日（木）午後1時～2時受
け付け
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

なかよし会
対区内在住で、ダウン症児とそ
の保護者
時 12月14日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所3階
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。　 ☎6400－0084

バースデイ歯科健診「年に一度
は歯科健診を受けましょう」
対 1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月を
過ぎても受診できます）※3歳のお
子さんは「3歳児健診」（個別に通知

します）をご利用ください。
時（1）12月7日（水）（2）平成29年1
月18日（水） いずれも午後1時30分
～2時30分※日程が合わない人は
ご相談ください。
持ち物　母子健康手帳・歯ブラシ
申当日直接会場へ。※妊産婦の
歯科健診を同日に行っています。
詳しくは、健康推進課地域保健係
へ。
問みなとコール ☎5472－3710
健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

子ども家庭支援センター子育
て講座「家族のための防災講
座」
対区民で就学前のお子さんがい
る保護者（お子さんとの同伴可）
時 11月22日（火）午前10時～正午
所みなと保健所8階
人 30人（申込順）
申電話で、11月14日（月）～19日
（土）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
担子ども家庭支援センター子育
て支援係

子ども服と本の交換会「リユ
ース♡♡（ハート・ハート）ブ
リッジ」
対区内在住・在勤者※お子さん
の同伴可
時第1部：12月10日（土）午前11時
～11時50分、第2部：正午～午後0
時40分
所白金台いきいきプラザ
人第1部：50人（申込順）、第2部：
なくなり次第終了
内第1部：持参した点数まで服を
交換することができます。本を1
冊以上持ち込むと、3冊まで持ち
帰りが可能です。第2部：どなたで
も自由に持ち帰れます。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。
申第1部：電話またはファックス
で、12月2日（金）までに、住所・
氏名・電話番号・参加人数を、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
第2部：当日直接会場へ。※今回は
子ども服の事前持ち込みを行いま
せん。

開催日 時　間 場　所 内　容 対　象 定　員 申し込み 問い合わせ

12月7日
（水）

午後2時30分
～3時30分

（午後2時開場）
麻布図書館
5階視聴覚室

ぐるうぷ観覧車によ
る冬のおはなし劇場
「しっぽのつり」他

4歳～小学校低学年のお子さ
んとその保護者※未就学児は
保護者同伴（保護者はお子さ
ん1人につき大人1人まで）

20人
（会場先着順） 当日直接会場へ。 麻布図書館

☎3585－9225

午後2時30分～4時
（午後2時開場）

港南図書館
3階ホール

冬の子ども工作会
「かげ絵シアターを作
ろう」

小学生 15人
（申込順）

電話または直接、11月19日
（土）から、港南図書館へ。

港南図書館
☎3458－1085

午後2時30分
～3時30分

（午後2時開場）

高輪子ども中高生
プラザ

4階多目的ホール

冬の子ども工作会
「毛糸とシールでプレ
ゼントをつくろう！」

小学生までのお子さんとその
保護者（保護者はお子さん1
人につき大人1人まで）

15人
（会場先着順） 当日直接会場へ。 高輪図書館分室

☎3443－1666

12月9日
（金）

午後3時～4時
（午後2時30分開場）

高輪子ども中高生
プラザ

4階多目的ホール
冬の子ども映画会
「ミッキーのゴルフ」

未就学児～高校生
※ 未就学児は保護者同伴（保
護者はお子さん1人につき
大人1人まで）

50人
（会場先着順） 当日直接会場へ。 高輪図書館分室

☎3443－1666

12月10日
（土）

第1部
午前11時～正午

（午前10時30分開場）
第2部

午後2時～3時
（午後1時30分開場）

みなと図書館
地下1階

視聴覚ホール

冬の子ども会
「つばさくんとジャン
プ！」あそび歌コンサ
ート

区内在住・在園・在学の3歳～
小学3年生の人
※ 保護者同伴可。ただし同伴
の保護者は1組につき大人
1人まで。

各80人
（抽選）

往復はがきで、11月11日
（金）～22日（火・消印有効）
に、〒105－0011芝公園3－
2－25　みなと図書館へ。
※ 応募はがきの書き方、注
意事項等は、港区立図書
館ホームページまたは港
区立図書館に掲示してい
るポスター・配布チラシ
をご確認ください。

みなと図書館
学校支援担当
☎3437－6621

第1部
午前11時～正午

（午前10時30分開場）
第2部

午後2時～3時
（午後1時30分開場）

赤坂図書館
3階多目的ホール

冬の子ども会
劇団なるにあによる
人形劇「うかれバイオ
リン」

小学生までのお子さんとその
保護者（保護者はお子さん1
人につき大人1人まで）

各55人
（申込順）

電話または直接、11月26日
（土）から、赤坂図書館へ。

赤坂図書館
☎3408－5090

12月11日
（日）

午後2時～3時
（午後1時30分開場）

高輪図書館
視聴覚室

冬の子ども工作会
「毛糸でぐるぐるクリ
スマスツリーをつく
ろう」

小学生までのお子さんとその
保護者（保護者はお子さん1
人につき大人1人まで）

15人
（会場先着順） 当日直接会場へ。 高輪図書館

☎5421－7617

12月12日
（月）

第1部
午後1時～2時

（午後0時30分開場）
第2部

午後3時～4時
（午後2時30分開場）

港南図書館
3階ホール

冬の子ども会
人形劇団ひとみ座に
よる人形劇「さやさや
さや」ほか

小学生以下のお子さんとその
保護者（保護者はお子さん1
人につき大人1人まで）

各50人
（申込順）

電話または直接、11月26日
（土）から、港南図書館へ。

港南図書館
☎3458－1085

12月17日
（土）

午後2時30分
～3時30分

（午後2時開場）
麻布図書館
5階視聴覚室

冬の子ども会
たかつ人形座による
人形劇「ジャックと豆
の木」ほか

3歳～小学生のお子さんとそ
の保護者（保護者は1家族に
つき大人1人まで）

50人
（申込順）

直接、12月4日（日）から、麻
布図書館へ。

麻布図書館
☎3585－9225

12月18日
（日）

午前11時～正午
（午前10時30分開場）

三田図書館
地下1階

視聴覚ホール

冬の子ども会
劇団小さいお城によ
る人形劇「ふしぎのく
にのアリス」

3歳以上のお子さんで、1人で
観劇できる人

84人
（申込順）

電話または直接、12月1日
（木）から、三田図書館へ。

三田図書館
☎3452－4951

12月23日
（金・祝）

午前11時～正午
（午前10時30分開場）

高輪区民センター
1階区民ホール

冬の子ども会
人形劇団　ポポロに
よる人形劇「三びきの
やぎのガラガラドン」

1歳～小学生のお子さんとそ
の保護者（保護者はお子さん
1人につき大人1人まで） 

250人
（申込順）

直接、12月3日（土）から、高
輪図書館へ。

高輪図書館
☎5421－7617
高輪図書館分室
☎3443－1666

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）

港南図書館
3階ホール

冬の子ども映画会
「ロボッツ」 どなたでも 45人

（会場先着順） 当日直接会場へ。 港南図書館
☎3458－1085

図書館 冬の子ども会図書館 冬の子ども会平成28年度

11月11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  公園・児童遊園紹介（芝浦公園他）、家庭系ごみ量の「見える化」、六本木アートナイト　他
放送期間  11月11日(金)～20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。
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　「港区まちづくりマスタープラン」は、おおむ
ね20年後を目標とするまちの将来像やまちづく
りの方針等を示したものです。平成19年4月に
現行計画を策定した以降の社会状況の変化や、
都市計画区域マスタープラン（東京都決定）等の
上位・関連計画の改定等を踏まえて、見直しを
行います。この度、改定素案をとりまとめまし
たので、ご意見を募集します。
まちづくりマスタープランとは
　港区まちづくりマスタープランは、都市計画
法第18条の2に基づき、区の都市計画に関する
基本的な方針を定めるもので、防災・環境・国
際化・観光・福祉・教育・文化・健康増進等幅
広い分野の視点も取り入れ、まちづくりの方向
性を示すものです。
改定の背景
　現行計画策定後、想定を上回る人口の増加、
東日本大震災の教訓、国家戦略特別区域の指
定、広域交通ネットワークの強化、東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会開催を契
機としたまちづくりの進展等、区を取り巻く環
境は大きく変化しています。　
港区のまちづくりにおける重点課題と改定の視
点
（1）想定を上回る人口増加への対応

（2）環境と都市機能のバランスのとれたまちづ
くりの推進
（3）安全・安心の強化
（4）世界に誇れる国際都市の実現
（5）参画と協働の推進と地域コミュニティの向
上
港区がめざす将来都市構造
　将来都市構造は、まちの中心となる拠点や軸
を位置付け、将来の都市の骨格を示すもので
す。広域的な視点から見た港区の位置付けを踏
まえて、都市再生の緊急性や地域特性により区
を3つのゾーンに分け、土地の利用・活用・保
全や市街地環境等に関する整備方針を整理し、
まちづくりの方針等の前提とします。
改定スケジュール（予定）
　改定素案についていただいたご意見を踏ま
え、平成29年2月改定、3月公表をめざしていま
す。
11月11日～12月12日　区民意見募集
平成29年2月　改定
平成29年3月　公表
閲覧方法
　「港区まちづくりマスタープラン（改定素案）」
は、港区ホームページ「施策・計画に対するご
意見」の他、都市計画課（区役所6階）、区政資料

室（区役所3階）、総合案内（区役所1階）、各総合支所、
各港区立図書館（高輪図書館分室を除く）でご覧になれ
ます。
ご意見の提出方法
　港区ホームページ「施策・計画に対するご意見」か
ら、または直接、郵送・ファックスで、12月12日
（月・必着）までに、〒105－8511　港区役所都市計画
課街づくり計画担当へ。

港区まちづくりマスタープラン（改定素案）区民
説明会を開催します

対象　どなたでも
とき・ところ・定員　表参照
※時間はいずれも午後6時30分～8時（午後6時15分開
場）です。
※保育あり（4カ月～就学前、各2人。電話で、都市計
画課街づくり計画担当へ）

表 区民説明会
とき ところ 定員

11月18日（金）芝浦区民協働スペース 30人（会場先着順）
11月28日（月）東海大学高輪キャンパス4号館 40人（会場先着順）
11月29日（火）麻布区民協働スペース 30人（会場先着順）
11月30日（水）赤坂区民センター 30人（会場先着順）

12月1日（木）慶應義塾大学薬学部芝共立
キャンパス1号館講堂 200人（会場先着順）

申し込み
　当日直接会場へ。

ご意見を
募集します

【まちづくりの方針】

【地区別まち
 づくりの方針】 芝 麻布 赤坂 高輪 芝浦港南

◀ 地区（総合 
支所の区域）

ま
ち
づ
く
り
の

骨
格
と
な
る
分
野

【将来都市構造】

都市活力創造ゾーン
（区北部）

広域交流活性化ゾーン
（区南東部）

地域活力向上ゾーン
（区南西部）

住み続けられるまち

【将来都市像】

【目指すべきまちの姿】

個性的で多様な魅力があるまち

安全・安心なまち

持続可能なまち

世界に開かれた国際的なまち

広域的位置づけをふまえて

将来像を実現するために…

「うるおいある国際生活都市」
～歴史と未来が融合する 魅力と活力あふれる 清々しいまち～

【まちづくりの基本理念】
人にやさしい良質な都市空間・居住環境を皆で維持し、創造し、運営していく

骨
格
と
な
る
分
野
と

幅
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く
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る
分
野
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ち
の
姿（
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格
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示
す

分
野
ご
と・
地
区
ご
と
に
具
体
的
な
方
向
性
を
示
す

方針１　良好な居住環境と国際ビジネス拠点の形成の両立

方針２　暮らしやすく健康に資する生活環境の形成

方針３　快適な道路・交通ネットワークの形成　【道路・交通】

方針４　緑と水の豊かなうるおいの創出　【緑・水】

方針５　災害に強く回復力のあるまちの形成　【防災・復興】

方針６　豊富な景観資源と地域の個性が光る、

方針７　環境負荷の少ない都市の形成　【低炭素化】

方針８　まちの魅力の維持・向上と活用・発信

　【土地利用・活用】

【住宅・生活環境・地域コミュニティ・防犯】

誇りと愛着に満ちた街並みの形成　【景観】

　【国際化・観光・文化】

港区まちづくり
マスタープラン（改定素案）

今後のまちづくりの進め方
（1）まちづくりを進めるための協働体制の充実
（2）柔軟で戦略的なまちづくりの推進
①地域主体のまちづくりの推進（まちづくり条例の
活用等）
②まちづくりガイドラインの策定・運用
③地域の魅力・価値の持続的な向上（エリアマネジ
メント）
④ハードとソフトが一体となった総合的かつ効果的

なまちづくりの展開
⑤まちづくり人材の発掘・育成
⑥既存ストックの適正な管理および民間活力を導入
したインフラ整備
（3）時代の変化に対応したまちづくりの展開
①関連する個別計画の着実な推進
②個別計画の見直しおよびまちづくりマスタープラ
ンの改定

地区別まちづくりの方針　区全体のまちの将来像や分野別のまちづくりの方針を踏まえ
て、地域特性を生かした身近なまちづくりの方向性を示すため、5つの総合支所の区域ご
とに、地区別まちづくりの方針を示します。

計画の体系　「うるおいある国際生活都市」をめざし、将
来都市像を構成する「目指すべきまちの姿」の実現に向け
て、区全体のまちづくりの方針を分野別に示します。

◆赤坂地域における歴史・文化を生かした景
観形成とにぎわいの創出

◆青山通りや神宮外苑銀杏並木沿いを中心
とした気品とにぎわいある街並みづくり

◆東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会を契機に、メインスタジアムへの玄
関口として誰もが移動しやすい環境づくり

◆赤坂地域における老朽マンションの建て替
え促進や、青山地域における細街路の改善
等による地域の防災性の向上

芝地区

麻布地区

高輪地区

赤坂地区

◆新橋・浜松町地域における多様な商業・業務機能の集積とさま
ざまな人が住み続けられる住宅との共存

◆虎ノ門地域における交通機能の拡充、開発を契機とした市街地
環境の質の向上

◆芝地域における防犯・防災への意識を高めるまちづくりの推進
◆三田地域における歴史・文化や緑と調和したまちづくりの推進
◆エリアマネジメント活動を中心とした地域のにぎわい創出
◆風致地区内の緑や風格ある景観の保全

◆六本木地域等にぎわいのあ
る商業・業務地の形成と繁華
街周辺の防犯対策等による
安全性の向上

◆落ち着いた住宅地と商業地
が共存するまちづくり

◆地域間の移動の利便性向上
とバリアフリー化

◆地区の特性に応じた景観形
成、緑地保全・緑化の推進、防
犯・環境美化活動のさらなる
展開

◆国際色豊かな雰囲気を生か
したまちづくりの推進

※港区ホームページ「施策・計画に対するご意見」からもご
覧いただけます。

都市計画課街づくり計画担当 ☎3578－2210・35
問い合わせ

芝浦港南地区

◆急激な人口増加に対する安全・安心で暮らしやすい
生活環境の整備

◆JR線東西方向や芝浦港南地域から山手線内や台場地
域等、地域内・地域間交通の利便性向上

◆津波による浸水や液状化、災害時における交通機関
遮断による台場への交通アクセス確保

◆運河や海等の水質改善や水辺のにぎわい創出による
活気ある魅力的な市街地の形成

◆緑が多く落ち着きのある住
宅地の環境の維持・保全

◆多様な手段の活用による地
域交通の利便性向上

◆木造建築物や細街路が多い
地域の防災性向上、急傾斜地
の安全性向上

◆品川駅およびJR新駅周辺に
おける東京の南の玄関口と
して世界に開かれた国際的
なまちづくりの推進

◆環状第4号線の整備、道路沿
道と周辺地域が一体となったまちづくり
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狂犬病とは
　狂犬病は、人を含め全ての哺乳類
に感染し、発症するとほぼ100パー
セント死に至る恐ろしい病気です。
今も一部の地域（オーストラリア等）
を除く世界中で狂犬病が発生してお
り、年間5万人以上の人が亡くなっ
ています。平成25年7月に台湾で狂
犬病に感染している野生のイタチア
ナグマが52年ぶりに発見されまし
た。日本では狂犬病の恐ろしさが忘
れられつつありますが、決して過去
の病気ではありません。
　海外に行くときは、不用意に狂犬
病が疑われる動物に手を出さないよ
うに注意しましょう。もし、狂犬病
が疑われる動物にかまれたり引っか
かれたりしたときは、すぐに傷口を
きれいな水と石けんで洗い、現地で
医師の治療を受けてください。
狂犬病を予防するために
　日本では、狂犬病予防法により犬
を飼い始めた時の、生涯に1度の登
録と年1回の狂犬病予防注射が義務
付けられています。区で手続きを行
うと、登録時には犬鑑札、狂犬病予
防注射を受けた証として注射済票を
発行します。鑑札と注射済票は、飼
い犬に着けておくことが法律で義務
付けられています。守らなかった場
合、20万円以下の罰金に処せられま
す。
飼い犬の登録
　申請窓口で登録の申請を行い、鑑
札の交付を受けてください。鑑札を
紛失したときは、再交付の申請をし
てください。

注射済票交付申請
　動物病院で狂犬病予防注射を受
け、獣医師の発行する「狂犬病予防
注射済証」を申請窓口にお持ちくだ
さい。証明証は平成28年3月2日以降
に狂犬病予防注射を受けたものに限
ります。
　病気等の健康上の理由により、獣
医師が狂犬病予防注射を受けられな
いと判断した場合は、動物病院で発
行された「猶予証明書」を持って、申
請窓口へお越しください。注射済票
は交付できませんが、注射猶予犬と
して台帳に登録します。
申請窓口　各総合支所区民課保健福
祉係
申請手数料　手数料は現金のみの取
り扱いです。
飼い犬の登録　3000円（鑑札の再交
付は1600円）
注射済票交付　550円（済票の再交付
は340円）
こんなときは届け出を
◦犬を連れて港区に転入した場合や
犬を譲り受けた場合 
●区内で転居した場合
●飼い犬が死亡した場合
●飼い犬が人にけがをさせた場合
●犬にけがを負わされ、被害届を出
したい場合（任意）

各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照
生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043

問い合わせ

　COPD（Chronic Obstructive 
Pulmonary Diseaseの略）は、確
実に患者数が増えている疾患です。
この疾患は、主にタバコが原因で肺
に炎症が起こり、重症化すると呼吸
が苦しくなり、少し動くだけでも息
切れするようになります。ここで
は、COPDの原因と予防について
紹介します。
COPD（慢性閉塞性肺疾患）とは
　従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼
ばれてきた病気の総称で、有害な粒

子やガスの吸入によって肺に炎症が
起こる進行性の疾患です。COPD
になると、空気の通り道である気道
が慢性的に狭くなり、息が吐き出し
にくくなります。その原因のほとん
どが喫煙です。
増加傾向にある死亡者数
　図1は、日本でのCOPDによる死
亡者数の推移です。COPDで亡く
なる人は増加傾向にあり、特に男性
に多い傾向があります。現在、日本
では死亡原因の10位です。WHO

ます。
区の禁煙支援
　みなと保健所では、禁煙したい人
を支援しています。詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。
（1）禁煙支援薬局を利用しましょう
　港区禁煙支援薬局（区内65薬局）で
は、禁煙相談が無料で受けられます
（禁煙補助剤の購入は実費）。
（2）禁煙相談を利用しましょう
　みなと保健所では、喫煙者やその
家族を対象に禁煙相談を実施してい
ます（予約制）。肺年齢測定、一酸化
炭素濃度測定も行います。

健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

問い合わせ

飼い主のいない猫のトラブル
　区には、飼い主のいない猫のふん
尿や置きっ放しにされた不衛生な餌
等で困っている人から相談が寄せら
れています。被害を受けている人が
猫の存在を嫌うようになり、猫を世
話している人との感情的な問題も生
じています。猫の世話をする人と困
っている人が対立していても問題は
解決しません。地域の環境を良くす
るために多くの人が共に考えていく
ことが大切です。
　また、猫を捕獲してほしいという
声もありますが、猫は法律で愛護動
物に指定され、区が勝手に捕獲し、
移動させることはできません。
地域猫活動とは
　地域猫活動は、飼い主のいない猫
の問題を地域の環境問題として考
え、地域住民の合意のもとで猫を適
正に管理していく活動です。具体的
には、去勢不妊手術を行い、不幸な
命を増やさないようにします。ま
た、適切に餌を与え、食べ残しやふ
んの片付け、清掃をしてまちの美化
を行います。
置き餌はトラブルの元
　餌を撒いて与える、置きっ放しに
するといった方法は、猫以外の動物
（カラス、ネズミ、ハエ等）が集まり
ます。さらに餌が腐敗して不衛生な
状況をもたらすこともあります。猫
は何でも食べてしまうので腐敗した
餌を食べ、体調を崩すこともありま
す。不適切な餌やりは猫が嫌われる
原因にもなります。餌を与えたらき
ちんと片付けましょう。

地域猫活動にご理解を
　地域猫活動に求められることは、
地域の人と猫を世話している人の相
互理解です。地域の人は、地域の関
心事として地域猫活動について理解
をお願いします。猫を世話している
人は、地域の人に理解を得られるよ
う働きかけをお願いします。猫と共
生できる環境を作るため、区は地域
猫活動の相談を受け付け、活動を支
援しています。
猫の去勢不妊手術費用の一部を補助
しています
　区では、地域猫の去勢不妊手術費
用の一部を補助しています。年間を
通じて随時受け付け、地域における
管理の実態を調査のうえ、補助を決
定します。必要であれば、手術を目
的として、猫を保護するためのケー
ジを貸し出します。各総合支所協働
推進課協働推進係までご相談くださ
い。
補助額
オス猫　上限5000円
メス猫　上限8000円
※既に去勢不妊手術が済んでいる場
合は、補助の対象とはなりませ
ん。

手術を受けるところ
　動物病院（区外の動物病院も可）

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

問い合わせ
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D
ディー（慢性閉塞性肺疾患）

を知ろう

◆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

このポスターが
禁煙支援薬局の目印です出典：東京都福祉保健局、承認番号28福保保健第478号（無断転載禁止）

図1  日本でのCOPD死亡者数（人口動態統計） 図2  自己チェック表

禁煙支援リーフレット

登録と狂犬病予防注射を忘れずに
飼い犬の 地域猫活動に

ご理解をお願いします

は、2030年に世界の死亡原因の第3
位になると予測しています。
こんな症状はありませんか
　長引くせき、たん、息切れ等の症
状、自己判断で「年のせい」、「風邪
の治りが悪いだけ」等と思い込んで
いませんか。まずは自己チェックを
してみましょう。特に40歳以上の人
で、喫煙歴のある人は要注意です。
図2のような症状が思い当たる場合
は、COPDの可能性があります。
予防も治療も「禁煙」が重要
　COPDになる最大の原因は喫煙
です。喫煙を継続していると、肺機
能が低下するスピードが加速しま
す。禁煙することが、COPDの発
症予防と症状の進行防止につながり

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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ストップ！
｢ながらスマホ｣
　最近、歩行中や運転
中にスマートフォンを
操作する「ながらスマ
ホ」が増えています。
「ながらスマホ」は非常
に危険な行為です。
なぜ危ないか
　人間は多くの情報を
目から取り入れていますが、スマートフォン操作
中は画面に集中することで視野が極端に狭くな
り、周囲の危険に気付きにくい無防備な状態とな
ってしまいます。
どんなリスクがあるか
（1）自動車や自転車等に気付かず、接触すれば重
大な交通事故にもつながりかねません。
（2）ひったくり犯や痴漢等の犯罪者に隙を狙われ
るかもしれません。
（3）｢ながらスマホ｣の結果、他人にけがをさせる
こと等があれば、法律上、罪に問われることもあ
ります。
　自らが交通事故や犯罪の被害者または加害者と
なってしまわないためにも、「ながらスマホ」行為
を皆でストップしましょう。
火災予防運動を機に防火防災意識を高めましょう
　11月9日（水）～15日（火）の間、「秋の火災予防運
動」が実施されています。
　つい寝たばこをしたり、「便利だから」と電気器
具等を誤って使用していませんか。
　次第に寒くなり暖房器具も登場するこれからの
季節、ますます火災に注意する必要があります。
　この機会に、改めて防火防災意識を高めましょ
う。

防災課生活安全推進担当 ☎3578－2270
問い合わせ

Q検察審査会ってなんですか
Ａ交通事故や詐欺等の犯罪の被害に遭い、警察
や検察に訴えたにも関わらず、検察官が被疑者
（容疑者）を起訴してくれない（不起訴処分）場合
に、それが妥当かどうかを審査するのが検察審査
会です。
　被害者等からの申し立てを受け、検察審査会と
して不起訴処分の当否を審査し、｢もっと捜査を
すべき｣とか｢起訴すべき｣等の議決がされたとき
には、検察官は事件を再捜査することになりま
す。
Q検察審査員は誰がなるのですか
Ａ選挙人名簿に登録されている20歳以上の人の
中から、「くじ」により、無作為に選ばれます。こ
れは、広く国民の良識に沿った判断を検察官の判
断に反映させるためです。
Q区では何人の候補者を選ぶのですか
Ａ平成29年は、検察審査会から60人の｢検察審査
員の候補者｣が割り当てられました。
　｢くじ｣で選ばれた候補者には、検察審査会から
11月中旬に｢検察審査員候補者名簿への記載のお
知らせ｣が郵送されますので、調査に対する回答
をお願いします。さらに、検察審査会の「くじ」で
検察審査員または補充員に選ばれた人は、その職
務への協力をお願いします。
　詳しくは、検察審査会制度のホームページ
http://www.courts.go.jp/kensin/
をご覧ください。

東京第一～第六検察審査会事務局（裁判所合同
庁舎内） ☎3581－2877
選挙管理委員会事務局 ☎3578－2768

問い合わせ

Q裁判員制度ってなんですか
Ａ国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加
する制度です。
　原則として、6人の裁判員と3人の裁判官が、と
もに刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か無罪
か、有罪の場合どのような刑にするかを判断しま
す。
Q裁判員は誰がなるのですか
Ａ選挙人名簿に登録されている20歳以上の人の
中から、｢くじ｣により、無作為に選ばれます。こ
れは、国民の皆さんが参加することによって、一
人ひとりの感覚や経験に根ざした、新鮮で多様な
視点を裁判に反映させるためです。
Q区では何人の候補者を選ぶのですか
Ａ平成29年は、東京地方裁判所から428人の｢裁
判員の候補者｣が割り当てられました。
　｢くじ｣で選ばれた候補者には、裁判所から11月
中旬に｢裁判員候補者名簿への記載のお知らせ｣が
郵送されますので、調査に対する回答やその後の
裁判員の候補者としての協力をお願いします。
Q裁判員を辞退することはできますか
Ａ広く国民の参加を得てその良識を裁判に反映
させるという制度の趣旨から、法律上、裁判員に
なることは義務とされています。ただし、国民の
皆さんの負担が著しく大きくならないようにする
ための配慮等から、法律や政令で辞退を申し立て
ることができる事由を定めています。
　詳しくは、最高裁判所裁判員制度ホームページ
http://www.saibanin.courts.go.jp/
をご覧ください。

東京地方裁判所刑事訟廷裁判員係 ☎3581－2910
選挙管理委員会事務局 ☎3578－2768

問い合わせ

歯科も訪問診療をします
　区では、歯科医師会と協力し、
障害のある人や、加齢や病気によ
って歯科受診が困難な人が、歯科

にかかることのできるよう体制を
整えています。必要に応じて、他
の診療科と連絡を取りながら歯科
治療を進める他、バリアフリーの
診療所や歯科医療機関を紹介し、
より高度な治療が必要であれば適
切な医療機関等を紹介します。
　なお、みなと保健所をはじめと
した区の窓口や区内医療機関で
は、訪問歯科診療や障害者の歯科
診療が可能な医院の名簿を用意し
ています。ぜひご利用ください。
かかりつけ歯科医による口

こう

腔
く う

ケア
のサポート
　口腔ケアとは、口腔清掃・歯垢
の除去・入れ歯の手入れ等、口腔

の疾病予防とQOL（生活の質）の
向上を図る目的で行うものです。
近年では口腔ケアの普及に伴い、
障害のある人、要介護高齢者等の
入れ歯や口腔内の清潔さは向上し
てきています。
口腔ケアの内容
　健診、歯みがき、粘膜の食べカ
スの除去、粘膜のマッサージ、舌
の清掃と訓練、入れ歯の洗浄、食
べる・かむ・のみ込みのリハビリ
口腔ケアによる効果
●むし歯、歯周病の予防
●食事がおいしくなる
●会話等のコミュニケーションの
向上

●口臭の予防
●口腔乾燥症・口内炎・カンジダ
症の予防
●誤

ご

嚥
えん

性肺炎の予防
　肺炎は、日本人の死因の3位を
占めています。その肺炎の原因の
多くは誤嚥性肺炎によるものとさ
れています。肺炎を予防するため
には、口腔ケアによって口の中の
細菌を減らすことも重要です。誤
嚥性肺炎を防ぎ、健康な生活を送
りましょう。

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

問い合わせ

「障害者週間ポスター原画展」
を開催しています
対どなたでも
時・所

と　き ところ
11月14日（月）まで
午前8時～午後11時

みなとパーク
芝浦

11月17日（木）～25日
（金）午前9時～午後9
時30分

神明いきいき
プラザ

※初日は午前11時から、最終日は
午後6時まで※神明いきいきプラ
ザには駐車場はありません。
申当日直接会場へ。
主催　港区、第35回障害者週間記
念事業実行委員会、港区心身障害
児・者団体連合会
後援　港区社会福祉協議会、港区
民生委員・児童委員協議会

問障害者福祉課障害者福祉係
　 ☎3578－2383

障害者のための創作講座「ク
リスマスリース作り」
対 18歳以上で身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持、難病による
障害支援区分認定を受けた区民
時 12月9日（金）午後1時45分～3時
30分
所障害保健福祉センター
人 10人程度（抽選）
費用　1200円程度（材料費実費）
申電話またはファックスで、11
月25日（金）までに、障害保健福祉
センターへ。
 ☎5439－2511　FAX5439－2514
※申し込みの際、身体状況の確認
をすることがあります。手話通

訳・介護者が必要な人は、ご相談
ください。また、一般の交通機関
の利用が困難な人は、巡回送迎バ
スを利用できます。

障害者アート展「みなとパーク
芝浦ふれあい空間事業　第2回
潮展　美しい偶然と意図」
対どなたでも
時 12月8日（木）まで午前8時～午
後11時※11月19・20日（土・日）は
休館
所芝浦港南地区総合支所区民ギ
ャラリー等
申当日直接会場へ。
問芝浦港南地区総合支所管理課
管理係　 ☎6400－0011
障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2383

重度障害児の日中一時支援事業
（冬・春休み中）の参加者募集
対区内在住で特別支援学校等に
通学する小学4年生～高校3年生の
うち、（1）重度の知的障害児（2）重
度の肢体不自由児
時（1）12月26日（月）、平成29年3
月27日（月）（2）12月24日（土）、平
成29年3月25日（土）いずれも午後1
時30分～5時
所障害保健福祉センター
人（1）（2）各20人※定員に達した
場合、選考審査あり
費用　課税世帯は1日あたり480円
申直接、11月22日（火）までに、
各総合支所区民課保健福祉係へ。
問障害者福祉課障害者支援係
　 ☎3578－2671

検察審査会をご存じですか 裁判員制度をご存じですか
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凡
例　

対
…
対
象　

時
…
と
き　

所
…
と
こ
ろ　

内
…
内
容　

人
…
定
員
・
募
集
人
員　

申
…
申
し
込
み　

問
…
問
い
合
わ
せ　

選
…
選
考
方
法　

担
…
担
当
課

体力の自信があまりない人向
けの入門編「はじめてのマシ
ントレーニング講座」
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・所週2回全26回・各回90分※
港南いきいきプラザのみ120分

ところ 定員 実施曜日・
開始時間 開始日

三田いきい
きプラザ 8人 毎週月・木曜

午後2時
12月1日
（木）

神明いきい
きプラザ 10人

毎 週 月 曜 午
後2時・金曜
午前10時

12月2日
（金）

虎ノ門いき
いきプラザ 8人 毎週火・金曜

午後2時
12月2日
（金）

白金台いき
いきプラザ

8人 毎週月・木曜
午後1時15分

12月1日
（木）

8人 毎週火・金曜
午前9時15分

12月2日
（金）

港南いきい
きプラザ 10人 毎週月・木曜

午後1時30分
12月12
日（月）

介護予防総
合センター

10人 毎週月・木曜
午前10時

12月1日
（木）

10人 毎週水・土曜
午前10時

12月3日
（土）

申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。※申し込み時に、参加対象
の確認を行います。 ☎欄外参照
社交ダンスパーティー
対おおむね50歳以上の区民※見
学のみも可
時 12月17日（土）午後0時30分～3
時（正午開場）
所神明いきいきプラザ
人 120人（申込順）
申電話または直接、12月1日（木）
までに、神明いきいきプラザへ。
　 ☎3436－2500

カルチャー教室（1）折り紙教
室（2）フラワー教室
対 60歳以上の区民
時（1）12月3・10日（土・全2回）午
前10時～11時30分（2）12月17日
（土）午前10時～11時
所麻布いきいきプラザ
人（1）（2）各10人（抽選）
費用　（1） 500円（教材費）（2）1000
円（材料費）
申電話または直接、（1）11月12日
（土）～23日（水・祝）に、（2）11月

12日（土）～30日（水）に、麻布いき
いきプラザへ。 ☎3408－7888

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（1）12月19日～平成29年3月30
日（毎週月・木曜、全26回）午後1
時30分～3時30分（2）12月19日～平
成29年3月30日（毎週月・木曜、全
26回）午前10時～正午（3）12月1日
～平成29年3月6日（毎週月・木曜、
全26回）午後2時～4時
所（1）ありすいきいきプラザ（2）
西麻布いきいきプラザ（3）介護予
防総合センター
人（1）（3）各12人（2）8人（申込順）
申電話で、各高齢者相談センタ
ーへ。※申し込み時に、参加対象
の確認を行います。　 ☎欄外参照

パソコン講座「中級者をめざ
そう」
対 60歳以上の区内在住者で、漢
字入力ができ、全て参加できる人
時 12月4～25日（毎週日曜・全4回）
午前10時～11時30分
所青山いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　1000円（4回分）
申電話または直接、11月18日
（金）までに、青山いきいきプラザ
へ。　 ☎3403－2011

シニア向けスマートフォン教室
対 60歳以上の区民
時 11月29日（火）午前10時～正午、
午後2時～4時
所高輪いきいきプラザ
人各16人（抽選）
申電話または直接、11月23日
（水・祝）までに、高輪いきいきプ
ラザへ。 ☎3449－1643

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（1）11月23日～平成29年2月1日
（12月28日、平成29年1月4日を除
く毎週水曜・全9回）午前10時30分

～11時30分（2）11月24日～平成29
年2月2日（12月29日、平成29年1月
5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
人各6人（抽選）
申電話または直接、11月15日（火）
までに、高輪いきいきプラザへ。
※11月16日（水）に当選者にのみ当
選結果を電話連絡します。
　 ☎3449－1643

台場訪問相談会
　芝浦港南地区高齢者相談センタ
ーが出張窓口を開設します。併せ
て、芝浦港南地区高齢者相談セン
ターオレンジカフェin台場を同時
開催します。
対 65歳以上の区民やその家族
時 11月22日（火）、平成29年1月24
日（火）、3月28日（火）いずれも午
前10時～11時30分
所台場高齢者在宅サービスセン
ター
申当日直接会場へ。
問芝浦港南地区高齢者相談セン
ター ☎3450－5905

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
時・所

浴場名 電話番号 実施日時
南青山 清水湯

（南青山3－12
－3）

☎3401
－4404

11月21日（月）
午前10時45分
～11時45分

玉菊湯
（白金3－2－3）

☎3441
－1772

11月22日（火）
午後2時15分
～3時15分

麻布黒美水温
泉竹の湯

（南麻布1－15
－12）

☎3453
－1446

11月24日（木）
午後2時10分
～3時10分

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

☎5442
－2639

11月25日（金）
午後1時45分
～2時45分

アクアガーデ
ン三越湯

（白金5－12－
16）

☎3441
－9576

11月30日（水）
午後2時20分
～3時20分

内「今日から始める簡単体操」（健
康運動指導士）、「秋を笑ってすご
しましょう」（落語家）
人各15人程度（申込順）
申電話または直接、実施日の前
日までに、希望する銭湯へ。

問保健福祉課福祉活動支援係
　 ☎3578－2381

シニアのための就職・就業相
談説明会
　港区シルバー人材センターと無
料職業紹介所みなと＊しごと55が
合同で開催する、働くための相談
説明会です。
対おおむね55歳以上の区民
時 11月21日（月）午後2時～4時（午
後1時30分から受け付け開始）
所港勤労福祉会館
申当日直接会場へ。
問港区シルバー人材センター
　 ☎5232－9681
みなと＊しごと55  ☎5232－0255
担保健福祉課福祉活動支援係

区立高齢者集合住宅あき家入
居登録者募集
募集住宅　（1）ピア白金（白金一丁
目）（2）はなみずき白金（白金三丁
目）（3）フィオーレ白金（白金三丁
目）（4）はなみずき三田（三田一丁
目）
対区内に3年以上居住しているこ
と、申込者が65歳以上であるこ
と、所得が定められた基準内であ
ること、住宅に困っていること等
申し込みのしおりの配布・募集期
間　11月15日（火）～24日（木）
申し込みのしおり配布場所　高齢
者支援課、各総合支所・台場分室
および各いきいきプラザ等
申郵送で、11月25日（金・必着）
までに、神谷町郵便局へ。詳しく
は、申し込みのしおりをご覧くだ
さい。
登録期間　平成29年4月1日～平成
30年3月31日
問高齢者支援課高齢者施設係
　 ☎3578－2931
港区指定管理者（株）東急コミュニ
ティー　虎ノ門支店 ☎5733－0109

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

◆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

注文していないのに「商品を届ける」
と連絡がきた
　「健康食品を届ける」と電話が
ありました。頼んだ覚えはない

のでその旨を告げると「住所も電話
番号も分かっているので今から行
く」と言われ、「警察に相談します」
と言うと「連絡するなり好きなよう
にどうぞ」と開き直った態度をとら
れて恐怖と不信感を覚えました。そ
の後何度も電話が鳴りましたが電話

には出ずに無視しました。警察には
届けましたが、今後このような事業
者へはどのように対応すればよいの
でしょうか。
　一人暮らしの、特に高齢者を
狙った同様の被害が多く寄せら

れています。身に覚えがない場合
や、電話での勧誘を断ったにもかか
わらず商品が送られてきたり、届け
に来たりすることもあります。独立
行政法人国民生活センターも、平成
24年6月26日に次の注意喚起情報を
公開しています。
　消費者が承諾していないにもかか
わらず一方的に商品を送り付けられ
た場合、代金支払いの義務はなく、
受け取る必要もありません。
　このような悪質な被害に遭遇した

場合は、次のような行動をしてくだ
さい。
●留守番電話にしていきなり電話に
出ないこと
●自宅に来ても絶対にドアを開け
ず、きっぱり断ること
●大声を出されたらその場で警察に
通報すること
　おかしいと思ったら、すぐに消費
者センターにご連絡ください。
消費生活相談窓口
　消費者センターでは、消費生活相
談員が区内在住・在勤・在学者を対
象に、個人の消費生活におけるトラ
ブル等の相談を受けて、問題解決へ
のお手伝いをしています。

情報アンテナ
■高齢者の消費者トラブルと成年後見セミ
ナー
対象　どなたでも　とき　11月18日（金）午
後2時～4時　ところ　銀座ブロッサム（中
央会館）宴集会室マーガレット（中央区銀座
2－15－6）　定員　60人程度（会場先着順）
　問い合わせ　（公社）成年後見支援センタ
ーヒルフェ☎3476－5131（月～金曜午前10
時～正午、午後1時～4時）

消費者センター
相談直通電話 ☎3456―6827
相談時間（月～土曜）
 午前9時30分～午後4時
※土曜は電話相談のみ

問い合わせ

☎3578–2111（区役所代表） 7

区
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・
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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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みなと

健　　康
わかちあいの会みなと
対自死（自殺）で大切な人をなくし
た人
時 11月30日（水）午後2時～4時
所みなと保健所5階
申当日直接会場へ。※区民のみ保
育あり（4カ月～就学前、2人。電話
で、11月22日（火）までに、健康推進
課地域保健係へ）
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

胃・大腸がん検診（予約制）
対 35歳以上の区民
時 12月1日（木）～26日（月）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
係へ。 ☎6400－0083

骨粗しょう症検診（予約制）
対区民で、20歳以上の女性で次の
いずれかに該当する人（1）5歳ごとの
節目年齢の人（2）過去5年以内に受診
していない人※現在骨粗しょう症で
治療中の人はご遠慮ください。
時 12月14日・21日（水）午後2時～2
時45分受け付け
所みなと保健所
人各日20人（申込順）
申電話で、11月11日（金）午前9時か
ら、健康推進課健康づくり係へ。
 ☎6400－0083

が ん と 就 労 を 考 え る 講 座「 も
し、がんが見つかっても仕事を
続けるために」
対区内在住・在勤・在学者、また
は関心のある人
時 12月15日（木）午後6時50分～8時
50分
所男女平等参画センター
人 20人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人程度。12月1日（木）ま
でに、申し込み時にお申し出くださ
い）。詳しくは、男女平等参画セン
ターホームページ

http://www.minatolibra.jp/
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画
センターへ。 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

講座・催し物
ありすを歩いて、リースを作ろ
う
対区内在住・在勤・在学者（小学3
年生以下は保護者同伴）
時 12月4日（日）午後1時30分～4時頃
所有栖川宮記念公園、ありすいき
いきプラザ
人 40人程度（申込順）
持ち物　上履き（スリッパ等）
申電話で、11月14日（月）～22日
（火）までに、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
担麻布地区総合支所管理課管理係

落語を楽しむ会
対区民
時 12月3日（土）午後2時～3時30分
所白金台いきいきプラザ
人 60人（抽選）
申電話または直接、12月1日（木）ま
でに、白金台いきいきプラザへ。※
60歳以上でいきいきプラザの個人登
録を希望する人は、当日本人確認書
類をお持ちください。 ☎3440－4627

議場コンサート
対どなたでも
時 11月18日（金）午後0時15分～0時
45分
所港区議会5階議場
人 100人（会場先着順）
内ヴァイオリンとピアノによるク
ラシックコンサート
出演　（特）日本ルーマニア音楽協会
申当日直接会場へ。
問地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2342

ウクライナ大使館主催「ウクラ
イナデーin東京」
対どなたでも
時 11月20日（日）午前11時30分～午
後5時

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

まち歩き「港区の紅葉とミニ懐
石（ガイド付き）」
対区内在住・在勤者
時 11月25日（金）午前9時30～午後2
時
コース　港区観光インフォメーショ
ンセンター（東京モノレール浜松町
駅3階）前集合～目黒駅～東京都庭園
美術館～瑞聖寺（山手七福神）・八芳
園で食事後、解散※徒歩、電車で巡
ります。
人 15人（申込順）
費用　大人6840円（食事代・美術館
入館料）およびJR（浜松町駅～目黒
駅）料金を各自でお支払いいただき
ます。
申はがきに、参加者全員の氏名・
住所・電話番号を明記の上、11月17
日（木・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。
問港区観光協会（土・日曜、祝日を
除く午前10時～午後4時）
 ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
 ☎3578－2552

観光ボランティアガイドによる
まち歩きツアー「紅葉の有栖川
宮記念公園を歩く」
対小学生以上で坂道や階段を含め
全行程歩ける人（段差多数あり）
時 12月3日（土）午前10時～正午
所東京メトロ日比谷線広尾駅
コース　有栖川宮記念公園、都立中
央図書館、善福寺
人 20人（抽選）
申次のいずれかの方法で、11月21
日（月・必着）までにお申し込みくだ
さい。11月25日（金）までに、申し込
み者全員に当落通知をお送りしま
す。（1）往復はがきに、コース名・
郵便番号・住所・氏名・年齢・日中
連絡のとれる電話番号を明記の上、
〒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「観光ボランティアガイド担当」
へ。（2）港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
の「MINATOまち歩きコーナー」の
応募フォームへ。※同伴者（1人ま
で）がいる人は、同伴者の住所・氏
名・年齢・電話番号も必ず明記して
ください。
問港区観光協会観光ボランティア
ガイド担当 ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
 ☎3578－2552

第2回商品テスト入門「飲料の
糖度の測定」
対区内在住・在勤・在学者
時 12月9日（金）午前10時30分～正午
所消費者センター
人 10人（申込順）
申電話で、12月7日（水）までに、消
費者センターへ。 ☎3456－4159

生活に役立つ講座・調理実習
「クリスマス料理（無駄を出さ
ない）」
　食育と食材の選び方を学びます。
※料理の持ち帰りはできません。
対区内在住・在勤・在学者
時 12月8日（木）午前10時～午後0時
30分
所男女平等参画センター
人 15人（申込順）※保育あり（1歳6カ
月～就学前、6人。電話で、11月11
日（金）午前9時～11月25日（金）に、
消費者センターへ）
持ち物　エプロン・三角巾・ふきん
（食器用）・台ふきん・筆記用具
費用　700円（食材費）※当日集金
申電話で、11月11日（金）午前9時か
ら、消費者センターへ。
 ☎3456－4159

あきる野環境学習
　冬の里山散策と、オリジナル正月
飾りづくりを行います。
対 3歳以上の区民※中学生以下は保
護者同伴
時 12月11日（日）午前8時30分～午後
5時30分（往復バスで移動）
所あきる野市戸倉の自治会館
人 40人（抽選）

※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。

11
月
13
日（
日
）

武村医院（内） 北青山3－12－2 3407－7826
東京都済生会中央病院

（内・外） 三田1－4－17 3451－8211

ミノル歯科（歯） 西麻布3－7－15 5775－1183
★岸本クリニック（内） 六本木5－16－4　六本木エーワンビル4階 3589－2112

11
月
20
日（
日
）

厚治内科クリニック（内） 北青山2－12－33 3401－0455
赤坂見附　前田病院

（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136

市川歯科医院（歯） 港南2－16－7　品川Ⅴタワー201 3474－6480
麻布歯科クリニック（歯） 麻布十番2－19－11　パークサイド麻布2階 3454－2204
★芝浦アイランド内科
クリニック（内）

芝浦4－20－4
芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730－0221

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

11月13日（日） 虎ノ門鈴薬局 西新橋1－19－13　斉木ビル1階 5521－2067

11月20日（日） 宮崎薬局 新橋1－18－12 3591－2854

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

夜間・休日診療 
モバイルサイトからもご覧いただけます

▲

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★

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

◆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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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

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、11月11日（金）～24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
担環境課地球環境係

体験型ワークショップ「ボタンア
ートでつくる、暴力防止のシンボ
ル・パープルリボンマーク」
対区内在住・在勤・在学者
時 11月17日（木）（1）午前10時30分～
正午（2）午後1時30分～3時※2回とも
同内容
所男女平等参画センター
人各5人（申込順）※4歳以上のお子
さんは保護者同伴で参加可
持ち物　不要なボタン（お持ちの人
のみ）
申電話または直接、男女平等参画
センターへ。 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

女性のための政治の基礎講座
対区内在住・在勤・在学者、また
はテーマに関心がある女性
時 12月7日（水）午後7時～8時45分
所男女平等参画センター
人 20人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人程度。11月24日（木）
までに、申し込み時にお申し出くだ
さい）
申電話または直接、男女平等参画
センターへ。 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

ミュージアムセミナー菊池寛実
記念智美術館「やきものの色－
その不思議と魅力」
対中学生以上どなたでも

時 11月26日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所三田図書館
人 40人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
※11月17日（木）は休館 ☎3452－4951

港郷土資料館コーナー展「平成
28年度新指定文化財展」
　平成28年9月に指定された2件の新
指定文化財を紹介します。
時 11月18日（金）～12月14日（水）
休館日　日曜、祝日、毎月第3木曜、
年末年始
所港郷土資料館
問港郷土資料館 ☎3452－4966

お 知 ら せ
全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間
　東京法務局では、期間中、「女性
の人権ホットライン」の相談時間を
拡充して相談を受け付けます。
期間　11月14日（月）～20日（日）
相談時間　月～金曜：午前8時30分～
午後7時、土・日曜：午前10時～午後
5時
電話相談担当者　人権擁護委員およ
び東京法務局職員
相談先電話番号
� ☎0570－070－810（全国共通番号）
問東京法務局人権擁護部第二課
 ☎5213－1234
総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2025

初開催「港区オープンデータア
プリコンテスト」の作品募集
対どなたでも（グループでも応募可）
時 11月11日（金）～12月12日（月）

みなと

　区は、「区民センター」や「いきい
きプラザ」等の使用料等を改定しま
す。また、「ピアノ」や「照明料」等の
付帯設備使用料についても改定しま
す。
　施設の予約方法や利用時間等につ
いては、これまでと変わりません。
新使用料の適用日　平成29年4月1日
（土）以降の使用分から

使用料の考え方　区は、区民の皆さ
んの福祉を増進することを目的に、
多くの施設を設置しています。
　施設の維持に必要な経費について
は、施設を利用しない人との公平性
を図るため、税金で負担することが
適当な経費（建物建設費等）を除き、
施設を利用する人が等しく負担する
こと（受益者負担の原則）としてお

り、施設使用料については、原則と
して、3年に1度見直しています。
　各施設のホール、会議室、集会
室、和室等の施設使用料について
は、金額が下がる施設と上がる施設
があります。ピアノや照明料等の付
帯設備使用料については、抜本的に
見直したことから全ての設備につい
て、金額が下がります。
施設を利用するにあたって　
●区の施設では、障害者、高齢者等
の個人や、福祉団体等に対して使用

料の減額や免除を行っています。
●新使用料の金額については、一覧
表に記載の各施設または施設担当課
へお問い合わせください。なお、港
区ホームページにも使用料の新旧対
照表を掲載しています。
使用料改定施設一覧
　表のとおり

企画課企画担当 ☎3578－2020
問い合わせ

表 使用料改定施設一覧

港区の施設使用料と付帯設備使用料を改定します

区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の 1日平均値

10月26日（水）の区内２カ所のモニタリングポストの放射線量の１日平均値は次のとおりです。

10月26日（水）の各局の1日平均値（速報値）は次のとおりです。

※地表から50cmの地点で測定。
※μＳｖ⁄ｈ＝１時間当たりのマイクロシーベルト

区役所（植え込み） お台場学園
0.074μＳｖ⁄ｈ 0.043μＳｖ⁄ｈ

その他の放射線量等測定結果は、港区ホームページをご覧ください。

※㎍／㎥＝１立方メートル当たりのマイクログラム
※速報値ですので、後日訂正されることがあります。
※ＰＭ2.5の環境基準は、1年平均値が15㎍／㎥以下、かつ1日平均値が35㎍／㎥以下です。
その他の測定結果やリアルタイムの数値は、港区ホームページまたは
東京都ホームページをご覧ください。

問い合わせ 環境課環境政策係　　　　　　　　　　　☎3578－2487

問い合わせ 環境課環境指導・環境アセスメント担当　　☎3578－2492

23.1㎍/㎥
22.8㎍/㎥
31.1㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

23.7㎍/㎥
26.4㎍/㎥
22.7㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

申港区ホームページで募集要項を
確認の上、応募申込書・企画書等の
提出書類およびそのデータを、CD
もしくはDVDに格納し、郵送で、
〒105－8511　港区役所情報政策課
ICT推進担当へ。※受賞者の決定
は、平成29年2月中旬の予定です。
問情報政策課ICT推進担当
 ☎3578－2855

変更・休止情報等
「 T O K Y O  S H I N T O R A 
MATSURI」開催に伴うちぃばす

「芝ルート」のバス停一時休止
　「TOKYO SHINTORA MATSU 
RI」開催に伴う交通規制による迂回
のため、ちぃばす「芝ルート」で、

66・79「愛宕警察署」および65・80
「慈恵医大病院入口」、63・82「愛宕
一丁目」のバス停を一時休止します。
時 11月20日（日）午前8時～午後6時
※当日の交通規制の状況により、時
間帯が変更になる場合があります。
問㈱フジエクスプレス ☎3455－2213
土木課地域交通担当 ☎3578－2279

港区スポーツセンター臨時休館
　みなとパーク芝浦の電気設備自主
点検のため、次の期間休館します。
11月20日（日）に予定されていた区民
無料公開については、中止になりま
す。
時 11月19・20日（土・日）
問港区スポーツセンター
 ☎3452－4151

名称 問い合わせ 改定する使用料等
麻布区民センター ☎3583－5487

区民ホール、会議室、
和室、付帯設備等

赤坂区民センター ☎5413－2711
高輪区民センター ☎5421－7616

芝浦港南区民センター ☎3769－8864
台場区民センター ☎5500－2355

三田いきいきプラザ ☎3452－9421

集会室、講習室、
敬老室、体育館、
個人使用料、
付帯設備等

神明いきいきプラザ ☎3436－2500
虎ノ門いきいきプラザ ☎3539－2941
南麻布いきいきプラザ ☎5232－9671
麻布いきいきプラザ ☎3408－7888
飯倉いきいきプラザ ☎3583－6366
赤坂いきいきプラザ ☎3583－1207
青山いきいきプラザ ☎3403－2011
青南いきいきプラザ ☎3423－4920
豊岡いきいきプラザ ☎3453－1591
高輪いきいきプラザ ☎3449－1643
白金いきいきプラザ ☎3441－3680

白金台いきいきプラザ ☎3440－4627
港南いきいきプラザ ☎3450－9915

名称 問い合わせ 改定する使用料等
大平台みなと荘※1 地域振興課 

地域振興係
☎3578－2531

宿泊利用料金

やすらぎ会館 式場使用料、
仮安置施設

生涯学習センター ☎3431－1606 学習室、付帯設備等
青山生涯学習館 ☎3470－4584 学習室、付帯設備等

学校施設
生涯学習推進課 
スポーツ振興係
☎3578－2747

体育館、教室、校庭、
屋内プール、付帯設備、
照明料等

麻布運動場※1

芝公園多目的
運動場

☎5733－0575

野球場、テニスコート、
照明料青山運動場※1

芝浦中央公園運動場
※1

テニスコート、
フットサル場、照明料

芝給水所公園運動場
※1 サッカー場、照明料

埠頭少年野球場※1 野球場、照明料
芝公園多目的運動場

※1
フットサル場、プール、
照明料

芝浦南ふ頭公園運動
広場※1

少年野球場、
少年サッカー場

氷川武道場※1 武道場

名称 問い合わせ 改定する使用料等

港勤労福祉会館※2 ☎3455－6381 集会室、体育館、
付帯設備等

健康増進センター ☎5413－2717 トレーニングルーム、
付帯設備

箱根ニコニコ高原学園
学務課学校
運営支援係

☎3578－2723
学園施設使用料

付帯設備使用料のみ改定する施設（施設使用料は改定しない施設）
名称 問い合わせ 改定する使用料等

ありすいきいきプラザ ☎3444－3656

付帯設備
西麻布いきいきプラザ ☎3486－9166

商工会館 ☎3433－0862
男女平等参画センター ☎3456－4149

※1 　指定管理者による管理運営を行っている施設のうち、
利用料金制度を導入している施設については、条例に
定める使用料を上限とし、区と指定管理者による協議
によって決定します。

※2 　港勤労福祉会館の体育館の貸し切り使用料および個
人使用料については、平成29年6月1日（木）以降の使用
分から適用します。

11月1日更新｢港区情報番組～区民とともに～｣ （20分番組、日英バイリンガル放送、一部手話放送）｣港区広報番組をご覧ください 内容  赤坂氷川山車　巡行を支える人々　他
放送期間  11月1日（火）～30日（水）
J:COMチャンネル港・新宿 （11ch）の他、港区ホームページ、YouTubeでご覧いただけます。
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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。

　地球上にいる多くの微生物にとっ
て食品は良好な栄養源であり、食品
中で微生物の増殖が一定以上進む
と、腐敗し食べられなくなります。
　発酵食品は、自然環境から偶然混
入した微生物の働きで生まれたもの
です。また、人類の歴史と同じくらい
長く、日本でも気候や風土を背景と
してさまざまな発展をしています。
　この長い間に培った発酵の知識と
経験は、食品の保存性の向上や食中
毒の予防に限らず医療分野等幅広く

応用され、微生物をコントロールで
きるまで発展しました。
　日常の生活に欠かせなくなった発
酵食品から、食品衛生について考え
てみませんか。
対象　どなたでも
とき　11月17日（木）午後2時～4時30
分
ところ　みなと保健所
内容
基調講演　講師：石田　裕さん（元東
京農業大学教授・現講師）
定員　100人（会場先着順）
共催　みなと食品衛生協会
申し込み　当日直接会場へ。

生活衛生課食品安全推進担当
  ☎6400－0047

問い合わせ

　11月19・20日
（土・日）に開催
される「TOKYO SH
INTORA MATSURI
（東京新虎まつ
り）」において、南
桜公園で「MINATO 70th×TOHOKU 
PARK（港区政70周年×東北パーク）」
を開催します。
　平成29年3月に区政70周年を迎え
る港区が、区や連携自治体の魅力を
発信する「自治体間連携ブース」を出
展する他、芝地区の老舗が集まる
「芝百年会ブース」、全国各地域の観
光情報等を紹介する「特別区全国連
携プロジェクトPRブース」、「東北
の飲食店ブース」等が集結します。
　全国の魅力やご当地メニュー、老
舗の技や味をお楽しみください。

東北の飲食店ブース（イメージ）

対象　どなたでも
とき　11月20日（日）午前10時～午後
4時30分
ところ　南桜公園
申し込み　当日直接会場へ。

企画課自治体間連携推進担当
  ☎3578－2509

問い合わせ

　地域活動へ積極的に取り組むコミ
ュニティリーダーの養成をめざし、
平成19年に開校した「チャレンジコ
ミュニティ大学」が平成28年で10年
目を迎えたことを記念してシンポジ
ウムを開催します。
　当日は、東京大学名誉教授の神野
直彦さんに「共同体的人間関係の再
生」と題して、家族同士や地域社会
において、希薄化した人間関係や相
互扶助をどのように新たな関係とし
て再生すれば良いかご講演いただき
ます。他にも、チャレンジコミュニ
ティ・クラブの活動報告や、これま
での地域づくり、人づくりの到達点
を確認し、地域活動のあり方を皆さ
んで議論します。また、チャレンジ
コミュニティ・クラブによる展示コ
ーナーもあります。
対象　どなたでも
とき　12月10日（土）午後1時～4時
ところ　明治学院大学白金キャンパ
ス（白金台1－2－37）
定員　300人（会場先着順）
内容
記念講演 
　「共同体的人間関係の再生」　東京
大学名誉教授　神野　直彦さん

東京大学名誉教授　神野　直彦さん

基調講演
　「生涯学習と地域づくりの方向性
について」　文部科学省生涯学習政
策局参事官　小谷　和浩さん
特別報告
　「アクティブシニアが輝く－人生
二期作・二毛作－」　三菱総合研究
所主席研究員　松田　智生さん
活動報告
　チャレンジコミュニティ・クラブ
費用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

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

チャレンジコミュニティ大学
10周年記念シンポジウム

コミュニティを切り拓く
－港区における地域・人づくりの挑戦－

港区政70周年記念事業

MINATO 70th×TOHOKU PARK

第19回港区食品衛生消費者懇談会

微生物は敵？それとも味方？
～微生物の地球上における存在意義～
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1991
平成3年

　写真は、平成3（1991）年の心身障害者福祉センター（芝1－8－23）。当時港区では、
養護学校の生徒たちの卒業後の居場所となる障害者福祉施設の整備が急務であった
ため、平成元（1989）年に閉校になった旧竹芝小学校の校舎を内部改修し、暫定施設と
して開館しました。「私たちは障害児から障害者まで一貫して利用できる施設をずっ
と待ち望んでいました」と話すのは、港区心身障害児・者団体連合会の堀信子会長。
33年続く港区重症心身障害児（者）を守る会の発足以来の会長でもあります。
　「会の活動を始めるまで、私は家族以外に障害者との関わりがありませんでした。
活動を通じて、障害を抱える人たちやその家族、志の高い保健師さん等多くの仲間
たちから刺激を受け、世界が広がりました。外に出て、見て聞いて行動することが大
事。だからこそ、障害者本人にとっても家族にとっても、在宅ではなく通所できる施
設の存在が不可欠だと感じていました」と振り返ります。
　平成10（1998）年、心身障害者福祉センターは本格的な障害者福祉施設である障害保
健福祉センター（ヒューマンぷらざ）に生まれ変わり、現在に至ります。ヒューマンぷ
らざでは、障害者の日中活動や機能訓練等の支援を行う他、就労移行支援事務所「喫
茶たんぽぽ」で手作りの焼き菓子を販売しています。
　施設の充実もさることながら、福祉において最も要となるのは「人」だそうです。
「私は港区の障害者福祉に携わる人たちを30年以上見続けてきました。これま
でを振り返ると、今が一番安定していると思い
ます。「よくぞここまで」と。それでも、レスパ
イト保護（ショートステイ）の不足は深刻ですし、
入所施設はどこも満杯。「親なき後」の問題を抱
え続ける人たちのことを思うと課題は山積みで
す。これからも港区には前に進み続けていって
ほしいですね」と堀会長。その目もまた、前を
見続けています。

感想や写真をお寄せください
　区では、皆さんからの感想や写真をお待ちしております。 区長室広報係　☎3578－2036

港区心身障害児・者
団体連合会会長
堀　信子さん

お話しくださった人

障害保健福祉センター
（ヒューマンぷらざ）

2016
平成28年

　港区政70周年を記念し、子どもた
ちが動物や自然と触れ合うイベント
を開催します。特産品の直売やゲー
ムコーナー等もあります。
移動動物園
　ポニーの乗馬や動物（ヤギ・ヒツ
ジ・ウサギ・モルモット等）とのふ
れあい体験を実施します。
ステージイベント
　フジテレビのキャラクター「ハロ
ー！どっこくん。」の食育イベントを
行います。
記念植樹および物産展
　芝浦港南地区と交流のある秋田県
にかほ市（ねむの木）および福島県柳
津町（桐）にちなんだ木の植樹と、特
産品の直売を行います。
タイムカプセル
　地区内の小学生と町会・自治会長
にご協力いただき、みなとパーク芝
浦内にタイムカプセルを設置しま
す。
同日開催
　当日は、運河クルーズ、コミュニ
ティカフェを同時実施します。
対象　どなたでも

とき　11月27日（日）午前10時～午後
3時（荒天中止）
ところ　芝浦公園、みなとパーク芝
浦他
申し込み　当日直接会場へ。
参加費　無料

芝浦港南地区総合支所管理課管理
係 ☎6400－0011

問い合わせ

運河クルーズも楽しめます（イメージ）

ポニーに乗ることができます（イメージ）

港区政70周年記念事業

ベイエリアKIDSフェスタ

問い合わせ
保健福祉課福祉活動支援係
☎3578－2381

「平成28年鳥取県中部地震災害義援金」の受け付けが始まりました
受け付け期間　11月25日(金)まで
　受け付け口、税法上の取り扱い等詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
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