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　本年3月15日、港区が誕生して70年を迎えま
す。港区は、都心にあって、緑と水辺、起伏に
富んだ自然の地形に恵まれ、さらには区民の皆
様が先人から受け継ぎ、大切に守ってきた歴史
や伝統が息づく、多様な魅力を持つまちです。
　長い歳月を経て区民が創り上げてきた、この
美しく温かみのあるまちを、私は、次の世代へと
確実に受け渡してまいります。
　港区がこれからも美しく輝き続けるためには、
まちが安全で、安心して過ごせる場でなくてはな
りません。
　東日本大震災では、多数の帰宅困難者が生
じ、エレベーターの閉じ込めや物流ネットワーク
が機能しなくなるなど、港区も、高度に発達した
都心であるがゆえの様々な混乱や被害を経験し
ました。
　私は、港区が都心にふさわしい高い安全性を
備え、人々に安心を与える都市であり続ける重
要性を、深く心に刻んでおります。
　如何なるときも、区民の暮らしや経済活動を支
え、何よりも人々の生命を守る決意を持って区政
運営に邁進してまいります。
　安全・安心なまちとして魅力を高めてきた港区
は、多くの人 を々惹きつけてやまない都市へと発
展してきました。
　平成7年に15万人を割り込んだ港区の住民基
本台帳人口は、すべての世代にわたって増加が
続き、今では外国人を含めおよそ25万人に達し
ています。10年後の平成39年には、さらに5万人
増え、30万人を突破する見込みです。
　人口の増加は、街に活気とにぎわいをもたらし
ています。同時に、区民の日々の暮らしに密着し

たサービスを提供する区の役割と責任は、ますま
す拡大しています。
　「港区に住み続けたい」
　昨年度実施した区民世論調査で、8割を超え
る方が、このように答えてくれました。
　毎年、港区には、転出する方を上回る2万人を
超える方々が転入しています。特に、20歳代、
30歳代の方が多く、まちには若い力がみなぎって
います。
　働き盛りの世代が元気で仕事に取り組み、そ
して生涯にわたりいきいきと生活できる暮らしの
実現に向けて、より一層の施策の充実に努めて
まいります。
　子育て支援や子どもたちの教育に力を入れて
きた港区の実績が、「子育てするなら港区」「教育
の港区」と評価され、港区生まれの子どもたちが
増えています。
　港区の出生数は、この10年で倍以上となり、
平成27年の合計特殊出生率は、23区で単独トッ
プとなる1.44と、全国の1.45と肩を並べるまでに
なりました。この子どもたちが、これからの日本
を支える主役です。生まれ育つ環境や国籍、障
害の有無などにかかわらず、私は、港区のすべ
ての子どもたちが伸び伸びと、健やかに成長で
きる社会を創り上げていかなければならないと、
その責任を強く感じております。
　港区政70周年を迎えるにあたり、港区が区民
の皆様とともに歩んできた歴史を振り返るととも
に、区政運営の柱である「参画と協働」の輪を広
げ、地域社会の更なる発展へとつなげていくた
め、各地区で記念事業を実施してまいりました。
　区民の皆様には、地域恒例の行事やお祭りに

武井雅昭区長は、2月15日（水）に開会された平成29年第1回港区議会定例会で、
区政運営について所信を述べました。
※口述筆記ではありませんので、表現その他に若干の差異があることがあります。

武井雅昭区長が所信を表明

港区政70周年を祝う要素を取り入れたり、新たな
事業を創り出したりと、港区の70周年を大いに盛
り上げていただきました。
　また、区と多くの団体や企業との新たな協働の
もとで、「官と民」が共に手を携え、70周年を記念
した啓発品の製作やイベントを開催するなど、今
までにない成果を得ることができました。
　私は、70周年を機に深まった、地域の人材、
多様な活動主体とのつながりを区政百年に向け
た今後の区政運営に十分生かし、港区ならでは
の質の高い行政サービスの成果を区民の皆様に
生活の中で感じていただけるよう、次の4つの視
点から挑戦をしてまいります。

「区民が感じ取れる成果への挑戦」

１　安心して子育てができる保育環
境の実現
　私は、区長に就任以来、保育園の
待機児童解消をめざして、保育施設
の定員拡大に全力で取り組んでまい
りました。
　昨年4月1日時点で64人まで減少し
た待機児童は、子育て世帯の転入や
港区生まれの子どもたちの増加に伴
い、拡大しています。

　本年4月には、新たに区立しばう
ら保育園分園、新橋六丁目に私立認
可保育園、麻布十番三丁目と三田五
丁目に小規模保育事業所を開設する
などして、港区全体の保育定員を昨
年4月の7,006人から7,304人へと、
298人拡大します。
　さらに、本年6月には、海岸三丁
目にある民間ビルを借り上げ、港区
保育室を整備するとともに、平成30

Ⅰ子どもたちを健やかに育むまちへの挑戦
年4月の開設をめざして、区として
初めて国家戦略特別区域制度を活用
し、区立港南緑水公園内に私立認可
保育園を誘致します。
　また、本年4月から、保育園に入
園できなかった0歳から2歳のお子さ
んがいる家庭の保育を支援するた
め、ベビーシッターを派遣します。
　認可外保育施設を利用する保護者
の経費負担を更に軽減するため、保
育料助成基準額を2万円引き上げま
す。
　保育士不足も深刻な問題です。民

間で働く保育士を安定的に確保する
ため、昨年度創設した保育従事職員
の宿舎借り上げ支援事業を更に充実
させます。
　子どもの安全な居場所である学童
クラブについても、新規開設や定員
の見直しにより、総定員を昨年4月
の2,685人から本年4月には2,930人へ
と、245人拡大します。
　今後も、子どもを安心して産み、
育てられる保育環境の実現に努めて
まいります。
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Ⅲ活気あふれる魅力あるまちへの挑戦

Ⅱ心豊かで健康な暮らしへの挑戦

２　子どもたちの未来を支える質の
高い教育環境の実現
　子どもたちが夢と希望を持ち、社
会を生き抜いていくために、1人ひ
とりの個性を伸ばし、可能性を広げ
る教育が求められています。
　昨年10月、新たな教育委員会制度
の下、区議会の皆様の同意を得て、
区長として直接、教育長を任命しま
した。私は、これまで以上に教育委
員会と連携、協力し、港区ならでは
の特色と魅力あふれる教育施策を展
開しながら、すべての人の学びを支
え、つなぎ、生かす教育の実現をめ
ざしてまいります。
　幼児、児童、生徒数の増加に対し
ては、教育環境の整備を計画的に進
めております。
　本年4月、白金台幼稚園、三光幼
稚園、麻布幼稚園、南山幼稚園の4
園で3歳児の定員を27名拡大します。
　みなとパーク芝浦の隣地に、平成
8年以来の新設校となる「（仮称）芝浦
第二小学校」を整備します。平成35
年度までの開校をめざし、来年度は
基本設計に着手します。
　さらに、中之町幼稚園や赤坂小学
校を含む赤坂中学校の改築、赤羽幼
稚園及び赤羽小学校の改築、高輪台
小学校、港南幼稚園の増築など、ス
ピード感をもって着実に進めてまい
ります。
　平成24年4月、東町小学校に日本
の教育カリキュラムに沿った形で、
普通学級に外国人児童を受け入れ英
語で授業を行う国際学級を開設いた
しました。国際感覚豊かな人材を育
成する港区が誇れる質の高い教育の
一つで、全国公立小学校で唯一の取
組です。
　外国人児童の増加や国際学級を希
望する区民の要望に応えるため、本
年4月から、南山小学校にも開設す
ることといたしました。また、六本
木中学校の英語科国際の授業に、生
徒の英語能力を更に高める「ネイテ
ィブ・コース」を開設し、外国人講
師による英語のみを使用したレベル
の高い授業を行います。
　今後も、外国人児童・生徒に多様
な教育の機会を提供するとともに、
国際感覚を身に付けた人材を育成し
てまいります。
３　すべての子どもと家庭を見守り
続けるまちの実現
　子どもたちは社会の宝であり、未
来をつくる希望です。その子どもた
ちの将来が、生まれ育った環境によ
って左右されることがあってはなり
ません。
　昨年、港区が独自で実施した子ど
もの学力や生活状況等の調査では、
家庭環境の影響による学習の遅れ、
経済的負担、子育て家庭の社会的孤
立などの課題が浮き彫りになりまし

た。子どもの健全な育成を阻害する
要因が世代を超えて連鎖することの
ないよう、様々な角度から解決をめ
ざします。
　小学校では、基礎学力を定着させ
るためスクールボランティアの配置
を充実させ、中学校では、1・2年生
を対象とした学習支援を行い、3年
生には進路選択を見据えた学習講座
を実施します。
　家庭に対する支援としては、産
前・産後の母親の不安や家事負担を
解消するため、母子支援専門員を派
遣し、育児・家事支援等を充実させ
ます。
　障害のある子どもたちのケアも充
実させます。昨年度から、居宅訪問
型保育事業を開始し、たんの吸引や
経管栄養などの医療的ケアが必要な
子どもたちに対し、1対1のきめ細か
な保育を行っております。
　公私立の認可保育園では、必要な
職員を配置し、臨床心理士による巡
回を行うなど、安全で安心な保育の
受け入れ体制を整え、現在、肢体不
自由などの身体障害やダウン症、発
達障害などのある子どもたち43名が
通園しています。
　今年度、すべての区立小学校に特
別支援教室を設置いたしました。
　平成32年には、障害のある子ども
をはじめ、発達の遅れやその心配の
ある子どもたちの療育の拠点とし
て、南麻布四丁目に児童発達支援セ
ンターを整備します。
　今後も、障害の種類や程度に応じ
た丁寧な対応を行い、障害のある子
どもたち、医療的ケアが必要な子ど
もたちの健やかな育ちを途切れるこ
となく、支えてまいります。
　昨年5月の「児童福祉法等の一部を
改正する法律」の成立により、区が
児童相談所を設置することが可能と
なりました。
　児童虐待や非行、障害など、子ど
もとその家族が抱える問題は複雑、
繊細で、丁寧な相談や的確な対応が
不可欠です。1人ひとりの子どもと
家庭を10年、20年と見守り、問題を
抱えたときも見逃さず、迅速に切れ
目なく対応し、子どもの命と権利、
未来を守ることができるのは、地域
の人材や多様な活動主体と密接な関
係を築いている港区です。
　現在、子ども家庭支援センターで
行っている相談対応と、より専門性
の高い指導・措置権限を持つ児童相
談所の機能を一体化させ、地域の関
係機関とともに、総合的な支援を提
供していくため、平成33年4月の開
設をめざして、南青山五丁目に児童
相談所を中核とした「（仮称）港区子
ども家庭総合支援センター」を整備
します。

試みとして、がん治療による脱毛を
カバーするウィッグや、乳がんの手
術跡をカバーする胸部補整具の購入
費の一部を助成し、がん患者の就労
継続と社会生活を支えます。
　がん患者が、住み慣れた地域で安
心して質の高い療養生活を送ること
ができるよう、がん患者とその家族
を支援するため、白金台四丁目に
「港区立がん在宅緩和ケア支援セン
ター」を平成30年4月に開設します。
　障害のある方に対しても、きめ細
かな支援を行い、就労の機会を拡大
してまいります。
　来年度は、心のバリアフリーなど
障害者への理解を深める取組を充実
させるとともに、障害者就労支援事
業所の生産設備の整備費補助や、民
間企業と就労支援事業所との橋渡し
をする支援員の配置など、安定した
就労環境を充実させてまいります。
　ワーク・ライフ・バランスに取り
組む区内の中小企業を応援します。
仕事は、私たちの暮らしを支え、家
庭や地域活動は、私たちの暮らしに
生きがいや喜びをもたらすものです。
働くすべての方々が、仕事と生活が
両立した毎日を心豊かに送ることが
できる社会を実現してまいります。
２　生涯にわたり安心して生活でき
る暮らしの実現
　高齢者の安らぎある在宅生活を支
える、港区にふさわしい地域包括ケ
アシステムを構築してまいります。
平成30年度の区内全域での実施に先
駆け、来年度、赤坂地区において在

宅医療・介護の連携の取組を実施し
ます。
　高齢者施設の整備にも取り組み、
区営住宅シティハイツ六本木の改築
に合わせて整備を進めている、30戸
のサービス付き高齢者向け住宅を本
年10月に開設します。平成30年4月
には、赤坂九丁目に小規模多機能型
居宅介護施設を開設します。
　障害者の安心で心豊かな自立生活
を支えるため、平成32年の開設に向
けて、南麻布四丁目に40床の障害者
入所施設と児童発達支援センターを
整備します。また、南青山二丁目で
は、定員10名の障害者グループホー
ムを整備します。
　高輪一丁目の精神障害者地域活動
支援センターは改築をして、定員10
名の知的障害者グループホームを併
設した複合施設として整備します。
　聴覚障害者が、区の手続や相談を
円滑に行えるよう、昨年4月に各地
区総合支所で開始した、タブレット
型端末による遠隔手話通訳サービス
を障害保健福祉センター、みなと図
書館でも開始します。
　昨年10月、官民一体となって障害
を理由とする差別の解消をめざし、
雇用の相談窓口である公共職業安定
所や、障害者の権利擁護に関係の深
い弁護士や人権擁護委員、民間団体
等の関係機関と区で構成する「港区
障害者差別解消支援地域協議会」を
設置いたしました。心のバリアフリ
ーの推進をはじめとする幅広い啓発
活動を展開してまいります。

１　誰もが健康に、いきいきと活躍
できる社会の実現
　日本人の2人に1人が発症している
がんを克服するには、早期発見、早
期治療が何より重要です。
　港区でも死亡原因の第1位である
がんから区民の生命を守るため、来

年度、口腔がん検診を新たに実施す
るとともに、胃がん検診と子宮頸が
ん検診の検査内容を充実させます。
　昨年10月に、がんの予防や患者へ
の支援に専門的な知識、経験を持つ
企業・団体との連携協定を締結しま
した。官民が力を合わせ、都内初の

１　誰もが心豊かに過ごせる快適で
魅力的なまちの実現
　新駅の工事が進む品川駅周辺や、
にぎわいと統一感のある街並みの形
成が進む環状二号線の沿道をはじ
め、区内の各地で、新たなまちづく
りが進んでいます。
　緑や水辺、歴史的な風格のある街
並みに囲まれた、やすらぎのある環
境の中で、誰もが快適に暮らし、創
造的な都市活動が育まれる、うるお
いある国際生活都市をめざすため、
今月、「港区まちづくりマスタープ
ラン」を改定します。プランに掲げ
る将来都市像の実現に向けて、区が
積極的に地域の中に入り、住民の意
向を生かした個性ある丁寧なまちづ
くりを推進してまいります。
　来年度から、区内の再開発事業を
事後評価する港区独自の制度を導入
します。再開発の事業効果を検証
し、その結果を今後の再開発計画に
生かすことで、港区らしい魅力的な
まちづくりに向けた好循環を生み出
してまいります。
　多様な文化と歴史に包まれたまち
づくりを進めてまいります。区民の
貴重な財産である歴史的・文化的遺
産を後世に継承するため、平成30年
11月の開設に向けて、白金台四丁目
に新郷土資料館を整備します。
　芝浦一丁目の旧協働会館は、伝統
文化の継承や地域活動、交流の拠点
として活用するため、平成32年度の
開設に向けて改修工事を行います。
　環境にやさしい、快適なまちづく

りも進めてまいります。区は、経済
性と二酸化炭素排出量の削減効果を
重視した電力調達を行い、環境にや
さしい低炭素社会の実現に率先して
取り組んでまいります。また、区が
取り組む全国連携の一環として、自
治体等との連携による再生可能エネ
ルギーの導入に向け取り組んでまい
ります。
　たばこを吸う人も吸わない人も、
誰もが快適に過ごせるまちの実現に
向けて、「みなとタバコルール」の一
層の浸透をめざし、指定喫煙場所の
整備や啓発活動を強化します。
　区内で排出される可燃ごみのおよ
そ3割を食品などの生ごみが占めて
います。ごみ減量の新たな試みとし
て、食品廃棄物・食品ロスを削減す
るキャンペーンを実施します。
２　魅力ある観光と活力ある商店
街・産業でにぎわうまちの実現
　国の内外から多くの観光客に港区
を訪れていただくため、区の魅力が
満載の港区ワールドプロモーション
映像を制作し、駅や空港の街頭ビジ
ョンなど、幅広い媒体で発信してい
ます。本年4月からはさらに、港区
の魅力やブランドを支える区民や企
業・団体等、多様な主体とともにプ
ロモーション活動を展開してまいり
ます。
　観光客をはじめ、より多くの外国
人を迎え入れるため、商店街等を対
象に、英語対応のマニュアルを作成
し、接客で使う英会話レッスンに取
り組んでいます。来年度からは、各
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実現に向けて

Ⅳ誰もが安全に、安心して過ごせるまちへの挑戦

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

店舗の皆様から多くの要望をいただ
いている中国語にも対応します。
　今年度、商店街を舞台に観光スポ
ットを巡るツアーや、利用者の希望
に応じたまち歩きガイドのサービス
を開始するなど、観光ボランティア
ガイドの活動も充実させてまいりま
した。
　今後はさらに、港区の貴重な地域
資源である運河空間のライトアッ
プ、水辺観光コースの開発など、あ
らゆる施策を総動員してまいります。
　人口減少社会が到来し国内需要の
縮小が懸念されるなか、区内の中小
企業が抱える最大の課題は、販路の
拡大です。
　今年度も、区が行っている販路拡
大支援事業を活用し、11社の中小企
業が海外市場にチャレンジしました。
　新製品や新技術の研究開発に挑む
企業、優れた製品や匠の技を生かし
海外の産業見本市への出展をめざす
企業の支援を一層充実させ、区内産
業の活性化に取り組んでまいります。
３　多様な人や文化が共生する成熟
した社会の実現
　区内には、日本にある大使館の半
数以上となる、およそ80か国の大使
館が立地しています。
　区民の皆様が、港区の国際色豊か

な地域特性に触れ、多様な文化を身
近に感じることができる機会をつく
るため、大使館とともに各国の文化
や伝統を紹介する展示や、大使館等
を巡るスタンプラリーの開催など、
大使館との連携をより一層強めてま
いります。
　本年3月には、各国大使館や国際
交流・文化芸術の団体等で構成する
国際力強化推進会議を発足させ、成
熟した国際都市・港区の実現に取り
組みます。
　また、港区に住み、訪れる様々な
国籍の外国人に情報を伝える有効な
手段として、区自ら率先して「やさ
しい日本語」を導入します。
　平和と人権を尊重し、共に支え合
うまちをめざし、子どもから高齢者
まで、誰もが一つになれるスポーツ
イベント、「（仮称）区民マラソン大
会」の実施に向けて、港区スポーツ
ふれあい文化健康財団、東京商工会
議所港支部とともに検討を開始いた
しました。
　今後、警視庁をはじめ、町会・自
治会、商店街、障害者団体、ボラン
ティア団体など、多くの関係者の皆
様のご理解とご協力をいただきなが
ら、平成31年度の実施をめざして取
り組んでまいります。

１　災害に強いまちの実現
　大震災などの災害により甚大な被
害が発生した際、区は、何よりも区
民の生命と財産を守り、まちの再建
を進め、一日も早く区民の暮らしを
取り戻さなくてはなりません。
　昨年4月に発生した熊本地震や同
年10月に発生した鳥取県中部地震で
は、被災地への支援を通じて、救援
物資の受け入れや配布方法、他の自
治体や防災関係機関との円滑な連携
など、区の防災対策に生かせる多く
の教訓を得ることができました。
　本年3月に改定する「港区地域防災
計画」では、こうした教訓も生かし
て、港区特有の課題である高層住宅
における防災住民組織の結成促進を
はじめ、備蓄食料のアレルギー対応
やペットの受入体制整備などの避難
所機能の強化、土砂災害ハザードマ
ップの作成など、震災への備えを強
化します。
　災害の発生時には、多くの方々に
正確な情報を伝え、適切な行動をと
っていただくことが重要です。
　防災行政無線で放送する内容を室
内で聞くことができるように、ケー
ブルテレビ回線や防災ラジオを利用
した仕組みを導入いたしました。文
字情報の受信が可能な防災ラジオも
用意し、聴覚障害のある方にも正確
に情報を伝えることができる環境が
整いました。
　今後も、民間事業者が持つデジタ
ルサイネージを活用した情報発信な
ど、区民や来街者に、より確実に、
より速やかに災害情報を届けること
ができるよう、体制を強化してまい
ります。
　首都直下地震が発生した際には、
国や東京都も甚大な被害を受け、国
等からの支援が遅れる可能性があり

ます。そうした中でも、区は、一日
も早く区民の生活を再建するととも
に、首都東京の中心としての経済・
物流機能を回復させなくてはなりま
せん。
　区が直ちに、住宅の再建や中小企
業に対する緊急支援、インフラの復
旧等を進めることができるよう、そ
の財源とするため「港区震災後の区
民生活の再建並びに産業及びまちの
復旧復興のための基金」を設置しま
す。まずは、平成29年度末までに
500億円を積み立て、平成34年度ま
でに1,000億円の基金を確保します。
２　まちのルールとマナーが守られ、
安心して快適に過ごせるまちの実現
　客引き等の迷惑行為や落書きは、
住民や通行人に不安を与え、街の魅
力を損ないます。
　本年4月、「港区客引き行為等の防
止に関する条例」を施行し、繁華街
の路上や公園、広場など、公共の場
所での客引きや客待ち、勧誘等の行
為を禁止します。まちのルールが守
られるよう、警察とも連携し、生活
安全パトロール隊による巡回指導を
強化しながら、条例の趣旨を丁寧に
周知してまいります。
　街の美観を損ない、犯罪の誘発に
もつながる落書きは、放置せず、地
域の皆様とともに即座に消去する、
落書きのないまちづくりを推進して
まいります。
　近年、デング熱やジカ熱、ウエス
トナイル熱など、様々な感染症が世
界各地で発生し、流行しています。
蚊が媒介する感染症の流行を未然に
防ぐため、蚊を採取する区内の定点
観測点を現行の3か所から5か所に増
やします。
　また、迅速かつ精度の高い検査体
制を構築するため、地方衛生研究所

区民や地域との力強い絆を生かした
区政運営
　より便利に、より身近に、より信
頼される区役所をめざして、平成18
年4月に総合支所制度を導入しまし
た。参画と協働を区政運営の中心に
据え、区民の皆様とともに地域の課
題解決に取り組むなかで、職員と区
民の皆様との距離が縮まり、信頼関
係が深まっていることを実感してい
ます。
　現在、港区基本計画の後期3年の
見直しに向けて、「みなとタウンフ
ォーラム」や各地区の区民参画組織
では、172人の参加を得て、生活者
の視点から熱心に議論いただいてい
ます。議論の成果である提言に込め
られた区民の皆様の思いを、今後の
区政に反映するよう努めるととも
に、あらゆる機会を通じて区民の皆
様の意見を伺いながら、より良い計
画づくりを進めてまいります。
　企業や団体との新たな協働の仕組
みを生かした区政運営にも、積極的
に取り組んでまいります。
　昨年11月、日本トライアスロン連
合等との連携協定を締結いたしまし
た。来年度はこの連携を生かして、
子ども向けのミニトライアスロン大
会を開催するなど、東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会に
向けた気運を高めるとともに、区民
のスポーツ活動を活性化させてまい
ります。
　また、昨年12月には、東京青年会
議所港区委員会との連携を深め、地
域社会を発展させていくパートナー
シップを構築するため、連携協定を
締結しました。
　今後も、総合支所への更なる事務
移管や権限強化を進め、区民の皆様
や地域の企業・団体との力強い絆の
もとに、より地域に根差した施策を
展開してまいります。
将来に向けた財政運営と区有施設の
長寿命化
　昨年10月、誰もが安全に安心して
快適に暮らせる港区の実現に向け、
将来課題を先取りする積極的・戦略
的な財政運営をめざし、新たな港区
財政運営方針を策定いたしました。
　今月には、耐用年数80年を目標に
区の施設の長寿命化をめざす、港区
公共施設マネジメント計画を策定し
ます。公共施設全体の安全・安心を
確保しつつ、施設の維持管理に係る
コストの軽減、財政負担の平準化に
取り組んでまいります。
　今後も、最少の経費で最大の効果
を上げることができるよう、不断の
内部努力を徹底しつつ、未来を見据
えた港区ならではの政策実現に向け
て果敢に挑戦してまいります。
全国各地域との連携推進
　今年度、全庁横断的に自治体間連
携を推進するための専管部署を設置

し、全国各地域との連携・交流を強
化してまいりました。
　昨年10月に発生した鳥取県中部地
震では、収穫を迎えようとしていた
梨が落下する大きな被害が生じまし
た。区は、共に幕末に設置された砲
台である「台場」がある縁から交流の
あった鳥取県北栄町を支援するた
め、落ちた梨を買い取り、区立小・
中学校や保育園の給食で提供したほ
か、新橋で開催した全国交流物産展
等での配布を通して義援金を募りま
した。果樹農家の皆様の励みになる
だけでなく、港区の子どもたちをは
じめとした区民の皆様に、地震によ
る影響の大きさを伝え、改めて災害
への備えの大切さを考えていただく
機会になりました。
　昨年7月にスタートした、北海道
最北の8町1村からなる宗谷町村会と
の連携の成果として、今週の土曜日
から、区内の銭湯で区民の皆様に北
海道豊富町の温泉を体験していただ
くことができます。豊富町にとって
は、都心で国内有数の温泉をＰＲす
る機会となり、互いにメリットを生
み出す取組です。
　赤坂・青山地区と岐阜県郡上市の
子どもたちが互いの生活環境を体験
する交流事業や、港区とつながりの
ある全国市町村からの港区政70周年
を記念した植樹祭への苗木の提供、
商店街のお祭りを通した交流など、
港区と全国各地域との結び付きも広
がり、深みを増しています。
　全国各地域の支えがあって、私た
ちの日々の生活は成り立っていま
す。今後も、区は、双方の住民の暮
らしをより豊かにし、商店街や地場
産業など地域経済に大きな活力を生
み出す、全国各地域との連携を推進
し、共に成長・発展していくことを
めざしてまいります。

　私は、区政全体を俯瞰しながら、
行政の力、区民の力、民間の力、さ
らには全国各地域との連携の力の4
つの力を有機的に組み合わせ、区民
の誰もが、安全・安心を基盤に、生
涯を通じて快適に暮らすことができ
る、活力とやさしさに満ちたまちの
実現に向けて、全力で挑戦してまい
ります。
　区民の皆様、並びに区議会の皆様
のご理解とご協力を、心からお願い
申し上げます。

全国協議会へ加入し、国や他自治体
との連携を強化するとともに、最新
の検査機器を整備するなど、感染症
への対応力を強化します。
　昨年4月、区は、民間マンション
を対象にエレベーターへの安全装置

を設置する際の改修工事費助成制度
を開始しました。既に60件の申請が
あり、着実に成果を上げておりま
す。区民の安全・安心を最優先に、
今後もエレベーターによる事故の根
絶に向けて取り組んでまいります。

当日の様子は3月1日（水）から放送の広報番組でご覧いただけます。
詳しくは11面をご覧ください。
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表地区別の組織名・定員
地区 区民参画組織名 定員 申込期限 活動日 申し込み・問い合わせ

芝 芝会議
まちの魅力発掘部会 20人程度

3月17日（金）
平日夜間に原則月1・2回程度
（部会によっては土・日曜等にイベントを
実施）

〒105－8511
芝地区総合支所協働推進課地区政策担当

☎3578－3192　FAX3578－3180
まちづくり部会 20人程度
地域コミュニティ部会 20人程度

麻
布 麻布を語る会

地域情報の発信分科会 20人程度
随時

平日夜間（おおむね午後6時30分に開始）、
原則月1回程度
取材・撮影等は主に昼間に実施

〒106－8515
麻布地区総合支所協働推進課地区政策担当

☎5114－8812　FAX3583－3782麻布未来写真館分科会 20人程度

赤
坂

赤坂・青山地区
タウンミーティング

地域情報の発信・交流分科会 20人程度
3月24日（金）

平日夜間に月1・2回程度
（いきがいづくり推進分科会は、第2・3･4水曜
昼間のふれあいサロンの運営にも参加）

〒107－8516
赤坂地区総合支所協働推進課地区政策担当

☎5413－7013　FAX5413－2019
いきがいづくり推進分科会 20人程度
地域の魅力発見分科会 20人程度

高
輪

タウンミーティング
TAKANAWA2017

地域情報紙グループ 15人程度
3月24日（金）

平日夜間に原則月1回程度
（地域情報紙は編集時期により変動。部会
によっては土・日曜等にイベントを実施）

〒108－8581
高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当

☎5421－7123　FAX5421－7626
高輪今昔物語グループ 15人程度
高輪みどりを育むプロジェクトチーム 15人程度

芝
浦
港
南

港区ベイエリア・
パワーアップ
プロジェクト

水辺のまち魅力アップ分科会 20人程度
3月28日（火）原則月1回程度（べいあっぷ編集部は年16回程度）

〒105－8516
芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当

☎6400－0013　FAX5445－4590
みどりのあるまちづくり分科会 20人程度
べいあっぷ編集部 15人程度

●報酬・交通費の支給はありません。　●各参画組織の進行および資料は日本語となります。
●申し込みは、住所・氏名・職業（学校名）・電話番号・メールアドレス、希望部会・分科会名を明記の上、郵送またはファックスで、各総合支所協働推進課地区政策担当へ（抽選）。
●会議の際、保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。

各総合支所では、区民参画組織のメンバーを募集します

　芝地区をよりよいまちにするため
に、芝地区に関わる皆さんが集ま
り、話し合いの中で生まれたアイデ
アをまちで実践しています。
（1）まちの魅力発掘部会
　地域の魅力を発掘し、芝地区内外
に広く発信するために、まち歩きツ
アーの開催や、「芝の語り部」の養成、
散策マップの作成を行っています。
（2）まちづくり部会
　誰もがいつまでも安全に安心して
住み続けられるまちをめざして「環
境」と「防災」をテーマに、セミナ

ー・施設体験ツアー・出前講座等を
行っています。
（3）地域コミュニティ部会
　芝地区のコミュニティーを育み、
地域の人々の交流を促進するため、
皆さんがアイデアを出し合い、世代
を問わず参加できるイベント開催等
の活動を行っています。

　麻布地区の魅力や課題について、
一緒に考え、より住みやすいまちに
するために一緒に活動してみません
か。
（1）地域情報の発信分科会
　地域の情報の共有とコミュニティ
ーの活性化をめざし発行している、
麻布地域情報紙｢ザ・AZABU｣の取
材・編集を行います。
（2）麻布未来写真館分科会
　麻布の残したい場所・風景等の写
真や資料の収集・保存および定点撮
影を行い、撮影した写真のパネル展

　赤坂地区では、区民協働による赤
坂・青山のまちづくりをめざして、
一緒に考え、行動する区民参画組織

「赤坂・青山地区タウンミーティン
グ｣を設置しています。
（1）地域情報の発信・交流分科会

　赤坂・青山
の魅力を編集
委 員 自 ら 取
材・編集し、
地 域 情 報 誌
｢MYタウン
赤坂青山」を
発行します。
身近で魅力あ

る情報の発信をめざします。
（2）いきがいづくり推進分科会
　地域の高齢者の交流の場である

「赤坂・青山ふれあいサロン｣を運営
し、高齢者が住み慣れた地域で安心
して住み続けられるように、支援策
を検討します。
（3）地域の魅力発見分科会
　赤坂・青山の魅力を内外に発信
し、まちのにぎわいを創出するため
の冊子等の発行に向けた活動を行い
ます。

　緑に恵まれ、歴史的な魅力にあふ
れる高輪地区について、一緒に考
え、活動してみませんか。
（1）地域情報紙グループ
　高輪地区の地域情報紙｢みなとっ
ぷ｣の発行に向けて、編集委員とし
て、企画・取材・編集を行います。
（2）高輪今昔物語グループ
　高輪地区の｢今｣｢昔」の写真を収集
活用し、まち歩きや展示会等のイベ
ントを企画・運営します。
（3）高輪みどりを育むプロジェクト
チーム

　地域の緑を広める活動や企画を行
います。保育園児や児童と協力し、
総合支所内で菜園活動、壁面緑化等
を行います。
第1回全体会議
　合同の会議後に、各グループに分
かれます。
とき　4月7日（金）午後6時30分
ところ　高輪区民センター

各総合支所協働推進課地区政策担当 ☎表参照問い合わせ

　区の中でも新しく、にぎわいと活
気があふれるまち「芝浦港南地区」に
ついて、一緒に考え、活動してみま

せんか。
（1）水辺のまち魅力アップ分科会
　「まち」への愛着と理解を深めるこ
とを目的として、水辺等の地域資源
を活用したイベント等を企画・開催
します。
（2）みどりのあるまちづくり分科会
　地域特性に応じた緑化推進や緑へ

の関心を高める機会等の企画・運営
を行います。
（3）べいあっぷ編集部
　芝浦港南地区情報誌「べいあっぷ」
の発行に向けて、イベント等の地区
情報の取材や記事の企画・編集を行
います。

芝浦港南地区総合支所

港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト

芝地区総合支所

芝会議
麻布地区総合支所

麻布を語る会

芝の語り部によるツアーの様子

昭和42（1967）年　新一ノ橋交差点付近
写真撮影：田口政典氏、写真提供：田口重久氏

平成26（2014）年　新一ノ橋交差点付近

赤坂地区総合支所

赤坂・青山地区
タウンミーティング

高輪地区総合支所

タウンミーティング
TAKANAWA2017

地域の課題を一緒に考えてみませんか

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。

年4回「ＭＹタウン赤坂青
山」を発行し、赤坂・青山の
魅力を発信しています

総合支所内での菜園活動

を実施します。

明
治
神
宮
外
苑
の
い
ち
ょ
う
並
木

平成₂₈年₈月開催べいあっぷウォーキングの様子 ▼
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

両親学級
　主に父親になる人に体験してい
ただく実習（お子さんの風呂、衣
類の着脱、妊婦体験ジャケット）
とグループワーク、講義（お産に
ついて）を実施します。
対区民で、出産予定日が平成29
年4～7月の妊婦とそのパートナー

（一人での参加可）
時 4月1・22日（土）午後1時～3時
45分（いずれかにお申し込みくだ
さい）
所（社福）恩賜財団母子愛育会4階

（南麻布5－6－8）
人 45組（抽選）
持ち物　母子健康手帳・筆記用
具・冊子「あたらしい生命のため
に」（お持ちの人のみ）
申電話で、3月1日（水）～10日

（金）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。※参加予定者には詳細
を3月下旬に発送予定
 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

Helloママサロン
　助産師による相談・交流会を行
います。
対区民で、平成29年1・2月生ま
れのお子さんと保護者※1カ月児
健診後にご参加ください。
時 3月6・27日（月）午前9時30分～
11時30分（受け付けは午前10時15
分まで）
所みなと保健所
人 50組（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

うさちゃんくらぶ
　初めてのお子さんと保護者の交
流会です。地区別での自己紹介や
情報交換、助産師の講話等を行い

ます。
対区民で、平成29年1月生まれの
第1子と保護者
時芝・麻布・赤坂地区在住者：4
月12日（水）、高輪・芝浦港南地区
在住者：4月26日（水）いずれも午後
1時30分～3時30分
所みなと保健所
人 50組（抽選）
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申電話で、3月1日（水）～10日

（金）に、みなとコール（午前9時
（初日は正午）～午後5時受け付け）
へ。※抽選結果は3月中旬に発送
予定 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

のんびりサロン
対区民で、平成28年12月～平成
29年2月生まれのお子さんと保護
者※1カ月児健診後にご参加くだ
さい。
時 3月13日（月）午前9時30分～11
時30分
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳・バスタオ
ル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

はじめての離乳食教室
対区民で平成28年10月生まれの
お子さんのいる保護者
時 3月22日（水）1回目：午前11時～
正午、2回目：午後1時30分～2時30
分
所みなと保健所
人各30組（申込順）
持ち物　離乳食つくり方テキスト

（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）・筆記用具
申電話で、3月5日（日）～15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
担健康推進課健康づくり係

子育て座談会「イヤイヤ期に
ついて」
　心理士と育児について話しま
す。
対麻布地区総合支所管内にお住
まいの区民で、3歳未満の子ども
がいる保護者
時 3月21日（火）午後1時30分～3時
所麻布区民センター
人 10組（申込順）※保育あり（4カ
月～3歳、10人程度。申し込み時
にお申し出ください）
申電話で、3月15日（水）までに、
麻布地区総合支所区民課保健福祉
係へ。 ☎5114－8822

芝・ネイチャー大学校　茨城
県阿見町での「農作業体験」
（年4回）参加者を募集します
　農作業体験や自然観察を通じ
て、環境について考えるととも
に、地域交流をしてみませんか。
対芝地区に在住・在学（入学予定
含む）の小・中学生と保護者（中学
生未満は要同伴）
時 4月～平成30年3月の年4回（日
帰り活動）※第1回：4月16日（日）
所茨城県稲敷郡阿見町（港区役所
集合・解散）※往復のバスは区が
用意します。
人 20組40人程度（抽選）※事前説
明会に必ず出席してください。
事前説明会
対参加決定者
時 4月9日（日）午前10時～11時
所きらきらプラザ新橋
人 20組40人程度
申電話、郵送またはファックス
で、住所・氏名（フリガナ）・学校
名・学年・電話番号を明記の上、
3月15日（水・必着）までに、〒105
－8511　芝地区総合支所協働推進
課地区政策担当へ。
 ☎3578－3125　ＦＡＸ3578－3180

子ども・若者に関する講演会
「ひきこもりの支援について」
　ひきこもりまたはその傾向にあ
る子ども・若者のご家族・支援者
に向けたメッセージをお届けしま
す。
　詳しくは、案内チラシまたは港
区ホームページをご覧ください。
対港区在住・在勤・在学者とそ
の家族、ひきこもり支援に携わる
団体関係者
時 3月21日（火）午後6時～8時
所区役所9階会議室
人 40人（申込順）※保育あり（4カ
月～就学前、4人程度。3月13日

（月）までに、お申し出ください）
申電話で、3月1日（水）～20日

（月・祝）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
担子ども家庭課青少年育成担当

麻布地区プレーパーク（冒険
遊び場づくり）事業
　プレーリーダーのもと、子ども
たちが自らの限界と可能性に挑戦
し、のびのびと自由に遊べる場を
つくるプレーパーク事業を開催し
ます。
対どなたでも
時 3月20日（月・祝）午前10時～午
後3時30分
所有栖川宮記念公園
申当日直接会場へ。※小雨決行・
荒天中止。開催状況については、
午前9時30分以降に有栖川宮記念
公園管理事務所へ。 ☎3441－9642
問麻布地区総合支所協働推進課
まちづくり推進担当 ☎5114－8815

　子育ては親や家庭だけでできる
ものではなく、地域の皆で支える
ことが大切です。区は平成28年度
から「港区子育て支援員研修」を開
始しました。
　研修は厚生労働省が示す研修科
目を基本としながら、区の実情に
合わせた科目も加え、より一層充
実した内容となっています。ま

た、研修修了者を、全国で通用す
る「子育て支援員」として認定しま
す。
　子育てや職場での豊かな経験を
生かし、区の子育て力向上に尽く
したいという人の参加をお待ちし
ています。
平成29年度「地域保育コース（前
期）」受講者を募集します
　平成29年度「港区子育て支援員
研修」は、「地域保育コース（一時
預かり事業、ファミリー・サポー
ト・センター事業、港区派遣型一
時保育事業）」と「地域子育て支援
コース（地域子育て支援拠点事
業）」を実施します。
　今回開講するのは、このうちの

「地域保育コース」です。区内の
「一時預かり事業」や「育児サポー
ト子むすび」、「港区派遣型一時保
育事業」の支援者として、地域に
密着した子育て支援活動に従事す
るには、当該コースの研修を修了
することが必要です。
　なお、子育て支援員研修修了者

は定期的なバックアップ研修を受
講することになります。
募集内容
対象
　原則として区内在住・在勤・在
学で、認定後、区内で地域の子育
て支援事業従事を希望する18歳以
上の人
とき
　5月12日～7月28日（原則金曜。
実習は他の曜日に実施）
費用
　無料（テキスト・研修器具費の
み実費負担）
定員
　40人（申込順）
※ 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）
講師
　大日向　雅美さん（恵泉女学園
大学学長「あい・ぽーと」施設長：
発達心理学）
　榊原　洋一さん（お茶の水女子
大学副学長：小児医学）

　汐見　稔幸さん（白梅学園大学
学長：教育学）　他
申し込み
　申し込み用紙に必要事項を明記
の上、郵送または直接、4月17日

（月・必着）までに、子育てひろば
「あい・ぽーと」へ。
※ 申し込み用紙は、子育てひろば
「あい・ぽーと」、子ども家庭支
援センター、子ども家庭課、図
書館、社会福祉協議会、各子育
てひろばで配布します。また、
あい・ぽーとホームページ

　http://www.ai-port.jp
　からダウンロードもできます。

〒107－0062南青山2－25－1　
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

送付先・問い合わせ

担当課　子ども家庭支援センター
子育て支援係

港区子育て
支援員研修
厚生労働省

「子育て支援員
研修制度」準拠（ ）
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　区では、不正な住民票の取得や虚
偽の戸籍の届出等の事件を未然に防
ぐために、住民票や戸籍証明等の請
求、住所の異動届出および戸籍の届
出等の手続きのときに、窓口に来た
人の本人確認を行っています。
　なお、お持ちいただいた本人確認
書類をコピーさせていただいたり、

運転免許証の暗証番号の入力をお願
いしたりする等の確認をさせていた
だく場合があります。
確認の方法
（1）本人の場合
　顔写真の付いた公的な証明書（運
転免許証・パスポート・マイナンバ
ーカード（個人番号カード）・顔写真

付きの住民基本台帳カード・在留カ
ード等）をお持ちの人は、1点で確認
します。このような本人確認書類を
お持ちでない人は、健康保険証と年
金手帳等、本人であると分かるもの
2点以上で確認します。
（2）代理人の場合
　本人から委任されていることが分
かる書面（委任状等）をお持ちいただ
きます。併せて、代理人の本人確認
（（1）本人の場合と同じ）を行います。
※ （1）・（2）以外の人は、正当な請求
理由がない限り、住民票等の証明

書の交付を受けることができませ
ん。正当な理由がある場合には、
その理由を明らかにする書類等の
提示が必要になります。詳しく
は、お問い合わせください。

　皆さんの個人情報を守るため、窓
口での本人確認書類の提示やコピー
についてのご理解とご協力をお願い
します。

各総合支所区民課窓口サービス
係・台場分室 ☎欄外参照

問い合わせ

本人確認にご協力を
お願いします

◆各高齢者相談センター◆　芝地区☎5232－0840　麻布地区☎3453－8032　赤坂地区☎5410－3415　高輪地区☎3449－9669　芝浦港南地区☎3450－5905
◆各総合支所区民課窓口サービス係・台場分室◆　芝地区☎3578－3141　麻布地区☎5114－8821　赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612
芝浦港南地区☎6400－0021　台場分室☎5500－2351

　区では、高齢者がいつまでも元
気でいきいきと過ごせるよう、介
護予防事業｢みんなと元気塾｣を実
施しています。
対象
　介護保険の要支援認定または高
齢者相談センターで実施する｢基
本チェックリスト｣により参加対
象と認定された65歳以上の区民
内容・とき・ところ・定員
　表1のとおり。詳しくは、各高
齢者相談センターにお問い合わせ
ください。
申し込み
　電話で、各高齢者相談センター
に参加対象の確認等についてご相
談ください。各高齢者相談センタ
ーでは「基本チェックリスト」を本
人に受けていただき、事業の参加
対象となった場合、事業および、
申請書類等についての手続きを行
います。

各高齢者相談センター
 ☎欄外参照

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防係

対象
　60歳以上の区民で、1人で会場まで通うこ
とができ、期間中継続して参加が見込める人
※1～7は65歳から参加可能
内容・とき・定員
　表2のとおり(抽選)
ところ
　介護予防総合センター
申し込み
　直接、3月10日(金)までに、介護予防総合
センターへ。
※ 電話での申し込み受け付けはありません。

介護予防総合センター ☎3456－4157
問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防係

4月開始の介護予防事業

「みんなと元気塾」
参加者募集

表1 みんなと元気塾一覧
事業名 会場 定員（人） 実施日・時間 開始日 終了日

1

はじめての
マシントレーニング講座

三田いきいきプラザ 8 毎週月・木曜　午後2時～3時30分 4月3日 6月26日

2 神明いきいきプラザ 8 毎週月曜　午後2時～3時30分
毎週金曜　午前10時～11時30分 4月10日 7月7日

3 虎ノ門いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　午後2時～3時30分 4月4日 6月30日
4 青山いきいきプラザ 6 毎週月・金曜　午後1時30分～3時30分 4月3日 6月30日
5 高輪いきいきプラザ 10 毎週火・金曜　午前10時～11時30分 4月4日 6月30日
6 白金台いきいきプラザ 10 毎週月・木曜　午後1時15分～2時45分 4月6日 6月29日
7 白金台いきいきプラザ 10 毎週火・金曜　午前9時15分～10時45分 4月7日 6月30日
8 港南いきいきプラザ 10 毎週月・木曜　午後1時30分～3時30分 4月10日 7月13日
9 介護予防総合センター 10 毎週月・木曜　午前10時～11時30分 4月3日 6月26日
10

バランストレーニング
足腰元気講座

神明いきいきプラザ 8 毎週月曜　午前10時～11時30分 4月10日 7月31日
11 飯倉いきいきプラザ 8 毎週水曜　午前10時～11時30分 4月19日 8月9日
12 青南いきいきプラザ 8 毎週金曜　午前10時～11時30分 4月7日 7月28日
13 白金台いきいきプラザ 10 毎週火曜　午後3時～4時30分 4月4日 7月18日
14 高輪いきいきプラザ 10 毎週木曜　午前10時～11時30分 4月6日 7月27日
15 港南いきいきプラザ 10 毎週金曜　午前10時～11時30分 4月7日 7月28日

16 芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ 10 毎週火曜　午前10時～11時30分 4月11日 8月1日

17 介護予防総合センター 10 毎週火曜　午後2時～3時30分 4月4日 7月18日
18 介護予防総合センター 10 毎週木曜　午前10時～11時30分 4月6日 7月27日
19

体力アップトレーニング講座

健康増進センター 16 毎週月曜　午前9時45分～11時15分 4月17日 8月28日
20 白金台いきいきプラザ 18 毎週月曜　午前10時～11時30分 4月10日 7月31日
21 港南いきいきプラザ 16 毎週木曜　午前10時～11時30分 4月6日 7月27日
22 介護予防総合センター 18 毎週土曜　午前10時～11時30分 4月8日 7月22日
23

水中トレーニング講座

港南いきいきプラザ 10 毎週火曜　午前9時20分～10時50分 4月4日 6月20日
24 スポーツセンター 12 毎週水曜　午後1時～2時30分 4月5日 6月28日
25 スポーツセンター 12 毎週水曜　午後3時～4時30分 4月5日 6月28日
26 スポーツセンター 12 毎週金曜　午後1時～2時30分 4月7日 6月30日
27

みんなの
食と健口（けんこう）講座

青山いきいきプラザ 7 隔週金曜　午前10時～11時30分 4月7日 6月30日
28 白金台いきいきプラザ 10 毎週金曜　午後2時～4時 4月7日 5月26日

29 芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ 10 隔週火曜　午前10時～11時30分 4月4日 7月4日

30 介護予防総合センター 10 隔週木曜　午前10時～11時30分 4月13日 6月29日
31 短期集中リハビリ講座 介護予防総合センター 10 毎週火・金曜　午前10時～11時30分 4月4日 6月27日

4月開始の介護予防総合
センターの各種教室

表2 各種教室一覧
内容 定員（人） 実施日・時間 開始日 終了日

1 わくわくカジノ体験教室※ 20 毎週月曜　午後2時～4時 4月10日 5月15日
2 陶芸・そば打ち体験教室※ 20 毎週月曜　午前10時～午後0時30分 4月10日 5月15日
3 やわらかボール体操教室～今から貯筋～※ 20 毎週水曜　午後2時～3時30分 4月5日 6月28日
4 頭とからだの健康教室※ 20 毎週金曜　午後2時～3時30分 4月7日 6月30日
5 筋力アップマシントレーニング※ 10 毎週火・金曜　午後2時～4時 4月4日 6月27日
6 セルフマシントレーニング水曜コース※ 10 毎週水曜　午後2時～3時30分 4月5日 6月28日
7 セルフマシントレーニング土曜コース※ 10 毎週土曜　午後2時～3時30分 4月8日 6月24日
8 膝痛予防改善教室 20 毎週月曜　午前10時～11時30分 4月10日 6月26日
9 ラクっちゃコア 20 毎週火曜　午後4時～5時 4月11日 6月27日
10 ハ―マナイズ体想 20 毎週水曜　午後7時～8時30分 4月5日 6月28日
11 はじめてのタロット占い 20 毎週月曜　午後2時～3時30分 4月10日 6月26日
12 ラクっちゃフラダンス教室 20 毎週月曜　午後4時～5時30分 4月10日 6月26日
13 はじめての英会話教室 20 毎週金曜　午後4時～5時30分 4月7日 6月30日
14 はじめてのパソコン 18 毎週水曜　午後4時～5時30分 4月5日 6月28日
15 はじめてのタブレット 18 毎週土曜　午後2時～3時30分 4月15日 7月1日
16 ステップ・エクササイズ 15 毎週水曜　午後4時～5時 4月5日 6月28日
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いきいき麻雀教室
対 60歳以上の区民の麻雀初心者
で全て参加できる人
時 5月11日～9月28日（8月を除く
毎週木曜・全16回）午後1時～3時
所三田いきいきプラザ
人 32人（初めての人優先で抽選）
申往復はがきの往信面に「麻雀教
室希望」・郵便番号・住所・氏名
（ふりがな）・年齢・電話番号・麻
雀歴を、復信面に自分の郵便番
号・住所・氏名を明記の上、3月
31日（金・必着）までに、〒108－
0014芝4－1－17　三田いきいきプ
ラザへ。記入漏れがある場合は無
効となりますのでご注意ください。
問三田いきいきプラザ
 ☎3452－9421

男性のための料理教室
　男性だけのクラスで、料理の初
めの一歩を踏み出してみません
か。楽しみながら、料理の基礎や
コツ、栄養について学んでいきま
しょう。
対 60歳以上の男性の区民
時（1）4月5日（水・説明のみ）、4
月12日～9月6日（4～8月は第2・4
水曜、9月は第1水曜、全12回）午
前9時30分～午後2時（2）4月6日
（木・説明のみ）、4月13日～9月7
日（4・5・7・8月は第2・4木曜、6
月は第3・5木曜、9月は第1木曜、
全12回）午前9時30分～午後2時
所（1）神明いきいきプラザ（IHコ
ンロ使用）（2）三田いきいきプラザ
人（1）15人（2）8人（いずれも新規
の人優先で抽選）
費用　各500円（食材費）
申本人が、電話または直接、3月
10日（金）までに、各いきいきプラ
ザへ。 ☎欄外参照

タイムトラベル5座学「江戸城
外堀ヒストリー」
　芝の語り部による江戸城外堀の
役割とその魅力についての講座で
す。
対おおむね50歳以上の区民
時 4月1日（土）午前9時30分～11時
30分
所芝区民協働スペース（芝コミュ
ニティはうす）
人 40人（抽選）
申電話または直接、3月16日（木）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

初めてのビーズアクセサリー
教室
対おおむね50歳以上の区民
時 4月8日～平成30年3月10日（毎
月第2土曜・全12回）午後1時30分
～3時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　1000～2000円（材料費）
申電話または直接、3月25日（土）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

区民向け講座「司法書士によ
る　相続・遺言のはなし」
対区民
時 3月24日（金）午後2時～3時30分
所三田いきいきプラザ

人 30人（申込順）
申電話で、芝地区高齢者相談セ
ンターへ。 ☎5232－0840

男性のための料理教室
　基礎から学べますので、料理が
初めての人でも安心してご参加い
ただけます。
対 60歳以上の男性の区民
時（1）4月10日～9月11日（第2・4
月曜、全11回）午前10時～午後2時
（2）4月14日～9月8日（第2・4金曜、
全11回）午前10時～午後2時
所（1）ありすいきいきプラザ（2）
西麻布いきいきプラザ
人（1）（2）12人（新規の人優先で抽
選）
費用　5500円（11回分・食材費）
申電話または直接、3月15日（水）
までに、各いきいきプラザへ。
　 ☎欄外参照

いきいき教室（1）Laフットキ
ュア教室（足ツボ刺激により、
身体をホットにするプログラ
ム）（2）絵手紙教室
対（1）50歳以上の区民（2）60歳以
上の区民
時（1）4月7日～6月23日（金・全12
回）午後1時30分～2時20分（2）4月
11日～9月26日（第2・4火曜、全12
回）午後1時30分～2時30分
所麻布いきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　各2000円
申電話または直接、（1）3月15日
（水）までに、（2）3月14日（火）まで
に、麻布いきいきプラザへ。
　 ☎3408－7888

赤坂いきいき健康講話（1）
「頻尿と失禁（尿もれ）」（2）
「サルコペニア（筋肉減少・筋
力低下）に注意」
対 50歳以上の区民
時（1）3月13日（月）（2）3月28日
（火）いずれも午後1時～2時
所赤坂いきいきプラザ
人各30人（抽選）
申電話または直接、3月9日（木）
までに、赤坂いきいきプラザへ。
　 ☎3583－1207

いきいき健康講話（1）「頻尿と
失禁（尿もれ）」（2）「サルコペ
ニア（筋肉減少・筋力低下）に
注意」
　専門家による講演で正しい知識
や最新の情報を得ましょう。
対 50歳以上の区民
時（1）3月14日（火）（2）3月29日
（水）いずれも午前10時～11時
所青南いきいきプラザ
人各30人（抽選）
申電話または直接、3月8日（水）
までに、青南いきいきプラザへ。
　 ☎3423－4920

フラダンス教室
対 60歳以上の区民
時 4月1日～9月30日（4月29日、8
月を除く毎週土曜、全22回）午前
10時～11時
所白金台いきいきプラザ
人 20人（抽選）
持ち物　動きやすい服装
申本人が、電話または直接、3月

20日（月・祝）までに、白金台いき
いきプラザへ。当選結果は3月21
日（火）以降に当選者のみに連絡し
ます。 ☎3440－4627

舞踊教室（三喜流舞踊）
　初心者大歓迎です。
対 60歳以上の区民
時毎月第2・4火曜午後1時30分～
3時30分
所白金いきいきプラザ
人 8人（抽選）
費用　2000円（月2回分）
申電話または直接、開催日前日
までに、白金いきいきプラザへ。
　 ☎3441－3680

はじめてのスマホ体験講座
（Android対象）
　スマートフォンを初めて使う
人、持っているが使い方が分から
ない人を対象に行うスマートフォ
ン体験講座です。電話・メール・
インターネット、その他、日常生
活に役立つための機能を学びまし
ょう。※当日のスマートフォンは
施設で用意します。個人の物は使
用できません。
対 60歳以上の区民
時 3月17日（金）午後1時30分～午
後3時30分
所港南いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、3月10日（金）
までに、港南いきいきプラザへ。
　 ☎3450－9915

楽しい「デジタルカメラ教室
～初心者対象～」
　デジタルカメラの基本的な機能
や撮影の仕方を学び「写真を撮る
楽しみ」を共有しましょう。
対 50歳以上の区民でデジタルカ
メラをご自身でお持ちの人※携帯
電話は不可
時 3月29・30日（水・木、全2回）
午後2時～3時30分
所港南いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　500円
申電話または直接、3月9日（木）
までに、港南いきいきプラザへ。
　 ☎3450－9915

◎初級アクアビクス教室
時 4月7日～5月26日（金・全8回）
午前9時20分～10時5分

◎水中ウォーキングエクササ
イズ教室
時（1）4月5日～5月31日（5月3日を
除く毎週水曜、全8回）（2）4月9日
～5月28日（日・全8回）いずれも午
前9時20分～10時5分
◎印の教室について
対 60歳以上の区民（医師から運
動の制限を受けていない人）
所港南いきいきプラザ
人各15人（抽選）※教室の重複申
し込みはできません。
申申込書に必要事項を明記の
上、直接、3月12日（日）までに、
港南いきいきプラザへ。※申し
込みには緊急連絡先（本人以外1
人分の氏名・住所・電話番号）
が必要です。 ☎3450－9915

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

3月13日（月）
午前10時45分
～11時45分

玉菊湯（白金
3－2－3）

☎3441
－1772

3月14日（火）
午後2時15分
～3時15分

アクアガー
デン三越湯
（白金5－12
－16）

☎3441
－9576

3月15日（水）
午後2時20分
～3時20分

麻布黒美水
温泉竹の湯
（南麻布1－
15－12）

☎3453
－1446

3月16日（木）
午後2時10分
～3時10分

ふれあいの
湯（芝2－2－
18）

☎5442
－2639

3月17日（金）
午後1時45分
～2時45分

内「ぐっすり眠って、健やかな毎
日を」（看護師・保健師）、「昭和懐
メロ弾き語り～笑って、歌って健
康に～」（チンドンさかえや）
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

再就職支援セミナー
対おおむね55歳以上の就職希望
者
時 3月17日（金）午後2時～4時30分
所港勤労福祉会館
人 50人（申込順）
申電話で、みなと＊しごと55へ。 
 ☎5232－0255
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2379

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　ありす☎3444－3656　西麻布☎3486－9166
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

港区の人口 
平成29年2月1日現在

総人口

男 10万7,467人
23万589人

女 12万3,122人

男 1万110人 女 9,076人

日本人

出生等 288人 死亡等 285人
転入 2,226人 転出 1,696人

24万9,775人
(前月比533人増)

(前月比339人増)

1万9,186人 (前月比194人増)

世帯数 14万1,895世帯（前月比185世帯増）

外国人

情報アンテナ
■確定申告はお早めに
　税理士資格のない人が税務相談、税務書
類の作成、税務代理をすることは、法律で
禁じられているばかりでなく、専門的知識
が欠けている等のため依頼者(納税者)が不
測の損害を被るおそれもあります。｢にせ
税理士｣および｢にせ税理士法人｣にご注意
ください。税理士は、税理士証票を携帯
し、税理士バッジを着用しています。詳し
くは、東京税理士会ホームページ
http://www.tokyozeirishikai.or.jp
をご覧ください。
問い合わせ　東京税理士会　☎3356－4461

昭和38年以来54年ぶり
港区の総人口が25万人

（2月15日現在）
を突破しました。
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　健康で自分らしい生活を送るため
には、からだとともに、心の健康が
大切です。区では、次のようなサー
ビスや制度を通じて、心の健康づく
りと、心の病気の相談・回復への支
援を進めています。
心の病気にある人への主な支援事業
精神保健福祉相談
　精神科医による予約制の専門相談
を月4回実施しています。
デイケア
　金曜の午前中、グループ活動によ
る社会復帰への支援をしています。
家族会・家族教室
　家族に心の病気がある人の集まり
です。月1回集まり、交流会や学習
会を行っています。
精神保健福祉講演会
　精神保健分野のトピックスを取り
上げた講演会を実施しています。
こころの体温計
　携帯電話やパソコンで「港区ここ
ろの体温計」と検索すると、自分の
ストレス度・落ち込み度がチェック
できるページがあります。

自立支援医療費制度（精神通院医療）
　心の病気により継続的に通院をす
る場合、医療費の負担軽減を図る制
度です。
小児精神障害者入院医療費助成制度
　18歳未満の精神科に入院している
人が利用できます。
精神障害者保健福祉手帳制度
　一定の障害の状態にあることを証
する手帳を交付し、交付を受けた人
が、自立して生活し、社会参加する
ための手助けを受けやすくすること
を目的としています。
障害者総合支援法によるその他の福
祉サービス
　就労支援やホームヘルプ等の福祉
サービスを利用することができま
す。障害支援区分認定が必要な場合
があります。
まずは相談することが大切です
　一人で、または家族だけで悩まず
ご相談ください。健康や医療、支援
事業の利用等については、各総合支
所・保健所の保健師が相談に応じて
います。
　または、精神障害者地域活動支援
センターにご相談ください。
精神障害者地域活動支援センターあ
いはーと・みなと
　地域で生活する心の病気のある人
やその家族が、日常生活の相談や社
会資源の情報を得る場として、また
社会参加や自立に向かって活動する
場として利用できます。
利用時間
月～金曜：午前9時～午後8時
土・日曜：午前9時～午後5時
休館日　年末年始
自殺防止！東京キャンペーン
気づいてください！体と心の限界サ
イン

　自殺を防ぐためには、早期に問題
となっている要因を解決していくこ
とが大切です。都では3月を自殺対
策強化月間として、キャンペーンを
実施します。
特別相談
　表1参照
こころといのちの講演会
「若者はなぜ『死にたい』に追い込ま
れるのか～ネットに助けを求める若
者達～」
対象
　都内在住・在勤・在学者
とき
　3月8日（水）午後3時～5時
ところ
　東京都庁第一本庁舎5階大会議場
講師
　伊藤次郎さん（（特）OVA代表）
定員
　200人（申込順）
申し込み
　東京都福祉保健局ホームページを
ご覧ください。

検索東京都　こころといのちの講演会

東京都こころといのちのほっとナビ
～ここナビ～
　3月1日（水）から、都の自殺総合対
策に関する情報を集約したホームペ
ージ「東京都こころといのちのほっ
とナビ～ここナビ～」を開設します。
「ここナビ」では、悩み別の相談窓口
や自殺についての基礎知識等、さま
ざまな情報が、パソコンやスマート
フォンから簡単に検索できますの
で、ぜひご利用ください。

検索東京都　ここナビ

　平成28年4月1日以降に終了した特定
不妊治療費助成金の申請期限・提出に
必要な書類は、表2のとおりです。
　制度の詳しい内容は港区ホームペー
ジをご覧ください。
申請方法　郵送または直接、健康推進
課地域保健係へ。
※ 各総合支所では受け付けできませ
ん。

〒108－8315三田1－4－10　みなと
保健所健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

送付先・問い合わせ

の健康づくりこころ

平成28年度分の
申請はお済みですか

特定不妊治療費
助成制度

港区 表 2 特定不妊治療費助成申請締め切り日等一覧

治療終了日
※1 申請期間 申請締切日 助成対

象年度 必要書類※2

必要書類（2）・（3）･（7）を期日までに申請書に添付で
きない場合の対応

申請日～平成29年3月
31日 申請日～平成29年6月30日

平成28年
4月1日～
12月31日

平成28年
4月1日～
平成29年
3月31日

平成29年
3月31日

（窓口・郵送）
※3

平成 
28年度

（1）特定不妊治療費助成申請書
（2）特定不妊治療費助成受診等証
明書

（3） 精巣内精子生検採取法等受診
等証明書

（4）領収書（コピー）
（5） 住民票（夫婦ともに港区に住

民登録がある場合は除く）
（6）戸籍謄本等
（7） 東京都（等）不妊治療費助成承

認決定通知書（該当者のみ）
（コピー）

（8） 住民税課税証明書または住民
税額決定通知書（該当者のみ）

※ 状況により、その他の書類が必
要となる場合があります。

「医療機関の証明発行
が遅れているまたは
都に申請中のため平
成29年6月30日までに
提出する」等申請書に
添付できない理由を
明記した申出書を提
出してください。

平成29年6月30日までに不
足書類を提出してくださ
い。
※ 提出がない場合は申請が

なかったものとみなし処
理します。

平成29年
1月1日～
3月31日

平成29年
1月1日～
3月31日

平成29年
3月31日

（窓口・郵送）
※3

平成 
28年度

平成29年
4月1日～
6月30日

平成29年
6月30日

（窓口・郵送）
※3

平成 
29年度

「医療機関の証明発行が遅
れているまたは都に申請中
で東京都特定不妊治療費助
成承認決定通知書（写）が添
付できないが、平成29年6月
30日までに提出する」等の
理由を明記した申出書を提
出してください。
※ 平成29年6月30日までに

不足書類の提出がない場
合は申請がなかったもの
とみなし処理します。

※1　平成28年3月31日までに終了した治療の申請受付は終了しました。
※2　必要書類は申請者ごとに異なります。詳細は港区ホームページでご確認ください。
※3　郵送は消印有効です。

二
次
元
コ
ー
ド

表 1 自殺対策強化月間一覧

◆港区スポーツセンター・区民センター・健康増進センター・生涯学習センター・青山生涯学習館のお知らせは、毎月5日（土・日曜の場合は翌月曜）発行の港区スポーツふれ
　あい文化健康財団ニュース｢　　　　　｣に掲載されています。☎5770－6837 FAX5770－6884 http : //www.kissport.or.jp

相談名称 電話番号 日時
54時間特別相談 

（（特）法人国際ビフレンダーズ
東京自殺防止センター）

☎0120－58－9090 3月4日（土）午前0時～
　  6日（月）午前6時

多重債務110番 
（東京都消費生活総合センター） ☎3235－1155 3月6・7日（月・火）

午前9時～午後5時

自殺予防いのちの電話 
（（社）日本いのちの電話連盟） ☎0120－783－556 3月10日（金）午前8時～

　   11日（土）午前8時

自死遺族傾聴電話（（特）グリー
フケア・サポートプラザ） ☎3796－5453 3月14日（火）～17日（金）

午前10時～午後10時

自死遺族相談ダイヤル（自死遺
族のための電話相談） 

（（特）全国自死遺族総合支援セ
ンター）

☎3261－4350 3月20日（月・祝）～22日（水）
午前11時～午後7時

東京都自殺相談ダイヤル～ここ
ろといのちのほっとライン～

（（特）メンタルケア協議会）
☎0570－087478

3月27日（月）～31日（金）
24時間受け付け 
※ 携帯電話の無料通話やかけ

放題プラン等の対象外です。

有終支援いのちの山彦電話－傾
聴電話－（（特）有終支援いのち
の山彦電話）

☎3842－5311
3月1日（水）～31日（金）
月～木曜：正午～午後8時、
金曜：正午～午後10時、
土・日曜、祝日：正午～午後8時

○相談・支援事業について
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎9面欄外参照
健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
精神障害者地域活動支援センター
あいはーと・みなと ☎5798－4660
○自殺防止！東京キャンペーンに
ついて
東京都福祉保健局保健政策部保健
政策課 ☎5320－4310

問い合わせ
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障害者関連情報
障害者のための「キミ子方式水
彩画」
　誰でも今日からすぐに描ける「キ
ミ子方式水彩画」講座です。
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
時 4月13日、5月11日、6月8日、7月
13 日、9月14 日、10月12日、11月9
日、12月14日（木・全8回）午前10時
45分～午後0時15分
所障害保健福祉センター
人 10人（抽選）
費用　500円程度（教材費）
申電話またはファックスで、3月17
日（金）までに、障害保健福祉センタ
ーへ。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・
介護人が必要な人は、ご相談くださ
い。 ☎5439－2511　ＦＡＸ5439－2514
※その他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。

健　　康
精神保健福祉相談（予約制）
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症の早期発見・早期
治療・対応の仕方等について、精神
科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時 3月6日（月）・10日（金）・22日

（水）・27日（月）いずれも午後※時間
はお問い合わせください。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。 ☎欄外参照

健康づくりサポーターが行う固
い人でもスッキリ！腰痛改善体
操
　慢性腰痛の改善に必須となる3つ
の要素を気功法からご紹介します。
対区内在住・在勤・在学者
時 3月11日（土）午後2時～4時
所青山いきいきプラザ
人 25人（申込順）
費用　400円（資料等）

申電話で、健康クロスリンク研究
会　内山へ。 ☎090－7208－5952
問健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

30（さんまる）健診
　30代を対象にした生活習慣病予防
のための健康診査です。血圧測定や
尿・血液検査等を行い、約1カ月後
に医師の結果説明と保健栄養相談、
骨粗しょう症検診（過去5年以内に受
診していない女性対象）があります。
対 30～39歳の区民で、4月に生まれ
た人（昭和53年4月～昭和62年4月生
まれの人）※勤務先等で受診できる
人は、ご遠慮ください。
時 4月12・26日（水）午前8時45分～
10時30分受け付け
結果説明日　5月10・24日（水）午後1
時～2時受け付け
所みなと保健所
人各70人（申込順）※保育あり（尿・
血液・胸部X線検査時にお預かりし
ます）
申電話で、3月1日（水）午前9時～3
月31日（金）午後5時に、健康推進課
健康づくり係へ。 ☎6400－0083
※12～3月誕生月で該当月に受診で
きなかった人は、3月13日（月）午前9
時から電話でお問い合わせくださ
い。空きがあればご案内します。

講座・催し物
芝の語り部まち歩きツアー「芝
離宮からの桜コース」
　芝地区の魅力を伝えるまち歩きツ
アーを開催します。
対長時間歩行できる人（カメラ持参
可）
時 3月26日（日）午前9時30分～11時
40分（区立芝公園解散）
所午前9時20分にJR浜松町駅北口改
札前に集合
人 20人程度（抽選）
申電話またはファックスで、3月10
日（金）までに、住所・氏名・電話番
号を、芝地区総合支所協働推進課地
区政策担当へ。
 ☎3578－3126　ＦＡＸ3578－3180

芝地区元気フェスタ「今日も元
気・明日も元気」
　ロコモ体操・運動体験・教室体験
等楽しい企画が盛りだくさんです。

対どなたでも
時 3月18日（土）午前11時～午後3時
30分
所三田いきいきプラザ
費用　入場無料（食券有料、前売券
有り）
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ
 ☎3452－9421

歌とアンサンブルコンサート「明
治学院大学愛好会吹奏楽部と混
声合唱グリークラブを迎えて」
対区民
時 3月4日（土）午後2時～3時
所豊岡いきいきプラザ
人 35人（抽選）
申電話または直接、3月3日（金）ま
でに、豊岡いきいきプラザへ。
 ☎3453－1591

ミニグリーンの寄せ植え講座
　室内でも気軽に育てられる多肉植
物等の植え方、楽しみ方について学
べる講座を実施します。かわいい寄
せ植えを本講座の中で作ります。
対芝浦港南地区在住・在勤・在学者
時 3月25日（土）午前10時～11時30分
所男女平等参画センター
人 30人（申込順）
申電話で、3月21日（火）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、電
話でご案内します。 ☎6400－0017

ナウルーズ・イン・ジャパン｢ウ
ズベキスタン春の祭り｣
　ウズベキスタンの伝統舞踊コンサ
ートです。
対どなたでも
時 3月24日（金）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）
費用　1000円※小学生以下無料
申当日直接会場へ。※抽選で40人
の区内在住・在勤・在学者を無料招
待します。往復はがきに、住所・氏
名・電話番号、在勤・在学者は、会
社や学校名および所在地を明記の
上、3月10日（金）までに、〒105－
8511　港区役所地域振興課国際化推
進係へ。
問ウズベキスタン共和国大使館
 ☎6277－2166

地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

議場コンサート
対どなたでも
時 3月28日（火）午後0時10分～0時50
分
所港区議会5階議場
人 100人（会場先着順）
内男声合唱
出演　ミナトシティ男声合唱団（港
区音楽連盟所属）
申当日直接会場へ。
問地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2342

港区華道茶道連盟2017年いけ
ばな展
　連盟参加華道各流派によるいけば
な展を開催します。また、初心者向
けのいけばな体験会も行います。
港区華道茶道連盟いけばな展
時 4月8日（土）午後1時～5時、4月9
日（日）午前10時～午後4時
所青山善光寺会館1階（北青山3－5
－17）
費用　区内在住・在勤・在学者は無
料、区外の人は300円（入場料）
申当日直接会場へ。
いけばな初心者体験コーナー
対区内在住・在勤・在学のいけば
な初心者
時 4月8日（土）（1）午後1時～2時（2）
午後2時～3時（3）午後3時～4時（4）午
後4時～5時、4月9日（日）（5）午前11
時～正午（6）午後1時～2時（7）午後2
時～3時
所青山善光寺会館1階
人各4人程度（抽選）
費用　1000円（生けた花・器・剣山
を持ち帰れます）
申往復はがきの往信面に、希望の
時間帯（（1）～（7）のいずれか）・郵便
番号・住所・氏名・年齢・電話番号
を、復信面に自分の郵便番号・住
所・氏名を明記の上、3月26日（日・
必着）までに、〒106－0044東麻布1
－13－2－807　後藤方　港区華道茶
道連盟へ。
問港区華道茶道連盟 ☎3794－4666
地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2342

◆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

障害者歯科診療所
（港区口腔保健センター）

三田1－4－10
みなと保健所2階

3月11日（土）
午前9時30分~午後0時30分

【完全予約制】平日午前
9時~午後5時受付

☎6400－0084
健康推進課地域保健係

3月25日（土）
午後1時30分~4時30分

※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。

3
月
5
日（
日
）

西麻布クリニック（内） 西麻布3－20－6　杉友ビル1階 3403－6696
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

白金台診療所（内・小） 白金台5－18－6 3473－4741

アーク歯科医院虎ノ門（歯） 虎ノ門1－2－20
第三虎ノ門電気ビルディング1階 3580－6375

赤坂歯科クリニック（歯） 赤坂3－8－15　THE AKASAKA 2階 3588－5088
★南麻布医院（外・内） 南麻布1－12－1 3452－3211
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
3月5日（日） 三田調剤薬局 芝5－16－1 3451－0454

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

※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
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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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港区産業団体連合会経営セミ
ナー「中小企業の今後と日本経
済」
対区内中小企業の経営者・従業員、
区内在住・在勤者
時 3月6日（月）午後6時30分～8時
所高輪区民センター
人 150人（会場先着順）
申当日直接会場へ。※当日は定員
に達し次第、入場を締め切りますの
で、ご注意ください。
問港区産業団体連合会事務局
 ☎・ＦＡＸ₃578－1243
産業振興課産業振興係 ☎3578－2553

中小企業人材育成塾　平成29
年度新入社員研修
　社会人としてのスタートを切る新
入社員の人に、社会人としての意識
付けを行い、すぐに生かせるマナー
の基本や職場における仕事の進め方
等を講義・演習を通して学んでいた
だきます。
対区内中小企業に平成29年度入社
予定の新入社員
時（1）4月4・5日（火・水）（2）4月
13・14日（木・金）いずれも午前9時
30分～午後4時30分
所港勤労福祉会館
人各50人（申込順）
費用　1000円
申（1）は3月24日（金）（2）は4月5日

（水）までに、産業振興課ホームペー
ジ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
問産業振興課産業振興係
 ☎3578－2553

一日消費者教室「毛髪の鑑定体
験」
　分析機関で使用されている方法
で、ご自分の髪のキューティクルや
動物の毛を観察し、鑑定を行いま
す。また、毛髪を使って加熱の有無
を調べるカタラーゼ試験を実施しま
す。
対小学校5年生以上の区内在住・在
勤・在学者※親子での参加可
時 3月27日（月）午後1時30分～3時
所消費者センター
人 8人（申込順）
申電話で、3月25日（土）までに、消
費者センターへ。 ☎3456－4159

◎「行政書士」資格取得支援講
座
時 4月16日～10月22日（5月7日を除
く毎週日曜・全27回）午前9時～正午
人 30人（申込順）
費用　2万9000円（受講料、別途テキ
スト代2万円が必要です）

◎「宅地建物取引士」資格取得支
援講座
時 4月16日～10月1日（5月7日、9月
24日を除く毎週日曜・全23回）午後1
時～4時
人 30人（申込順）
費用　2万5000円（受講料、別途テキ
スト代2万円が必要です）

◎「FP（ファイナンシャル・プ
ランニング）技能士3級」資格取
得支援講座
時 4月20日～8月3日（5月4日を除く

毎週木曜・全15回）午後7時～9時
人 35人（申込順）
費用　8000円（受講料、別途テキス
ト代4000円が必要です）
◎印の共通事項
対区内在住・在勤の中小企業勤労
者等
所港勤労福祉会館
申郵送またはファックスで、講座
名・自宅住所・氏名・電話番号・
勤務先・勤務先電話番号を明記の
上、3月31日（金・必着）までに、〒
108－0014芝5－18－2　港勤労福祉
会館へ。
 ☎3455－6381　ＦＡＸ3457－7787

環境に配慮した取り組みを進め
ている施設の見学会
対小学校高学年以上の区内在住者
時 3月27日（月）午後1時港区役所集
合。施設を見学後、午後5時30分に
港区役所で解散します。
所川崎火力発電所、高輪変電所
人 20人（申込順）
申電話で、環境課地球温暖化対策
担当へ。 ☎3578－2474

お菓子作り講座「女性が働きや
すい国！ニュージーランドのパ
パと作るクッキー」
　作ったお菓子を食べながら、世界
で最初に女性参政権が認められた国
の家族や社会の話を聞きましょう。
対主に区内在住・在勤・在学者で、
16歳以上の人
時 3月18日（土）午後2時～4時
所男女平等参画センター
人 16人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、4人程度。3月9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。
費用　500円（食材費）
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

ゴールボール体験会
　視覚障害者のスポーツでパラリン
ピックの正式競技である「ゴールボ
ール」の体験会を行います。
　日本代表女子がロンドンパラリン
ピックで金メダル、リオデジャネイ
ロパラリンピックでも5位に入賞し、
今後も活躍が期待されているゴール
ボール、この機会にぜひご体験くだ
さい。
対障害の有無に関係なくどなたで
も※動きやすい服装、上履き持参で
ご参加ください。
時 3月26日（日）午後3時～4時30分
所港区スポーツセンター
人 50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問港区スポーツセンター
 ☎3452－4151
生涯学習推進課スポーツ振興係
 ☎3578－2753

春めく季節のしらべ「二胡の演
奏と朗読会」
対中学生以上どなたでも
時 3月25日（土）午後2時～4時（午後1
時30分開場）

所三田図書館
人 60人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
※3月16日（木）は休館 ☎3452－4951

お 知 ら せ
第12回「ふれ愛まつりだ、芝地
区！」地域ふれ愛コンサート&
マーケット参加団体等募集
　「ふれあい」「環境」等をテーマに開
催するお祭りです。
対 5人以上で構成し、7割以上が芝
地区在住・在勤・在学者で、テーマ
に沿った演目や出店ができ、営利目
的でない団体※事前に開催する実行
委員会に出席してください。
時 6月10日（土）午前10時～午後3時
頃
所区立芝公園
人（1）地域ふれ愛コンサート出演
者：合唱・バンド演奏・ダンス・踊
り等15団体（抽選）※出演時間は各10
～15分程度。楽器等の搬入・搬出は
各自実施。交通費等の支給はありま
せん。（2）地域ふれ愛マーケット出
店者：40団体（抽選）※出店テント（テ
ーブル・椅子）は無料で区が貸し出
します。材料費等は各自負担
申電話、郵送またはファックスで、
申込書を請求し、必要事項を明記の
上、3月14日（火・必着）までに、〒
105－8511　芝地区総合支所管理課
管理係へ。
 ☎3578－3191　ＦＡＸ3578－3235

「第37回共に生きるみんなの歌
と踊りのつどい」詩の募集
　歌や踊り、詩の朗読を通じて、障
害のある人もない人も一緒になって
参加し楽しむイベントを、7月1日

（土）に麻布区民センターで開催しま
す。
　このイベントで発表する詩を募集
します。応募作品の一部は、朗読や
曲をつけて発表します。テーマ・形
式は問いません。※応募作品は返却
できません。
申郵送またはファックスで、住
所・氏名・電話番号を明記の上、4
月19日（水・必着）までに、〒106－
0032六本木5－16－45　港区社会福
祉協議会地域福祉係へ。
 ☎6230－0281　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

会社等を退職する場合は国民年
金の加入手続きをしてください
　20歳以上60歳未満で、会社を退職
する人やその扶養となっている配偶
者は、国民年金への加入手続きが必
要です。退職後、年金手帳・退職証
明書を持参の上、各総合支所区民課
窓口サービス係（芝地区総合支所は
区民課相談担当）、国保年金課国民
年金係で手続きをしてください。
　ただし、厚生年金から国民年金の
第3号被保険者（年金制度上の扶養）
となる人は、配偶者の勤務先を通し
て手続きをしてください。
問国保年金課国民年金係
 ☎内線2662～6
○厚生年金・第3号被保険者につい
て
港年金事務所　 ☎5401－3211

環状第4号線の特例環境配慮書
の縦覧・閲覧
事業名　東京都市計画道路幹線街路
環状第4号線（港区港南一丁目～同区
白金台三丁目間）建設事業
時 3月13日（月）～4月11日（火）縦覧：
午前9時30分～午後4時30分（土・日
曜、祝日を除く）。閲覧：開庁・開館
時間と同じ。
縦覧場所　環境課（区役所8階）、東
京都環境局総務部環境政策課（東京
都庁第二本庁舎23階南側）、東京都
多摩環境事務所管理課（立川合同庁
舎3階）
閲覧場所　高輪地区総合支所、芝浦
港南地区総合支所、みなと図書館
意見書の提出　郵送または直接、3
月13日（月）～4月26日（水・消印有
効）に、事業名・住所・氏名・環境
保全の見地からの意見を明記の上、
〒163－8001　東京都環境局総務部
環境政策課へ。
都市計画変更素案（複数案）及び特例
環境配慮書の説明会
件名　環状第4号線の計画（港区港南
三丁目～同区白金台三丁目間）
対どなたでも
時（1）3月26日（日）午前10時30分～
午後0時30分（2）3月26日（日）午後2時
～4時（3）3月27日（月）午後7時～9時

（4）3月28日（火）午後7時～9時
所（1）（2）品川区立第三日野小学校

（品川区上大崎1－19－19）（3）高輪台
小学校（4）港南小学校※全て同内容
です。※説明会場には駐車場はあり
ません。
人各600人程度（会場先着順）※託児
サービスあり（ただし、利用可能人
数に限りあり）
申当日直接会場へ。
○都市計画変更素案等について
東京都都市整備局街路計画課
 ☎5388－3328
建設局計画課 ☎5320－5319
○説明会について
土木課土木計画係 ☎3578－2217

放置自転車リサイクル
時 3月12日（日）午前10時～10時30分
受け付け、後に購入順位の抽選
所みなとリサイクル清掃事務所作
業連絡所（元麻布3－9－6）
販売台数　15台程度※港区民優先枠
を設けています。
費用　価格等詳しくは、お問い合わ
せください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業所（みなとリ
サイクル清掃事務所作業連絡所2階）

（火～金曜） ☎3479－3116

粗大ごみ直接持ち込みの受け入
れを拡大します
　芝浦清掃作業所で毎週日曜に行っ
ている「粗大ごみ直接持ち込み」の受
け入れ点数を、1日200点から400点
に拡大します。
開始時期　4月2日（日）
問みなとリサイクル清掃事務所運
営係 ☎3450－8025

赤坂区民センターで古着・不用
園芸土等の資源回収を実施しま
す
　ご家庭で不用になった、古着・ふ
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窓口での相談および申告の受け付け
は3月15日(水)までです
　受け付け最終日に近づくと、窓口
が大変混み合います。申告書は自分
で記入し、早めに提出してくださ
い。なお、申告書の提出は郵送でも
受け付けます。
特別区民税・都民税(住民税)の申告
について
申告が必要な人
　平成29年1月1日現在、港区に住所
があり、前年中(平成28年1月1日～
12月31日)に収入があった人
※ 次の人は住民税の申告の必要があ

りません。
◦所得税の確定申告をした人
◦前年中の収入が給与のみで、勤務
先から給与支払報告書が港区に提出
されている人
◦前年中の収入が公的年金のみの人
収入がなかった人でも申告が必要な
場合があります
　前年中に収入がなかった人や、所
得が非課税基準額以下で住民税が課
税されない人でも、国民健康保険・
介護保険・後期高齢者医療制度、そ
の他手当を受給する場合等、行政サ
ービス利用のために住民税の申告を
してください。
税務署からのお知らせ
　平成28年分の確定申告書の提出期
限と納期限は表のとおりです。
○確定申告書は、国税庁ホームペー
ジ
http://www.nta.go.jp/
の「確定申告書等作成コーナー」で作
成することができます。
○納付は、納期限までに現金に納付
書を添えて金融機関または住所地等
の所轄税務署の納税窓口で納付して
ください。納付書は税務署または所

轄税務署管内の金融機関に用意して
います。
　なお、金融機関に納付書がない場
合には、所轄税務署にご連絡くださ
い。
　その他、期限内申告に係る所得税
および復興特別所得税、個人の消費
税および地方消費税については、指
定した金融機関の預貯金口座から自
動的に納税額が引き落とされる振替
納税が利用できます。大変便利です
ので、ぜひご利用ください。
※1 　申告書の提出後に、税務署か

ら納付書の送付や納税通知等の
お知らせはありません。

※2 　平成29年1月から振替納税の
領収証書が送付されなくなりま
す。

○国税還付金の受け取りは、口座振
込をご利用ください。

○住民税の申告について
郵送提出先
〒105－8511　港区役所税務課課
税係 ☎3578－2593～8、2600～9
窓口提出先
各総合支所区民課窓口サービス係
(芝地区は区民課相談担当)・台場
分室
○所得税等の確定申告について
郵送・窓口提出先
〒108－8401　芝5－8－1
芝税務署 ☎3455－0551
〒106－8630　西麻布3－3－5
麻布税務署 ☎3403－0591
○個人事業税について
〒106－8560　麻布台3－5－6
港都税事務所個人事業税班
 ☎5549－3805（直通）

送付先・問い合わせ

表 平成28年分の確定申告書の提出期限と納期限

税目 平成28年分の確定申告書の
提出期限と納期限

振替納税を
利用した場合の振替日

所得税および
復興特別所得税 3月15日（水） 4月20日（木）

贈与税 3月15日（水）

個人の消費税
および地方消費税 3月31日（金） 4月25日（火）

　おむすびサービスは、高齢や病気
等により日常生活にちょっと困り
ごとがある人(利用会員)と｢地域の
人のお手伝いがしたい｣という気持
ちのある人(協力会員)の思いをむす
ぶ、地域のたすけあい活動です。
おむすびサービスのしくみ

　空いている時間で無理なく、地域
の人の手助けができたら…。仕事や
子育てが一段落したので、何か始め
てみたい。高齢者世帯の手伝いがで
きないかしら…。そんな思いを活動
につなげてみませんか。
　短時間での活動が可能です。一緒
に活動してくださる協力会員をお待
ちしています。
活動時間
　月～金曜(土・日曜、祝日、年末

年始を除く)午前9時～午後5時
※ 1回の活動時間は原則2時間以内で

す。
年会費
　2000円(更新時1000円)
活動内容・謝礼金

活動内容 謝礼金
◦普段の掃除・整理整
頓・洗濯
◦通院や散歩の付き添
い
◦話し相手・食事の準
備等

1時間　800円

◦トイレやお風呂等の
水周りの掃除
◦普段できない掃除や
衣替え等

1時間　1200円

※別途、実費交通費
◦身体介護や専門的技術を要する活
動はありません。
◦18歳以上(高校生不可)であれば、
資格や介護経験の有無は問いませ
ん。
◦初回活動時には、職員または会員
コーディネーターが利用会員宅へご
一緒し、利用会員の紹介と活動内容
の確認をします。

港区社会福祉協議会地域福祉係
 ☎6230－0281　ＦＡＸ6230－0285

問い合わせ

担当課　保健福祉課福祉活動支援係

港区オリジナルマイバッグの販
売は3月31日（金）で終了します
　これまで各総合支所等で販売して
いた港区オリジナルマイバッグの販
売を終了することとなりました。こ
れまで多大なご支持をいただき、誠
にありがとうございました。
問みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量推進係 ☎3450－8025

「新修港区史」を港区ホームペ
ージで公開します
　港区政70周年記念事業として港区
史の編さんに取り組んでいます。そ
の一環として、4月から、前回編さ
んした「新修港区史（昭和54年5月刊

行）」を港区ホームページで公開する
予定です。「新修港区史」の執筆者・
写真の提供者で公開についてご意見
のある人は、ご連絡ください。
問総務課総務係 ☎3578－2049

変更・休止情報等
神明いきいきプラザ臨時休館
　施設の設備点検のため臨時休館し
ます。
時 3月20日（月・祝）
問神明いきいきプラザ
 ☎3436－2500
芝地区総合支所管理課施設運営担当
 ☎3578－3135

おむすびサービス（有償在宅
福祉サービス）協力会員募集
～地域での支えあい活動に参加してみませんか～

特別区民税・都民税（住民税）、
所得税等の申告はお済みですか

（11ＣＨ）
番組ガイド番組ガイド

（11ＣＨ）

港区
広報ケーブルテレビ

3
J:COMチャンネル港・新宿

番組名 放送時間 内容

こんにちは
港区長です

午前 10時30分

港区内外で活躍する女性たちに、区長がお話を伺
います。午後 1時30分・

3時30分・5時30分・
9時30分

港区広報
トピックス

（30分番組）
※毎月1・11・21日

更新

午前 10時 区内のできごとや港区からのお知らせをご紹介
します
 1日～：区長所信表明
11日～：区立小学校紹介（東町小学校）
21日～：区立小学校紹介（港陽小学校）

午後 1時・3時・
5時・9時

とん・廃食用油・使用済み小型家電
製品・園芸土を回収し、リユースま
たはリサイクルします。
回収方法　古着は洗濯してポリ袋
等、中身の見える袋に入れてくださ
い。廃食用油はペットボトル等のふ
たのしまる容器に入れてお持ちくだ
さい。使用済み小型家電製品の回収
は、対象9品目（携帯電話、デジタル
カメラ、ポータブルビデオカメラ、
携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、電子辞書、電卓、ポータブルカ
ーナビ、ＡＣアダプター等のコード
類）になります。不用園芸土は、必
ず園芸土だけをビニール袋に入れて
お持ちください。1人2袋（1袋あたり
約3キログラム）程度まで回収します

（段ボールコンポストでできた堆肥
も可）。堆肥は、必ずふるいにかけ
て堆肥だけをビニール袋に入れてお
持ちください。
回収できないもの　（1）汚れのひど
い古着・ふとん（2）マットレス等（3）
食用以外の油（4）砂、砂利、石、枯
れ枝、茎、根、その他の異物が混ざ
っている土（5）腐敗した土（6）植木鉢
やプランター等の容器類（7）ペット
用に使用された古着や土（8）事業所
から排出されたもの
時 3月11日（土）午前11時30分～午後
1時30分
所赤坂区民センター
問みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量推進係 ☎3450－8025

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。

　区では、開かれた透明性の高い区
政の推進・区民参画の推進のため
に、皆さんから区政に対するさまざ
まなご意見・ご提案等（以下「区民の
声」）をいただき、信頼される区政の
実現をめざすとともに区政運営の参
考としています。
　回答が必要なものについては、担
当課から文書または電話で、原則14
日以内に回答することとしていま
す。
「区民の声」の公表について
　電話・来訪・手紙・広聴はがき・
広聴メールおよび広聴ファックス等
でお寄せいただいた区民の声は、個
人情報に関する内容等を除き、ご意
見・ご提案の内容と区の対応・考え

　学校給食には、成長期にある児童・
生徒の健全な発達のため、栄養バラン
スのとれた豊かな食事を提供する役割
があります。加えて、正しい食習慣を
身に付け、食文化に触れる食育の機会
としても大切な役割を担っています。
　高陵中学校では、平成28年11月に1年
生を対象に、｢和食を通して日本の食文
化を知ろう｣をテーマにした食育の授業
を行い、生徒は和食器の正しい置き方
等を学びました。その日の給食は、お
椀、汁椀、皿、小鉢を使い、焼き魚を主菜

にした給食を提
供し、生徒は和
食器に触れ、実
際に学んだ置き
方等を実践し

ました。この日以降、和食の給食では、
生徒は自然と正しい位置に食器を置く
ようになったそうです。｢給食がきっか
けとなってさまざまな食文化に関心を
持ってもらい、今後の人生に生かして
もらえるとうれしいです｣と栄養士。
　卒業式を控えた3月は、学校行事が多
い月です。同校では毎年、桃の節句（3
月3日）に合わせて、ひな祭りメニュー
が給食に登場します。平成28年は、ち
らしずしを提供しました。人参やさや
えんどう等の入った具だくさんのちら
しずしは、彩りも鮮やかで春の訪れを
感じさせてくれます。｢季節の移り変わ
りを感じ、日本古来の伝統行事を大切
にしてほしい｣という願いが込められて
います。

給食をきっかけに食への関心を高める

おはなしおはなしの
高陵中学校

No.21

【次回は高松中学校です】

献 立
お祝いメニュー（ひなまつり）

ちらしずし、菜の花のすまし汁、ゴボウサラダ、
オレンジと白桃のゼリー

❶�酒・昆布を入れてご飯を炊き、炊き上がっ
たら加熱したAを混ぜ、冷ます。
❷�戻したかんぴょうを2センチに切る。戻した
シイタケ・ニンジンを千切りにする。❷をB
と共に煮る。
❸�レンコンを薄くいちょう型に切り、さっとゆ
でてCに30分程漬ける。
❹卵を溶き、塩を入れていり卵を作る。
❺サヤエンドウをゆで、斜め薄切りにする。
❻�❷・❸の汁気を切りご飯に混ぜ、仕上げに
❹・❺・のりを散らす。

材料（4人分）

うるち米� 2合
酒� 小さじ2
昆布� 5センチ角
　��酢� 大さじ2
　��砂糖� 大さじ1
　��塩� 小さじ2分の1
ニンジン� 3分の1本
干しシイタケ� 10ｇ
かんぴょう� 20ｇ
油揚げ� 2分の1枚
　��だし汁� 350cc
　��砂糖� 大さじ2分の1
　��みりん� 小さじ3分の2
　��こいくちしょうゆ�大さじ1

Ａ

Ｂ

レンコン� 3分の1節
　　酢� 大さじ2分の1
　　塩� 小さじ2分の1
　　砂糖�小さじ3分の2
油� 適量
卵� 2個
塩� 少々
酢� 数摘
サヤエンドウ� お好み
刻みのり� お好み

ちらしずしの
作り方

Ｃ

和
食
器
で
提
供

し
た
給
食

5月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　専用はがきを郵送で、3
月12日（日・必着）までに、JTBみな
と予約センターへ。専用はがきは、
各総合支所、各区民センター、JTB
新橋・赤坂見附店にあります。また
は、保養施設テレホンサービス・保
養施設予約システムで3月18日（土）
までに申し込みください。抽選結果
は3月末にご自宅に送ります。
空き室申し込み
対象　区内在住・在勤者

申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日からテレホンサービス、予約シ
ステム、またはJTBみなと予約セン
ターで申込順に受け付けます。
利用者登録　利用申し込みには利用
者登録が必要です。抽選申し込みの
専用はがきで登録できます。
大平台みなと荘の料金を改定します
　平成29年4月1日利用分から、大平
台みなと荘の利用料金、キャンセル
料、区民保養所利用手帳または身体
障害者手帳等をお持ちの場合の利用
料金を改定します（表）。

表 利用料金一覧

一部屋の利用人数 大人（12歳以上） 小人（4歳以上
12歳未満）4～5人 2～3人 1人

利用料金 9500円 1万円 1万500円 5000円
キャンセル料、区民保養所利用手帳または身
体障害者手帳等をお持ちの場合の利用料金 3000円 2400円

※利用料金はいずれも1人1泊2食付き、入湯税別の金額

○登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
平日午前10時30分～午後6時30分（土・日曜、祝日を除く） ☎3504－3590
区民保養施設テレホンサービス　午前8時～午後10時 ☎6268－8250
区民保養施設予約システム 空き室照会等　午前5時～午前0時
 抽選空き室申し込み等　午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
○区民保養施設事業について　みなとコール ☎5472－3710
○大平台みなと荘料金改定について　地域振興課地域振興係 ☎3578－2531

問い合わせ

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘・ホテル暖香園

について

区政への

ご意見・ご提案
方の要旨等を港区ホームページ等で
原則として公表します。
区に寄せられた「区民の声」の一部を
ご紹介します
港区役所のだれでもトイレについて
　先程、港区役所庁舎1階のだれで
もトイレを使ったが、照明が自動で
つかなかった。不便なので、自動で
つくように改良してほしい。
区の対応・考え方
　現在、港区役所庁舎は大規模改修
工事を行っています。トイレの照明
については、改修工事後に自動点
灯、自動消灯となります。トイレ工
事は排水管や配水管等の関係で上の
階から行う必要があり、11階から順
次行っています。港区役所庁舎の大
規模改修工事にご理解とご協力をお
願いします。
※ その他のご意見・ご提案等は、港
区ホームページをご覧ください。

区長室広聴担当
 ☎3578－2050～2

問い合わせ

　区政誕生から70年を迎える3月15
日を記念して、次のプログラムを実
施します。
（1）議場コンサート
　サントリーホール室内楽アカデミ
ー所属演奏者の皆さんで編成する
「港区政70周年記念カルテット（四重
奏）」と、全日本吹奏楽コンクールや
全日本マーチングコンテストへの出
場経験もある東海大学付属高輪台高
等学校吹奏楽部の演奏を議場でお楽
しみいただけます。
出演　サントリーホール室内楽アカ
デミー「港区政70周年記念カルテッ
ト」、東海大学付属高輪台高等学校
吹奏楽部
対象　どなたでも
とき　3月15日（水）正午～午後1時
ところ　港区議会議場
（2）記念花の配布
　3月15日の誕
生花である「ホ
ワイトレースフ
ラワー」を当日
区役所や総合支
所等に来庁いた
だいた人に無料
配布します。こ
の「ホワイトレースフラワー」は、特
別区長会と連携協定を結んだ千葉県
町村会にご協力いただき購入してい
ます。
対象　どなたでも
定員　1000人（先着順）
※ 区役所本庁舎300人・各総合支所
（芝地区を除く）各160人・台場分
室60人

とき　3月15日（水）午前9時
（3）3月15日（最高の日）をあなたの記
念日にプロジェクト
①3月15日に婚姻届・出生届を届け
出た人に記念証と記念品をプレゼン
トします。
とき　午前8時30分～午後7時に受け
付けを行った人

ところ　区役所戸籍係および各総合
支所窓口サービス係
②「届け出挙式～3月15日（最高の日）
をあなたの記念日に～」への参加者
を募集しています（ブライダル専門
情報誌「ゼクシィ」が協力）。
　3月15日に港区に婚姻届を提出さ
れるカップルをお祝いするととも
に、小さな挙式を実施します。
　参加いただいたお二人に芝パーク
ホテルから記念スイーツ（当日限
定）、芝信用金庫から食事券のプレ
ゼントがあります。
対象　区内在住・在勤・在学者（お
二人の内いずれか）
とき　午後2時～5時（所要時間は1組
15分程度）
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
象者に電話等でお知らせします。

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、お二人の住所
（在勤・在学の場合は勤務先・在学
校名）・氏名・連絡先電話番号等（日
中連絡のつく番号）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）で配布している他、
港区ホームページからダウンロー
ドもできます。

企画課企画担当
 ☎3578－2087　FAX3578－2034

送付先・問い合わせ

港区政70周年 記念日プログラム

ホワイトレースフラワー

挙式イメージ


