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伊藤　昌一
門田　政子
川田　美弥子
齋藤　　一
宍倉　惠子
鈴木　やす子
滝本　利夫
田澤　一男
根方　勝正
益田　耕二
三浦　政彦

青木　　隆
秋元　真理
石塚　　誠
大谷　恵次
越塚　和男
佐々木　喜久
清水　久美子
寺内　玲子

太田　智昭
梶山　千津子
森島　眞江

今野　由理子

植木　省一
大久保　忠晴
栗栖　　肇
佐々木　光江
西脇　義弘
武藤　久夫

大友　直人
桂　　由美
水谷　八重子

氏家　賢明
舘岡　　巖
行岡　紀子

宮島　正和

井口　修一
長井　純一

安藤　良一
平林　英昭

加藤　知朗
神山　　武
髙津戸　晴正
津島　圭子
露木　桃子
寺杣　尚利
中村　しづ
西村　竜也
沼田　洋子
松本　充弘
眞部　栄太郎
吉澤　文子

岩藤　明彦
内海　浩司
金子　成一
畑中　新吾
平野　一夫
渡邉　安朗

松本　榮一

有田　睦子
井筒　宣弘
熊田　ちづ子
竹野　かおり

大城　邦寿
眞田　修治

海老澤　久元
内藤　裕子
中根　秀興

区政功労者68人を表彰
　地域社会の発展と区民福祉の向上のため、尽力された皆さんのご功績に対して、
区は感謝の意を表すため、区政功労者として表彰します。

総務課総務係 ☎3578－2018
問い合わせ

町会・自治会の役員として、
町内自治の振興発展と公共
の福祉増進に尽力した人

PTAの役員として、学校教
育の伸展向上に尽力した人

区立小・中学校等の嘱託医また
は嘱託薬剤師として、児童等の
健康の保持増進に尽力した人

防犯協会の役員として、防
犯思想の普及高揚に尽力し
た人

社会教育関係団体の役員と
して、社会教育の伸展向上
に尽力した人

交通安全協会の役員として、
交通安全思想の普及高揚に
尽力した人

商店会の役員として、地域
商店会の振興発展に尽力し
た人

社会体育関係団体の役員または
指導員として、スポーツ・レクリエ
ーションの振興普及に尽力した人

文化の振興と発展向上に貢
献し、尽力した人

私立学校の教職員として、
学校教育の振興に尽力し、
幾多の人材を養成した人

表彰式 とき ところ3月18日（土）午前11時 男女平等参画センター
リーブラホール

表彰式は
どなたでもご覧
いただけます

法律相談員として、区民の法
的問題の解決に尽力した人

消防団員として、火災警防
及び消防思想の普及高揚に
尽力した人

同業組合の役員として、区
民消費生活の安定向上に尽
力した人

生命の危機に瀕していた人
に迅速的確な救護措置を行
い救命した人	

みなと区民まつり実行委員
会事務局の役員として、地
域振興に尽力した人

自己の危難を顧みず、人命
を救助した人

※氏名の敬称は、省略させていただきます。
※各功績ごとに五十音順となっています。



◆各総合支所協働推進課地区政策担当◆　芝地区☎3578－3192　麻布地区☎5114－8812　赤坂地区☎5413－7013　高輪地区☎5421－7123　芝浦港南地区☎6400－0013

　港区基本計画は、区政全般を対象
とする計画であり、区政のあらゆる
分野で計画的に行財政運営を推進す
る際の指針となる総合計画です。
　また、各総合支所では地区の魅力
をより高めるための地域事業を盛り
込んだ地区版計画書を策定していま
す。
　現行の基本計画は、平成27年度を
初年度とする平成32年度までの6カ
年計画であり、平成29年度に後期3
年（平成30～32年度）の計画を見直し
ます。
　基本計画の見直しに向けて、平成

28年度、みなとタウンフォーラムお
よび各地区区民参画組織を設置し
て、検討を続けてきました。
　みなとタウンフォーラムでは、①
街づくり②環境・リサイクル③地域
コミュニティ・防災・生活安全④産
業・国際化・観光・文化⑤子育て・
教育・スポーツ⑥福祉・保健等のテ
ーマを6つのグループで検討しまし
た。
　また、各地区区民参画組織では、
主に各地区独自の地域事業等につい
て検討しました。
　このたび、みなとタウンフォーラ

ムおよび各地区区民参画組織の皆さ
んが、検討成果を区長に提言する提
言式を開催します。傍聴を希望する
人は、事前にお申し込みください。
とき

（1）みなとタウンフォーラム提言式：
3月22日（水）午後6時30分～8時

（2）各地区区民参画組織提言式：3月
24日（金）午後6時30分～8時
ところ
　区役所9階911～913会議室
定員
　各10人程度（申込順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、5人程

度。3月8日（水）までにお申し出く
ださい）

申し込み
　電話で、（1）は企画課企画担当、

（2）は各総合支所協働推進課地区政
策担当へ。

企画課企画担当 ☎3578－2091
各総合支所協働推進課地区政策担
当� ☎欄外参照

問い合わせ

　消費税率の引き上げに伴う負担を
軽減する措置として、臨時福祉給付
金（経済対策分）を支給します。
対象者
　平成28年1月1日時点で港区に住民
票があり、平成28年度分の区市町村
民税（均等割）が課税されていない人
※ 区市町村民税が課税されている人

の扶養親族等や生活保護制度の被
保護者は対象となりません。

支給金額
　対象者1人につき1万5千円
スケジュール
申請書発送　3月13日（月）
※対象者にのみ発送します。
申請受付開始　3月14日（火）
申請期限　7月14日（金）
申請から受給までの流れ

（1）区から郵送された申請書に必要

事項を明記の上、本人確認書類（免
許証、パスポート等のコピー）、口
座確認書類（キャッシュカード、通
帳のコピー）、その他必要書類を添
付の上、同封の返信用封筒で区に返
送するか、臨時受付窓口に直接提出
してください。

（2）区が内容を審査します。
（3）区から支給決定通知書（はがき）
を郵送します。

（4）ご指定の金融機関口座に、区か
ら給付金を振り込みます。
※ 申請受付から振り込みまで、おお

むね1カ月～1カ月半程度かかりま
す。

※ 金融機関口座がない等やむを得な
い場合に限り、6月1日（木）以降、
必要書類をご持参の上、芝地区総
合支所の臨時受付窓口にて現金に

よる支給を行います。
臨時受付窓口について
　各総合支所に臨時受付窓口を設置
し、申請・相談受付を行います。
芝地区総合支所
　3月14日（火）～7月14日（金）午前8
時30分～午後5時（水曜は午後7時ま
で）
※土・日曜、祝日を除く。
※ 芝地区総合支所のみ3月18日（土）

午前8時30分～午後5時に申請受付
を行います。
麻布・赤坂・高輪・芝浦港南地区総
合支所
　3月14日（火）～5月19日（金）午前8
時30分～午後5時（水曜は午後7時ま
で）
※土・日曜、祝日を除く。

台場分室
　3月14日（火）～31日（金）午前8時30
分～午後5時
※土・日曜、祝日を除く。
Q＆A
Q平成28年1月2日以降に港区に転
入してきた場合、給付金の申請はど
うなりますか。
A平成28年1月1日時点で港区に住民
票がない場合、転入前の自治体から
支給されることとなります。以前お
住まいになっていた自治体へお問い
合わせください。
ご注意ください
　給付金に乗じた振り込め詐欺や、
口座情報等の個人情報の詐取にご注
意ください。

保健福祉課臨時福祉給付金担当
 ☎3578－2846

問い合わせ

　消費者センターでは、消費生活に関
する相談を受け付けています。
　また、消費生活に関する情報提供、
暮らしに役立つ講座や、活動する消費
者の支援等も行っています。

消
費
者
セ
ン
タ
ー

相談する
　商品やサービスについての契約トラ
ブル等、消費生活に関するさまざまな
相談を受け付けており、消費生活相談
員が解決に向けてお手伝いします。ま
た、専門の相談機関等の紹介もしてい
ます。
消費者センターに寄せられた相談の一
部を紹介します
○覚えのないアダルトサイトの登録料
を請求されている。
○ズボンをクリーニングに出したとこ
ろ、後ろのポケットが破れて返ってき
た。
消費生活相談
対象　区内在住・在勤・在学の個人
とき　月～土曜（年末年始・祝日を除

く）午前9時30分～午後4時（土曜は電話
相談のみ）
消費生活相談専用電話 ☎3456－6827
知る
◦ミナト消費者だより
◦くらしのQ&A（「広報みなと」に掲
載）
学ぶ
◦一日、子ども消費者教室（講座・実
験等）
◦移動消費者教室 （バス見学会）
◦消費者教養講座
調べる
　専門の指導員により簡単なテストや
苦情に関わる商品テスト等を行ってい
ます。
活動する
消費者問題推進員
　推進員は、区民と消費者センターの
パイプ役として、ボランティアで啓発
活動や消費者センターの講座・実験の
補助等を行っています。
　さまざまな消費者問題について勉強
会を行い、啓発活動に役立てていま
す。活動の一環として、区内各施設に
おいて消費生活に関する寸劇・クイズ
等を行い、直接区民との交流を図って
います。

消費者センター ☎3456－4159
問い合わせ

消費者センターをご利用ください

みなとタウンフォーラム・各地区区民参画組織の提言式を開催します

臨時福祉給付金（経済対策分）のお知らせ

新しい洗濯表示について
Ｑ衣類の表示が今までと違う。
よく分からないので教えてほし
い。
A平成28年12月から50年ぶりに衣
類の「取扱い表示」が変わりまし
た。
　新表示は国際規格ISOと整合さ
せています。どこの国のどんな人
にも分かりやすく表示することを
目的に作られたものですので、慣
れれば決して難しいものではあり
ません。
家庭で覚えておきたい基本記号
　 は「おうち洗濯」で、中の数
字は「洗濯液の上限温度」です。
　 はアイロンで、「・」「‥」

「…」の順で低・中・高温です。
　 は「乾燥」で、中の縦線は

「吊干し」、横線は「平干し」、線が
二本は「絞らずに」、斜線は「日陰
干し」、丸は「タンブル乾燥」です。
　 は「漂白剤」可ですが、斜線
入りは「酸素系漂白剤」のみしか使
えません。
付加記号の覚え方
　「×はダメ、点が増えたら高温
で、線が増えたら弱くする」と覚

えましょう。例えば、 は通常
の洗濯、 は弱く、 は非常
に弱くです。線はマイナス記号だ
から弱いと覚えるとよいでしょ
う。
付記用語も確認しましょう
　記号だけでは表現しきれない情
報「洗濯ネット使用」「弱く絞る」等
は記号の近くに付記されるので併
せて確認しましょう。
注意していただきたいこと
　新表示は「上限情報」なので、表
示された条件以下で取り扱わなけ
ればなりません。例えば、　　は、
40度以下で洗濯をしないと回復不
能な損傷が生じる恐れがありま
す。
　表示どおりに取り扱ったにもか
かわらずトラブルが発生した等の
問題が起こった場合は、消費者セ
ンターまでご連絡ください。
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。

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
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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

◦1階北側の芝地区総合支所ロビー、区民課窓口を改装しました。
一部利用中止しているもの　◦1階南側ロビー：平成29年1月16日から閉鎖しています（平成29年6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。

　「まなび屋」は、知識や技能を持つ
皆さんが、区民等のグループを対象
にボランティアで講座を行う事業で
す。
対象　5人以上のグループで、その
半数以上が区内在住・在勤・在学者
会場　会場の確保については、利用
者が手配してください。
費用　講師謝礼は無料。ただし、教
材費・講師の交通費等については利
用者負担になります。
申し込み方法

（1）受講したい講座を選んでくださ
い。

（2）5人以上のグループを作ってくだ

さい（半数以上が区内在住・在勤・
在学者）。

（3）各講座の連絡先に直接連絡し、
日程や内容等を調整してください。
※ 生涯学習推進課（区役所7階）、生

涯学習施設、各総合支所、台場分
室、区民センター、各港区立図書
館、いきいきプラザ、児童館等で

「まなび屋パンフレット」を配布し
ています。ぜひお持ちください。

生涯学習推進課生涯学習係
 ☎3578－2744

問い合わせ

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

◦東京モノレール「流通センター」駅
下車徒歩約10分
パンフレットの配布場所
　地域振興課（区役所3階）および各
総合支所区民課で配布しています。
※ 詳しくは、パンフレットをご覧く

ださい。

臨海斎場（午前8時30分～午後5時）
 ☎5755－2833

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

表2 講座一覧 ※各講座について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
●芸術文化

講座名 連絡先
右脳俳句で自分史づくり 加藤（かとう） ☎5443－0315
水墨画を楽しむ 渡邉（わたなべ） ☎･FAX 3448－8739
裏千家のお茶 内田（うちだ） ☎･FAX 3454－0488
表千家のお茶（初級～上級） 松永（まつなが） ☎･FAX 3454－7250可愛いお花を活けてみませんか
きものの着装 高橋（たかはし） ☎･FAX 3444－8466
着付を学んできものを楽しむ 後藤（ごとう） ☎･FAX 3403－9975
きもの着方教室 磯部（いそべ） ☎･FAX 3400－4464
初めての香道 柳原（やなぎはら）☎090－5419－8758
楽しく生けるFlowerレッスン 星野（ほしの） ☎･FAX 3409－1247
プリザーブドフラワー 柏木（かしわぎ） ☎090－1619－7614

フラワーアレンジメント＆ブーケ 北村（きたむら） E-mail：
k.kitamur.a.bloom@gmail.com

フランスのフラワーアレンジメント 岩岡（いわおか） E-mail：
fleurdeloire@gmail.com

エレクトーンにあわせてうたいましょう 松本（まつもと） ☎･FAX 3701－0759
三味線教室　 筑波（つくば） ☎･FAX 3443－8669
アーティシャルフラワー＆プリザーブドフ
ラワー 因幡（いなば） ☎080－6638－2938

草月流いけばな教室 平嶋（ひらしま） ☎090－6947－9814
書道（漢字・かな・ペン習字） 岩佐（いわさ） ☎･FAX 5460－3341
60年代ドイツポップスを楽しみながらドイ
ツ語を学ぼう 木下（きのした） ☎080－6626－1568

グルーデコ　アクセサリー作り
岩井（いわい） ☎080－3245－8787プリザーブドフラワー＆アーティシャルフ

ラワー

●スポーツ
講座名 連絡先

高松なぎなた教室 西郷（さいごう） ☎090－3222－8370
スポーツ吹矢 荒井（あらい） ☎･FAX 3454－3365
マイペースに安らぎヨガ 浅輪（あさわ） ☎･FAX 6427－4968
素人の中高年登山のために 劔持（けんもつ） ☎･FAX 3454－2645
楽しいスクエアダンス 広田（ひろた） ☎090－7727－0519
ゆったりゆらゆら からだと心のうごき 田野（たの） ☎･FAX 3442－0668スウィングジャズダンス
ニューヨークスタイルバレエワークアウト 萱原（かやはら） ☎3402－1589
クラシック・バレエ 神保（じんぼ） ☎3402－1589

●言語
講座名 連絡先

日本語（初級～上級） 立川（たちかわ） E-mail：
tachikawa@rku.ac.jp美しい日本語の表現

英語の歴史 小林（こばやし） ☎3441－0987

●英語でも対応できる講座
　Lessons  can  be also  conducted  in  English

講座名 連絡先
英語の歴史
Learning history of English

小林（こばやし） 
Kobayashi ☎3441－0987

書道（漢字・かな・ペン習字）
Japanese Calligraphy （Kanji・Kana・Penmanship）

岩佐（いわさ） 
Iwasa ☎･FAX 5460－3341

表1 臨海斎場利用時間・利用料金
区分 施設名 利用時間 利用料金（※1）

火葬施設
（※2）

火葬炉
午前9時～午後5時
※ 火葬開始時間は午後3

時が最終となります。

12歳以上：
　3万4500円

12歳未満：
　2万1000円

12歳以上：7万円
12歳未満：

　4万2000円

火葬待合室 火葬時間内 2万円（1室） 6万円（1室）

葬儀施設
葬儀式場 午後2時～翌日午後1時 5万6000円（1室） 17万円（1室）

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

柩保管施設 保冷庫
24時間単位

（24時間に満たないとき
は24時間とします）

3000円 1万円

※1 　次の場合は太枠線内の料金で利用できます。
　（1） 死亡時に港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区の区域内に住所を有していた人の

火葬または葬儀もしくは柩保管を行う場合
　（2） 火葬または葬儀を主宰する人（2親等以内の親族に限る）が、上記（1）の区域内に住所

を有する場合
※2 　火葬料には、収骨容器、桐箱、覆い、風呂敷が含まれます。収骨容器には名入れをします。

●家庭生活
講座名 連絡先

花と緑とハッピー・ライフデザイン 山田（やまだ） FAX 3341－7080

カラーフラワーセラピー 小松（こまつ）
尾﨑（おざき） ☎6809－6571

カラーセラピーで豊かなライフスタイルを！ 鈴木（すずき） ☎6435－1339
タバコがなくてもリラックスできる生活教
えます 清水（しみず） ☎･FAX 3362－5985

親子スキンタッチ教室　 大下（おおした） ☎･FAX 3401－8918
アロマテラピー入門教室 佐藤（さとう） ☎090－3514－1631
はじめてのアロマテラピー 近松（ちかまつ） ☎･FAX 3308－7407アロマテラピーセルフマッサージ

情報アンテナ
■学術講演会「がん治療での放射線治療の
役割～あなたは放射線治療を受けますか
～」
対象　どなたでも
とき　3月5日（日）午後1時30分～3時30分

ところ　芝浦港南区民センター
費用　無料
申し込み　当日直接会場へ。
主催　NPO法人いのち元気百倍プロジェ
クト
問い合わせ　NPO法人いのち元気百倍プ
ロジェクト ☎3453－3695

ママでもできるキッズカット 榎戸（えのきど） ☎･FAX 3453－8139
やさしい電気安全教室 酒井（さかい） ☎5461－1601
みんなで楽しく介護予防運動 荒井（あらい） ☎090－2626－2868
肩甲骨ほぐしのあくび体操 たんだ ☎090－6047－1128
会社の作り方 吉住（よしずみ） ☎090－3738－5588
知っておきたい相続の知識 光田（みつだ） ☎･FAX 6903－9761
終活セミナー　エンディングノートを書い
てみませんか 三国（みくに） ☎3453－6210

やさしい成年後見制度・やさしい遺言の知識 勝（かつ） ☎5472－7286
知っておきたい！お金のいろは 西舘（にしだて） ☎3508－0027
メイクでハッピーな毎日を 水野（みずの） ☎080－6556－8896

暮らしをスッキリ整える片づけ入門 宇都宮
（うつのみや）

E-mail：
h-utsu@kajitherapist.com

緩和ケア　アロマトリートメント 藤森（ふじもり） ☎090－6488－8250心にやさしいタッチケア
はじめての家族信託 高野（たかの） ☎6447－2103
問題解決思考講座 阿片（あがた） ☎5777－5366
女性が主役「今だからこそ」将来の幸せを考
えるマネーセミナー 安部（あべ） ☎5144－6886

中医学からみる認知症 
～認知症予防について必要な事～ 金子（かねこ） ☎6438－9199

フィトセラピー入門教室
～ハーブのある暮らし～ 朝日（あさひ） ☎080－4132－9488

ふれあいの心理学 糸数（いとかず） ☎090－4847－7174
ディズニーランドの心理学 稲垣（いながき） ☎3401－2394

生涯学習講座
提供事業 ｢まなび屋｣ ボランティア講師を招いて学びませんか
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

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 3月1日（水）・17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

グループお母さんの時間（予
約制）
　育児や家庭でのつらい気持ち
を、語り合い、分かち合う集いの
場です。
対区民で、育児中の母親※保育
あり（申し込み時にお申し出くだ
さい）
時 3月2日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

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※保育あり（就学前、20人、申
し込み時にお申し出ください）
時 3月8日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所

申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

3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：3月7日
（火）、豊岡児童館：3月9日（木）、
高輪児童館：3月23日（木）いずれも
午前10時～11時30分、高輪子ども
中高生プラザ：3月7日（火）・9日
（木）・23日（木）午後2時～4時
申当日直接会場へ。
②ぱぱまま育児相談
時 3月18日（土）相談受付時間：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 3月21日（火）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）
内ベビーマッサージ、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

歯並び・かみ合わせ相談
　矯正治療を始める時期に関する
相談が増えています。お子さんの
「歯並び・かみ合わせ」について、
区内の矯正歯科専門医が相談をお

受けします。
対 3歳～小学生
時 3月15日（水）午後3時～4時40分
所みなと保健所
人 12人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

人形劇「だんまりくらべ」「ぞ
うのはなはなぜながい」
対小学生までのお子さんとその
保護者
時 3月11日（土）午前11時～正午
（午前10時30分開場）、午後2時～3
時（午後1時30分開場）
所赤坂図書館
人各55人（申込順）
申電話または直接、3月11日（土）
までに、赤坂図書館へ。
 ☎3408－5090

キッズ交流ガーデン
対子育てひろば「あい・ぽーと」
会員で、全て参加することがで
き、原則として区内在住の未就学
児のいる家族※あい・ぽーと会員
登録は随時受け付け
時じゃがいもコース：4月15日、5
月13日、6月3日、7月8日（土・全4
回）午後1時30分～3時、さといも
コース：5月13日、7月8日、9月9
日、10月14日（土・全4回）午前10
時30分～正午
所子育てひろば「あい・ぽーと」
人各18組（抽選）
費用　1組3000円
申「あい・ぽーと」にある応募用
紙に必要事項を明記の上、郵送、
ファックスまたは直接、3月10日
（金・必着）までに、〒107－0062
南青山2－25－1　子育てひろば
「あい・ぽーと」へ。※結果は3月
17日（金）までに「あい・ぽーと」ホ

ームページでお知らせします。※
応募用紙は、「あい・ぽーと」ホー
ムページ
http://www.ai－port.jp/
からダウンロードできます。
問子育てひろば「あい・ぽーと」
（月～土曜、午前10時～午後5時）
 ☎5786－3250　FAX5786－3256

親子学習会「見て・さわって・
学ぼう～日本庭園にふれてミニ
ミニ石庭（枯山水）を作ってみよ
う」
対区内在住・在学の小学3～6年
生とその保護者で、両日参加でき
る人
時（1）3月11日（土）（2）3月25日
（土）いずれも午前10時～正午
所（1）旧芝離宮恩賜庭園（2）三田
図書館
内（1）旧芝離宮恩賜庭園の見学・
解説（2）日本庭園の歴史とミニミ
ニ石庭（枯山水）作り
人 14組28人（申込順）※（2）は保育
あり（4カ月～就学前、3人。申し
込み時にお申し出ください）
申電話で、2月21日（火）～3月3日
（金）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

変更・休止情報等
子育てひろばあっぴぃ麻布休館
　麻布図書館・あっぴぃ麻布の施
設点検のため、乳幼児一時預か
り、子育てひろばともに休館しま
す。なお、4月16日（日）分の一時
預かり予約は、3月17日（金）から
受け付けます。
時 3月16日（木）
問あっぴぃ麻布 ☎5114－9900

　近年、子宮頸
けい

がんは20代後半以
降、乳がんは30代以降に急増してい
ます（グラフ2・3）。
　子宮頸がんや乳がんは、早期に発
見・治療すれば治る確率の高い病気
ですが、初期の自覚症状はほとんど
ないため、検診を受けないと発見が
困難です。年に1回、がん検診や生

活習慣病に関する健康診査を受ける
ことが大切です。
　しかし、特に若い年代の検診受診
率は低い状況です。なんとなく不安
だから、時間がないからと後回しに
していませんか。女性特有のがん
は、妊娠・出産・子育て等の大切な
時期に多く、誰でもかかる可能性が

あります。検診になじみのない人
は、かかりつけの婦人科をつくるこ
とから始めましょう。婦人科は生理
不順等女性特有の体の不調も相談で
きます。
女性特有のがん検診
　区では、子宮頸がん検診・乳がん
検診を実施しています。詳しくは、

港区ホームページをご覧ください。
4月頃の「広報みなと」でもお知らせ
します。

健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

問い合わせ

◆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
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喉頭 子宮頸部

子宮体部

　国は、女性が生涯を通じて健康で
明るく充実した日々を自立して過ご
せるよう「女性の健康週間」を定めて
います。
　女性の体は、生涯を通じて女性ホ
ルモンの影響を大きく受け、思春期
以降の心身の発達、妊娠・出産・育

児に大切な働きをしています。また
一方、更年期障害や女性特有のが
ん、生活習慣病、骨粗しょう症等と
密接に関係しています。
　特に女性特有のがんは、30代から
50代の働き盛りに多いがんです（グ
ラフ1）。

グラフ1 女性のがん罹患率（平成24（2012）年）

グラフ2 子宮頸がん罹患率

グラフ3 乳がん罹患率

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計」
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3月1日～8日女性の健康週間
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筋力アップマシントレーニング
対 65歳以上の区民で、一人で通
うことができ、全て参加できる人
時（1）4月5日～6月28日（5月5日を
除く毎週水・金曜、全24回）午後1
時30分～3時（2）4月11日～7月4日
（5月5日を除く毎週火・金曜、全
24回）午後2時～3時30分
所（1）三田いきいきプラザ（2）神
明いきいきプラザ
人（1）7人（2）8人（いずれも新規の
人優先で抽選）
申本人が直接、3月2日（木）まで
に、各いきいきプラザへ。
 ☎欄外参照

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 3月28・29日（火・水）
所虎ノ門いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円

申電話で、2月28日（火）午後5時
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

頭とからだの健康教室
対 65歳以上の区民
時 4月13日～9月28日（5月4日を除
く毎週木曜・全24回）午後2時～3
時、午後2時30分～3時30分
所神明いきいきプラザ
人各15人（抽選）
申本人が直接、3月9日（木）まで
に、神明いきいきプラザへ。
 ☎3436－2500

パソコン教室
対 60歳以上の区民
時 4月8日（土）～5月27日（土・全8
回）（1）はじめてパソコン教室：午
前10時～11時30分（2）パソコン・
ワード教室：午後1時30分～3時
所麻布いきいきプラザ
人各12人（抽選）

費用　2000円
申電話または直接、3月13日（月）
までに、麻布いきいきプラザへ。
 ☎3408－7888

終活を考えてみませんか
対区民
時 3月10日（金）午後2時～4時
所青山いきいきプラザ
内エンディングノートについて
人 20人（申込順）
申電話で、3月8日（水）までに、
赤坂地区高齢者相談センターへ。
 ☎5410－3415

楽しく体験「タブレット端末
体験講座」
対 60歳以上の区民でタブレット
端末を持っていない人
時 3月22日（水）午後1時30分～3時
30分
所青南いきいきプラザ
人 16人（抽選）

申往復はがきの往信面に「タブレ
ット体験講座申込」・郵便番号・
住所・氏名（ふりがな）・年齢・電
話番号を、返信面に郵便番号・住
所・氏名を明記の上、郵送で、3
月2日（木・必着）までに、〒107－
0062南青山4－10－1　青南いきい
きプラザへ。 ☎3423－4920

歴史講座「井伊直虎と直政」
対 60歳以上の区民
時 3月24・25日（金・土）午後1時
30分～3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、3月17日（金）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
 ☎3453－1591

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500

予防接種とは　子どもが母親から受
け継いだ病気に対する抵抗力は、成
長とともに徐々に失われていきま
す。また、高齢者は、予防接種によ
り症状の重症化を防ぐことが大切で
す。予防接種は、感染症の原因とな
るウイルスや細菌の毒素を弱めて、
ワクチンをつくり、これを体内に接
種して病気への抵抗力（免疫）をつけ
ることにより発病を予防したり、症
状を軽くしたりする方法です。予防
接種を健康な生活を送る一助として
お役立てください。
区では次の予防接種を実施していま
す　表1・2参照
実施場所　港区定期予防接種実施医
療機関

費用　無料（一部自己負担あり）
予防接種を受けるには予診票が必要
です　区では、対象となる人へ各予
防接種のスケジュールに合わせて、
予診票を郵送しています。
　予診票がお手元にない場合は、予
診票を発行しますので、保健予防課
保健予防係までお申し込みくださ
い。
転入する人へ　接種履歴を確認させ
ていただき、必要な予診票を発行し
ますので、保健予防課保健予防係ま
でお申し込みください。お子さんの
場合は母子健康手帳をお持ちいただ
き、保健予防課保健予防係にお越し
いただくか、お手元に母子健康手帳
をご用意の上、電話でお問い合わせ

表1 子どもの予防接種
予防接種の種類 回数等 お知らせの送付時期 対象年齢 標準的な接種年齢と接種回数

ヒブ 
（インフルエンザ菌b型）

初回3回 2カ月 2カ月以上5歳未満 2～6カ月に、4～8週間の間隔で3回接種
追加 初回終了後、7～13カ月の間隔をおいて1回接種

小児用肺炎球菌 
（PCV）

初回3回 2カ月 2カ月以上5歳未満 2～6カ月に、27日以上の間隔で3回接種
追加 12～15カ月に、初回終了後60日以上の間隔をおいて1回接種

B型肝炎 3回 2カ月 1歳未満 2～8カ月に、27日以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から
139日以上の間隔をおいて1回接種

BCG（結核） 1回 3カ月 1歳未満 5カ月以上8カ月未満で1回接種
四種混合（DPT－IPV：ジフテ
リア、百日せき、破傷風、不
活化ポリオ混合）

1期初回3回 3カ月 3カ月以上
90カ月（7歳半）未満

3～12カ月に、3～8週間（20～56日）の間隔で3回接種
1期追加 1歳6カ月 1期初回終了後、1年～1年半あけて1回接種

二種混合（DT：ジフテリア、
破傷風混合） 2期 11歳 11歳以上13歳未満 11歳で1回接種

不活化ポリオ（IPV） 初回 平成24年8月以降に生まれた人には、四
種混合でお送りしています。

3カ月以上
90カ月（7歳半）未満

3～12カ月に、3～8週間（20～56日）の間隔で3回接種
追加 初回終了後、1年～1年半あけて1回接種

MR（麻しん風しん混合）
1期 1歳 12カ月以上24カ月未満 12カ月になったらできるだけ早く、1回接種

2期 小学校就学前（年長）の4月 5歳以上7歳未満で、小学校就学
前の4月から3月までの1年間 5歳以上7歳未満で、小学校就学前の4月～3月までの1年間に1回接種

水痘 1回目 1歳 12カ月以上36カ月未満 12～15カ月の間に1回接種
2回目 初回終了後、6～12カ月の間隔をおいて1回接種

日本脳炎
1期初回2回 3歳 6カ月以上

90カ月（7歳半）未満
3歳で、6日以上4週間の間隔をおいて2回接種

1期追加 4歳 4歳で1期初回終了後、おおむね1年後に1回接種
2期 9歳 9歳以上13歳未満 9歳で1回接種

※ 日本脳炎特例措置に 
ついて

日本脳炎の積極的な接種勧奨を控えていた下記の対象者は、特例対象として、 
（1） 平成7（1995）年4月2日～平成19（2007）年4月1日生まれの人は、第1期初回から第2期までの接種回数（4回）の不足分を、20歳未満まで接種することがで

きます。
（2） 平成19（2007）年4月2日～平成21（2009）年10月1日生まれの人は、第1期の接種回数（3回）の不足分を、第2期（9歳以上13歳未満）の期間に接種することが

できます。

子宮頸がん予防ワクチン
（HPV）

現在、積極的勧奨を差し控えています。希望する人に
は個別に送付いたしますので、ご連絡ください。

小学6年生（12歳相当）～
高校1年生（16歳相当）の女子

2価HPVワクチン
初回接種、初回接種から1カ月後、初回接種から6カ月後の3回接種
4価HPVワクチン
初回接種、初回接種から2カ月後、初回接種から6カ月後の3回接種

表2 高齢者の予防接種

予防接種の種類 対象者 お知らせの
送付時期

高齢者
肺炎球菌ワクチン
（自己負担あり）

年度によって対象者が異なります（平成29年度は、平成
30年3月31日現在、65・70・75・80・85・90・95・100歳の人）。
※ すでに肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人
は対象となりません。

4月1日頃

高齢者
インフルエンザ

（1）平成29年12月31日現在、満65歳以上の人
（2） 平成29年12月31日現在、満60歳以上65歳未満の人

で、次のいずれかの障害で身体障害者手帳1級の人
※ 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障害、ヒト免
疫不全ウイルスによる免疫機能の障害

10月1日頃

ください。
転出する人へ　区で発行した予診票
はご利用いただけません。転出先の
自治体にお問い合わせください。
区外の医療機関で接種した定期予防
接種費用を助成します　23区内の指
定医療機関であれば港区の発行した
予診票を使用できます。また、里帰
り出産や育児、入院・入所等で、23
区外で定期予防接種を受ける人の予

防接種費用を助成します。助成を受
けるには、事前に「定期予防接種実
施依頼書」の交付申請が必要です。
詳しくは、お問い合わせいただくか
港区ホームページをご覧ください。

保健予防課保健予防係
 ☎6400－0081

問い合わせ

予防接種 のご案内

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752



http://www.city.minato.tokyo.jp平成29年（2017年）2月21日6

※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

障害者関連情報
障害者虐待防止センター講演会
対区内在住・在勤・在学者
時 3月7日（火）午後6時～8時
所障害保健福祉センター
人 50人（申込順）
内障害者差別解消法がめざす社会
とは～相模原殺傷事件も踏まえて～
申電話またはファックスで、3月6
日（月）までに、障害者福祉課障害者
支援係へ。
 ☎3578－2462　FAX3578－2678

◎障害者のための「絵手紙」
時 4月5日～9月20日（5月3日、8月16
日を除く第1・3水曜、全10回）午後1
時45分～3時30分
人 15人（抽選）
費用　500円程度（和紙代、はがき代
等）※毎回決められた画材をお持ち
ください。

◎障害者のための「音楽セラピ
ー」
時 4月6日～9月21日（5月4日、8月17
日を除く第1・3木曜、全10回）午後1
時45分～3時30分
人 15人（抽選）
◎印の共通事項
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、難病により障害
支援区分認定を受けた区民
所障害保健福祉センター
申電話またはファックスで、3月2
日（木）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。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。

平成29年度重度障害児の日中
一時支援事業（身体障害児・土
曜日）利用者募集
対区内在住で、特別支援学校に通
学する小学部4年生～高等部3年生の
重度身体障害児
時原則各月最終土曜午後1時30分～
5時（7・8・12・3月を除く） 
所障害保健福祉センター※送迎サ
ービスはありません。

内レクリエーションや創作活動等
人 20人（定員に達した場合は選考審
査あり）
費用　課税世帯は1日480円
申直接、3月3日（金）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

障害を理由とする差別事例およ
び障害のある人への配慮の良い
事例を募集します
　平成28年4月に施行された障害者
差別解消法では、行政機関等や民間
事業者に対し、障害を理由とする不
当な差別的取扱いの禁止や、障害の
ある人への合理的配慮の提供を求め
ています。また、区民の皆さん一人
ひとりが、障害を理由とする差別に
ついて正しく理解し、差別の解消に
取り組むことが重要とされていま
す。区では、法施行後の状況を把
握・分析し、障害を理由とする差別
をなくすための取り組みを一層進め
ていくため、「障害を理由とする差
別を受けたと思った事例」や「障害の
ある人への配慮の良い事例」等を募
集します。寄せられた事例は、港区
ホームページ等で公表し、区民の皆
さんに障害者差別解消法の理解を深
めていただくための啓発活動等に活
用します。
対区内在住・在勤・在学者
募集内容　「障害を理由とする差別
を受けたと思った事例」、「適切な配
慮がなくて困った事例」、「障害のあ
る人への配慮の良い事例」
申港区ホームページから応募でき
る他、障害者福祉課（区役所2階）、
港区ホームページで配布する応募用
紙に必要事項を明記の上、郵送・フ
ァックスまたは直接、3月31日（金
曜・必着）までに、〒105－8511　港
区役所障害者福祉課障害者福祉係
へ。 ☎3578－2670　FAX3578－2678

健　　康
家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族※保育あり（4カ月～就学前、
2人。電話で、3月1日（水）までにお
申し込みください）
時 3月8日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所
申初めて家族会に参加する人は、
電話で、健康推進課地域振興係へ。

参加したことのある人は当日直接会
場へ。 ☎6400－0084

講座・催し物
ご近所ラボ新橋&芝の家「いた
だきます」上映会&監督トーク
対どなたでも
時（1）3月5日（日）午前10時～正午
（2）3月6日（月）午後7時～9時
所（1）きらきらプラザ新橋（2）芝の
家（芝3－26－10）
人（1）40人（2）20人（申込順）
費用　（1）（2）500円（資料・味噌汁代
込み）
申電話で、氏名・電話番号を、ご
近所ラボ新橋（月～金曜正午～午後4
時受け付け）へ。　 ☎6459－0789
問芝地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎3578－3192

成年後見制度講演会「安心して
暮らせる老後に備えて～わかり
やすい相続と任意後見の話～」
対区内在住・在勤者
時 3月13日（月）午後2時30分～4時30
分
所高輪図書館
人 20人（申込順）
申電話で、2月21日（火）～28日（火）
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
担高輪地区総合支所区民課保健福
祉係

あきる野環境学習「軍道紙の紙
すき体験」
対 3歳以上の区民
時 3月19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
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
申電話またはファックスで、2月21
日（火）～3月7日（火）午前10時～午後
6時30分に、（株）タビックスジャパ
ン八重洲支店（土・日曜、祝日を除
く）へ。
 ☎3275－3200　FAX3275－0880
その他、（株）タビックスジャパンホ
ームページ
http://www.tabix.co.jp/
からも申し込みできます。※「あき
る野環境学習（3月19日実施分）」のバ
ナーをクリックしてください。※従
来の、みなとコールへの電話申し込

みから変更になりました。
問環境課地球環境係 ☎3578－2496

羽田空港の機能強化に関する住
民説明会
　開催時間中は入退場自由で、展示
された説明パネル等を閲覧できま
す。ご意見やご質問等については、
会場内の国土交通省担当者がお聞き
します。
対どなたでも
時 2月25日（土）午前11時～午後4時
所フクラシア品川クリスタルスク
エア（港南1－6－41　3階会議室Ⅰ）
　詳しくは、港区ホームページまた
は国土交通省特設ホームページ
http://www.mlit.go.jp/koku/ha 
neda/
をご覧ください。
問国土交通省「羽田空港のこれか
ら」に関する窓口 ☎0570－001－160
 （IP電話5908－2420）
環境課環境指導・環境アセスメント
担当　 ☎3578－2490

旅する新虎マーケット
　全国各地のヒト・モノ・コトの魅
力を発信し、地方創生に繋げる「旅
する新虎マーケット」が誕生します。
対どなたでも
時 2月24日（金）から※詳しくは、旅
する新虎マーケットホームページ
https://www.tabisuru-market.jp/
をご覧ください。
所西新橋2－16　他
申当日直接会場へ。
問企画課自治体間連携推進担当
 ☎3578－2509

商店街・商店等実態調査報告・
講演会「みんなで考えよう！住み
たいまちと商店街のこれから」
対区内在住・在勤・在学者他
時 3月12日（日）午後1時30分～4時30
分（午後1時開場）
所神明いきいきプラザ
人 90人（申込順）
申電話、郵送または直接、3月6日
（月）までに、氏名・電話番号を、〒
105－8511　港区役所港区政策創造
研究所（区役所4階）へ。 ☎3578－2567

麻布図書館文学講座「岩手と宮沢
賢治～イーハトーブの設計者～」
対中学生以上どなたでも
時 3月4日（土）午後2時～3時30分（午
後1時30分開場）
所麻布図書館

※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。

2
月
26
日（
日
）

清水クリニック（内） 赤坂4－4－11　赤坂丹後町ビル1階 6441－0358
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
山王病院（小） 赤坂8－10－16 3402－3151
ササコ歯科クリニック（歯） 赤坂3－18－10　第2大坂屋ビル2階 3586－8486

★南赤坂クリニック（内） 赤坂1－11－36
レジデンスバイカウンテス420 5561－9258

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
2月26日（日） オバタ薬局 麻布十番1－7－11 3401－8717

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

2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  麻布ゆるスポーツユナイテッド、トップアスリートのスポーツ教室、「台場」でつなぐ全国の自治体と港区、区立小学校紹介（本村小学校）
放送期間  2 月21日(火)～28日(火)
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
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す
。
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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

◆区内各消防署◆　芝☎3431－0119　麻布☎3470－0119　赤坂☎3478－0119　　高輪☎3446－0119

人 30人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225

生活セミナー「災害に備えるお
片づけ～自分や家族の身を守る
ために～」
対中学生以上どなたでも
時 3月11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。
 ☎3452－4951

生活セミナー「それダメ!?事例
に学ぶ、相続・遺言」
対中学生以上どなたでも
時 3月25日（土）午後2時～4時
所高輪図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※3月16日（木）は休館 ☎5421－7617

お 知 ら せ
港区保健所運営協議会の開催
　区内の公衆衛生および保健所の運
営に関する事項を審議します。
対区民
時 3月15日（水）午後0時30分～2時
所みなと保健所
申傍聴を希望する人は、当日直接
会場へ。
問生活衛生課庶務係 ☎6400－0041

虎ノ門・麻布台地区関連の国家
戦略都市計画建築物等整備事業
に関する事項の案の縦覧
件名　（1）地区計画の決定（2）都市再
成特別地区の変更（3）第一種市街地
再開発事業の決定（4）高度地区の変
更（5）防火地域及び準防火地域の変
更
縦覧期間　2月22日（水）～3月8日（水）
縦覧場所　（1）（2）東京都都市計画課
（都庁第二本庁舎21階）および都市計
画課（区役所6階）（3）～（5）都市計画
課（区役所6階）
意見書の提出先　郵送または直接、
（1）（2）〒163－8001新宿区西新宿2－

8－1　東京都都市整備局都市づくり
政策部都市計画課へ。（3）～（5）〒
105－8511港区芝公園1－5－25　都
市計画課都市計画係へ。
説明会
対どなたでも
時 2月23・24日（木・金）午後7時～8
時30分
所住友不動産六本木グランドタワ
ー9階（六本木3－2－1）
人各450人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問東京都都市整備局都市計画課
 ☎5388－3225
都市計画課都市計画係 ☎3578－2215

リユース食器の年間利用計画書
をご提出ください
対平成29年度リユース食器の貸し
出しを希望する区内に活動拠点があ
る町会・自治会、学校、事業者、各種団
体等
内平成29年度内にリユース食器の
使用を希望する団体は、年間の利用
計画書の事前提出が必要です。年間
計画締め切り後は予算の範囲内で随
時受け付けとなります。これにより
1年間を通しておおむね均等にリユ
ース食器が利用しやすくなります。
利用計画書の提出期間　2月21日（火）
～3月31日（金）※利用計画書等は港
区ホームページからダウンロードも
できます。
問みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量推進係 ☎3450－8025

港区ビル風対策要綱に基づく防
風植栽の生育状況の届出の閲覧
事業名　品川シーズンテラス
時 2月22日（水）～3月7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

平成29年第1回東京二十三区清
掃一部事務組合議会定例会
対どなたでも
時 2月27日（月）午後3時15分（午後2
時15分から受け付け）

アイヌの人々の歴史と差別
　「アイヌ」とは、アイヌ語でカムイ
（神）に対する「人間」という意味で民
族の呼称です。北海道を中心とした
地域に古くから住んでいるアイヌの
人々は、自然の豊かな恵みを受けて
独自の生活と文化を築き上げてきま
した。しかし、明治以降、アイヌの
人々に対して、狩猟の禁止や土地の
剥奪、自由な交易活動の制限、「ア
イヌ語」使用の禁止と「日本語」使用
の強制等の同化策が進められまし
た。アイヌの人々は独自の生活基盤
や文化を失い、いわれのない差別を
受けてきました。現在も、アイヌの
人々に対する誤った認識等から、就
職や結婚等において差別や偏見が残
されています。
アイヌ文化の保存・復興のために
　平成19（2007）年9月、「先住民族の

権利に関する国際連合宣言」が国連
総会で採択されたことを踏まえ、平
成20（2008）年6月、「アイヌ民族を先
住民族とすることを求める決議」が
国会で採択されました。アイヌの
人々は、民族の言葉や文化、伝統を
伝承し保存すべく活動しています。
私たち一人一人が歴史や文化を正し
く理解し、差別や偏見のない社会を
築いていくことが大切です。また、
「アイヌ文化交流センター（中央区八
重洲2－4－13ユニゾ八重洲2丁目ビ
ル3階　☎3245－9831）」では、アイ
ヌの人々の伝統や文化に触れること
ができます。
アイヌの人々の悩み相談

（公財）人権教育啓発推進センター
実施日　祝日、年末年始を除く毎週
月～金曜午前9時～午後5時
 ☎0120－771－208

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2025

問い合わせ

平成28年度東京消防庁防火標語
「火の始末  油断しないで  最後まで」
作者：古本　創大さん（新宿区在住）
　火災発生時に被害を最小限にし、
生命と財産を守るためにも防火防災
に関する意識や行動力をさらに高め
ましょう。期間中、区内の消防署に
おいて各種訓練や講演会等を催しま
す。積極的に参加して防火防災に関
する正しい知識と行動力を身につけ
ましょう。詳しくは、各消防署にお
問い合わせください。
平成28年中の火災発生状況　平成28
年中に区内で発生した火災は217件
で、平成27年と比べて18件増加して

います。また、火災による死者は0
人ですが、負傷者は31人で、平成27
年と比べて8人増加しています。
住宅防火対策の推進　平成22年4月1
日から、全ての住宅で住宅用火災警
報器の設置が義務化されました。住
宅用火災警報器は、火災による煙や
熱を感知して警報音で知らせてくれ
るので、火災の早期発見に有効で
す。大切な命を守るため、住宅用火
災警報器を設置しましょう。なお、
区職員や消防職員が火災警報器等の
防災機器を直接販売したり、特定の
業者に販売を依頼したりすることは
ありません。悪質販売には十分注意
してください。

各消防署 ☎欄外参照
防災危機管理室防災課
 ☎3578－2516

問い合わせ

平成29年
春の火災予防運動
3月1日（水）～7日（火）

所東京区政会館20階（千代田区飯田
橋3－5－1）
人 30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問みなとリサイクル清掃事務所運
営係 ☎3450－8025

10月1日（日）からごみの処理手
数料を改定します
　事業者の自己処理責任の徹底と受
益者負担の適正化を図るため、東京
23区のごみの処理手数料を、1キロ
グラム当たり36.5円から40.0円に改
定します。この改定に伴い、事業系
有料ごみ処理券の料金とデザインを
変更します。今後、購入する際は、
9月30日（土）までに使いきれる枚数
だけ購入してください。

券種
※ （　）は1セッﾄの枚数 現行料金 新料金

10L券（10枚） 690円 760円
20L券（10枚） 1380円 1520円
45L券（10枚） 3100円 3420円
70L券（5枚） 2415円 2660円

問みなとリサイクル清掃事務所運
営係 ☎3450－8025

変更・休止情報等
証明書自動交付機休止(麻布地
区総合支所)
　施設の電気設備点検のため、証明
書自動交付機は終日利用できませ
ん。休止中に住民票等を取得すると
きは、区内に設置されている他の証
明書自動交付機をご利用ください。
時 2月25日（土）終日
所麻布地区総合支所
問麻布地区総合支所区民課窓口サ
ービス係 ☎5114-8821

白金いきいきプラザ臨時休館
　中水加圧給水ポンプ更新工事のた
め臨時休館します。
時 3月5日（日）
問白金いきいきプラザ ☎3441－3680
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5421－7067

港区スポーツセンタープール休
止
　プール施設安全点検、清掃、シャ
ワー室漏水補修工事のため、プール

を休止します。
時 4月4日（火）～14日（金）
問港区スポーツセンター
 ☎3452－4151

求人・区民委員募集
保健師
対資格を有する人
内産業医・専門相談医が行う職員
の健康相談の補助および健康診断等
の結果に関する保健指導等
期間　4月1日～平成30年3月31日（更
新可）
勤務時間　午前8時30分～午後5時15
分（週4日）
報酬　月額18万1400円※人事委員会
勧告等に基づき毎年見直しを行いま
す（上記月額に常勤職員の例により
通勤費相当分を加算します。勤続年
数により報酬額変更有）
人 1人
選考方法　1次：書類選考、2次：1次
選考合格者に面接を実施
申郵送または直接、履歴書（写真貼
付）、職務歴がある人は職務経歴書、
資格証（写）を、3月3日（金・必着）ま
でに、〒105－8511　港区役所人事
課健康管理担当（区役所10階）へ。※
応募書類は返却しません。
 ☎3578－2863

教育分野5計画の見直しを行う
検討委員会の区民委員
　学校教育推進計画、生涯学習推進
計画、スポーツ推進計画、図書館サ
ービス推進計画、子ども読書活動推
進計画の見直しを行います。
対（1）平成29年2月1日時点で港区に
住民登録があり、かつ区内に居住し
ている18歳以上の人（2）区の教育施
策に関心がある人
人各検討委員会に2人ずつ
申所定の申込書に必要事項および
800字程度の論文を明記の上、3月10
日（金・必着）までに、〒105－8511
　港区教育委員会庶務課教育政策担
当（区役所7階）へ。申込書は、募集
の詳細を記載した募集要項と合わせ
て庶務課、各総合支所、各港区立図
書館で配布する他、港区ホームペー
ジからダウンロードもできます。
 ☎3578－2722

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。

とき 内容 時間 ところ

2
（木）映画会｢三匹の侍｣ 午後2時～3時40分

（午後1時30分） みなと図書館（90人）

3
（金）ひなまつり折り紙会 午後3時～4時

（午後2時30分） 三田図書館（20人）

4
（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「架け橋 きこえなかった3.11」 午後2時～3時15分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

英語のおはなし会「英語であそぼう！」 午後2時～2時40分 赤坂図書館

5
（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
DVDシアター

「人間嫌い フランス国立コメディ・
フランセーズ モリエール・コレクション」

午後2時～4時20分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

6
（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

7
（火）おはなし会「くんくん、いいにおい」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

8
（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「てがみぼうやのゆくところ」他 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会「おひさまパン」他 午後3時～3時30分  赤坂図書館

9
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「ぽかぽか」他 午前10時30分～11時 高輪図書館
DVDシアター

「赤ちゃんのヒミツー驚くべき生命力ー」
正午～午後0時45分
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

映画会「金環蝕」 午後1時30分～4時10分
（午後1時） みなと図書館（90人）

10
（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

11
（土）

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「あるこう あるこう あるこうよ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「はるです はるのおおそうじ」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

映画会「レールズ＆タイズ」（原題:RAILS & TIES）午後2時～3時45分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

おはなし会「どっしーん！」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

14
（火）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）台場児童館

15
（水）

プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

弁士付無声映画上映会「鞍馬天狗」 午後2時～3時30分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

16
（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

March

3
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

港南子ども中高生プラザ
台場児童館
高輪子ども中高生プラザ
青山児童館
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
神明子ども中高生プラザ
麻布子ども中高生プラザ

港区スポーツセンター
麻布図書館
白金台児童館
台場区民センター
障害保健福祉センター
港南図書館
高輪図書館分室

☎3452－4151
☎3585－9225
☎3444－1899
☎5500－2355
☎5439－2511
☎3458－1085
☎3443－1666

☎3450－9576
☎5500－2363
☎3443－1555
☎3404－5874
☎5443－7338
☎5733－5199
☎5447－0611

みなと図書館
三田図書館
赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
赤坂図書館

☎3437－6621
☎3452－4951
☎5561－7830
☎5421－7617
☎3408－5090

17
（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）青山児童館

映画会「蝉しぐれ」 午後2時～4時15分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

18
（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―
「たかい たかい」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会「谷川さん、詩をひとつ作ってください」 午後2時～3時25分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

おはなし会「うそだぁ！」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

19
（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
アンコール映画会

「グランド・ホテル」（原題:GRAND HOTEL）
午後2時～4時

（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

おはなし会「はるですよふくろうおばさん」他 午後2時30分～3時 麻布図書館

21
（火）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）神明子ども中高生プラザ

22
（水）

おやこおはなし会「ぱかぽこはしろ！」他 午前10時30分～11時 港南図書館

映画会｢竹島紀元特集『映像作品集』｣ 午後1時30分～2時10分
（午後1時） みなと図書館（90人）

子どもシアター
「NHKこども番組80'sメモリー1980ー1984」

午後2時～3時50分
（午後1時30分） 高輪図書館分室（50人）

映画会｢竹島紀元特集『長声一発！』｣ 午後2時15分～3時5分
（午後2時10分） みなと図書館（90人）

映画会｢竹島紀元特集『鉄路に郷愁をもとめて』｣ 午後3時15分～4時10分
（午後3時10分） みなと図書館（90人）

23
（木）おはなし会「そよそよさん」他 午前10時30分～11時 三田図書館

24
（金）DVDシアター「能楽名演集 安宅」 午後6時～7時30分

（午後5時30分） 麻布図書館（30人）

25
（土）

子ども映画会
「アンパンマンとばいきんまん」「おおきなかぶ」

午前10時30分～11時5分
（午前10時） 港南図書館（45人）

おはなし会「ぼくはうんてんし」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

26
（日）

おはなし会「はるじゃのばけつ」他 午前11時～11時30分 高輪図書館
楽しく体験「ボードゲームで遊ぼう！」 午後0時30分～5時（正午）赤坂図書館（20人）

映画会「女ともだち」（原題 LE AMICHE） 午後2時～3時45分
（午後1時30分） 三田図書館（60人）

28
（火）

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

おはなし会「じゅんびはいいかい」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

　3月15日(水)は、港区が誕生してから70年の節目の日です。この日に婚姻
届を提出するカップルをお祝いし、小さな挙式を実施します。
対象
　二人のうちいずれかが区内在
住・在勤・在学者
とき
　午後2時～5時
※所要時間は1組15分程度です。
ところ
　港区議会議場
定員
　6組(抽選)
※ 当選結果は、3月8日(水)までに
対象者に電話またはファックスでお知らせします。

費用
　無料(交通費の支給はありません)
申し込み
　ファックスで、3月6日(月・必着)までに、二人の住所、在勤・在学の場合
は勤務先・在学校名、氏名、日中連絡のつく電話番号またはファックス番号
を明記の上、企画課企画担当へ。参加申込書（見本フォーム）は、企画課（区
役所4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。

届け出挙式イメージ

大使館大使館
だよりだより

�

バルセロナにある
世界遺産カタル
ーニャ音楽堂

スペイン
　スペインはヨーロッパ南西部にあり、
面積は日本の約1.3倍となる50.6万平方
キロメートル。人口は4645万人（平成26
年1月時点）で、使用されている言語は
スペイン語（カスティージャ語）の他州に
よってバスク語、カタルーニャ語、ガリ
シア語等も公用語として認められていま
す。また、国民の約75パーセントがカト
リック教徒といわれています。

　「わが国は、国土の大部分がイベリア
半島に属しています。大西洋と地中海
に開かれていることから昔から異文化交
流と人種共存が成立し、欧州、北アフリ
カ、ラテンアメリカ諸国との懸け橋であ
ると自認しています」と、セルヒオ・コリ
ーナ・マルティン領事担当書記官。「夏

は湿気が少なく、冬は温暖で過ごしやす
い地中海気候のリゾート地としても有名
で、外国人観光客は年間約6800万人で
す。日本からは平
成27年に過去最高
となる60万人が訪
れました」。
　日本との交流を
さらに促進するた
め、今後は留学生
や長期滞在者を多
く迎えたいと話します。「首都マドリー
ドと成田の間を、平成28年から直行便が
運航されました。第2の都市、バルセロ
ナでは世界的な建築家であるアントニ・
ガウディをはじめ優れた芸術家の作品に
触れることができます。国内は全土にわ
たって大学やビジネススクールが充実し
ていて、日本人に親しみやすい魚介類を
使った料理が多いと思います。若い人た
ちが学ぶには絶好の場所でしょう。スペ
イン文化の奥深さをじっくり感じていた
だければと思います」

セルヒオ・コリーナ・マル
ティン領事担当書記官

マドリードの目抜き通りグラン・ビア

参加者を募集します

「届け出挙式 ～3月15日（最高の日）　
　をあなたの記念日に～」

港区政70周年記念事業
さ   い   こ   う

企画課企画担当 ☎3578－2087　FAX3578－2034
問い合わせ

ブライダル専門情報誌  　　　  協力


