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　東日本大震災から6年が経過しました。この震災に
おいて、港区は商店街友好都市として交流のある福
島県いわき市へ、いち早く救援物資を送り、職員を
派遣するなどの支援を行いました。その一方で、都
の浄水場から放射性物質が検出され、乳児のいる家
庭に飲料水を配布した際には、同じく商店街友好都
市であり、小・中学生による交流もあった岐阜県郡
上市から、港区の子どもたちのために水の提供を受
けました。
　震災を機に、自治体間の相互支援がいかに重要か
を改めて認識し、いわき市及び郡上市と「災害時にお

ける相互協力協定」を締結しました。
　昨年は、熊本地震や鳥取県中部地震など、大規模
な地震が発生しました。区は、地震発生直後から被
災地へ救援物資を送り、職員を派遣した他、被害を
受けた特産物の購入など、様々な支援を行いました。
　これからも、協定締結自治体をはじめとした全国
各地の自治体との協力を深め、防災・環境・産業・
教育などあらゆる分野で、補完し合い、共に成長・
発展することをめざしていきます。そして、災害時に
はお互いに助け合うことで、区民の皆さんの生命と
身体、財産を守る体制を築いてまいります。

　東日本大震災では、
区は福島県いわき市へ
の職員の中長期派遣
や、被災自治体等が区
内で開催する物産展の
支援等を行いました。
一方で、都の浄水場か
ら放射性物質が検出さ
れ、乳児のいる家庭に
飲料水を配布した際に
は、岐阜県郡上市から
水の提供を受ける等、
広域的な自治体間の助
け合いが生まれまし
た。これらは、その後
のいわき市や郡上市と
の災害時相互協力協定
の締結にもつながりま
した。

災害時における港区と他の自治体との相互協力関係

東日本大震災

いわき市の物産品を区内で販売
（平成23年～）

郡上市から提供された飲料水
（平成23年）

　平成28年10月に発生した鳥取県中部地震では、
区は新しい被災地支援策として、震災の影響で
落果した鳥取県の梨を購入し、区立小・中学校、
保育園の給食やおやつとして子どもたちに提供
する他、区内の各イベントで配布しました。ま
た、り災証明の発行に必要な家屋の被害状況調
査業務に従事するため、職員を派遣しました。

鳥取県中部地震

落果した梨を区で購入 給食で鳥取県の梨を食べる児童

　平成28年4月に発生した熊本地
震において、区は、飲料水やブル
ーシート、衛生用品等の救援物資
を被災地に届けました。
　また、家屋が倒壊する危険性を
判断する応急危険度判定の業務に
従事するた
め、職員を
派遣しまし
た。

平成28年熊本地震

熊本県小国
町に救援物
資を届ける
区職員

災害時には全国の自治体との
が大切です助け合い

　東日本大震災の発生後、我々の防災意識は高まりましたが、月日が経ち、いつの間にか「忘災」になってしまっていないでしょうか。
災害は、いつ発生するか分かりません。この機会に、あらためて家庭の防災対策を見直し、いざという時に備えておきましょう。

～「備え」の再確認を～防災を﹁忘災﹂にしないために

家の中を安全にする
近年発生した地震でけがをした人の

うち、3～5割は家具類の転倒・落下による
ものでした。大型家具を固定したり、家具
の配置を工夫したりして、家の中をより安
全で安心できる場にしましょう。詳しく
は、7面をご覧ください。

家族で備える
近隣の危険箇所や地域集合場所、区

民避難所等を確認しておきましょう。併せ
て、災害時の家族の連絡方法を決めておき
ましょう。
　食料や水等の備蓄品は最低でも3日分、高
層住宅では1週間分を準備しておきましょう。

地域で備える
大規模な災害が発生した場合、行

政機関だけでは十分に対応することができ
ません。阪神・淡路大震災では、救出され
た人たちの約8割が、家族や地域の人たち
により救出されたといわれています。地域
ぐるみで備えることが重要です。

平成29年3月11日
港区長

防災課防災係 ☎3578－2541問い合わせ



　転勤や入学・就職等で転出入の多
い3月の最終土曜と4月の第1土曜に
窓口を開庁します。
とき
　3月25日（土）、4月1日（土）午前8時
30分～午後5時
ところ
　芝地区総合支所区民課（区役所1
階）窓口サービス係・証明交付担
当・相談担当・保健福祉係・戸籍係
※ 他の総合支所は開庁しませんの

で、ご注意ください。
主な取り扱い業務
窓口サービス係
○転入・転出・転居届の受け付け
○印鑑登録の受け付け
○返戻されている通知カードの交付
証明交付担当
○住民票・印鑑登録証明書、戸籍証
明書の発行
○納課税証明書の発行
相談担当

○住民税の収納
○国民健康保険料・介護保険料・後
期高齢者医療保険料の収納
保健福祉係
○児童手当の申請受け付け
○子ども医療費助成の申請受け付け
戸籍係
○戸籍届け出の受領
取り扱いできない業務
●転入手続きのうち「海外からの転
入」「マイナンバーカード（個人番号
カード）に関する業務の一部」「住所
設定」等は受け付けできません。通
常の開庁時にお届けください。
●戸籍届け出は「受領」扱いとなりま

す。このため当日は受理証明書の発
行ができませんのでご了承くださ
い。
　この他、他区市町村や他関係機関
に確認が必要な業務は取り扱うこと
ができません。詳しくは、お問い合
わせください。

各総合支所区民課窓口サービス係
 ☎欄外参照
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照
芝地区総合支所区民課証明交付担
当・相談担当・戸籍係 ☎欄外参照

問い合わせ

区立図書館
本やCD等を借りるには
はじめて借りるとき（利用登録）
　本等の閲覧はどなたでもできま
す。借りることができるのは、23区
内の在住・在勤・在学者です。現住
所および勤務先、学校の所在地が確
認できるもの（運転免許証、健康保
険証、社員証、学生証、在留カード
等）をお持ちになり利用登録をして
ください。図書館カードを発行しま
す。
貸し出し数
（1）図書（本・雑誌）：10冊
（2）CD：3タイトル
（3）DVD：2タイトル
（4）ビデオテープ：3タイトル
貸し出し期間
　2週間
自動貸し出し機もご利用ください
　簡単・スムーズに図書館資料の貸
し出し手続きを行える自動貸出機
を、全館に設置しています。
借りた本やCD等を返すには
　どの区立図書館でも返却できま
す。休館日、開館時間外はブックポ
ストをご利用ください（高輪図書館
分室を除く）。生涯学習センター、
みなとパーク芝浦にもブックポスト
を設置しています。ただし、壊れや
すいCD・DVD・ビデオテープお
よび都立や他区市立図書館所蔵の図
書はブックポストでは返却できませ
ん。直接、カウンターへお返しくだ
さい。
連携施設での貸し出し・返却
　台場区民センター図書室、男女平
等参画センター図書資料室、青山生
涯学習館図書室でも、区立図書館所

蔵資料の貸し出し（予約資料のみ）と
返却ができます。利用には、図書館
カードが必要です。各施設の利用時
間等は区立図書館と異なりますの
で、ご注意ください。
区内大学図書館との相互協力
　東京海洋大学付属図書館、テンプ
ル大学ジャパンキャンパス図書館の
資料を借り受け、区立図書館で貸し
出しします。
インターネットサービス
　区立図書館のホームページでは、
図書館の利用案内やイベント、お知
らせ等がご覧になれます。資料の検
索・予約や、貸し出し延長・予約の
取り消し手続きも行えます。インタ
ーネット予約等に必要なパスワード
は、港区立図書館ホームページから
登録できます。
港区立図書館ホームページ
パソコン：
http://www.lib.city.minato. 
tokyo.jp/
携帯電話：
http://www.lib.city.minato. 
tokyo.jp/m/
本の宅配サービス
　港区にお住まいで、肢体不自由、
内部障害や区内の高齢者施設に入所
している等の理由により図書館に来
られない人に、本と雑誌を宅配する
サービスを実施しています。利用す
るには、図書館の利用登録が必要と
なりますが、手続きは職員が訪問し
て行います。
この他の区立図書館の事業
ブックスタート
　絵本を開く喜びや大切さを知って
いただくために、1歳の誕生日まで
のお子さんと保護者を対象に、各港

区立図書館で本をお渡ししていま
す。
※ ブックスタートやその他の行事に
ついては、図書館にある行事カレ
ンダーまたは図書館のホームペー
ジをご覧ください。
大活字本
　文字が大きく、見やすい大活字本
があります。また、文字を大きくし
て読みやすくする拡大読書器等も、
各図書館にあります。
映画会
　毎月図書館では映画会を実施して
います。みなと図書館では「みなと
シネクラブ」と題し毎月映画評論家
や映画監督をお呼びして、上映前に
映画の解説を行っています。
※ 日程や作品は行事カレンダーまた
は港区立図書館ホームページをご
覧ください。
声の図書サービス利用案内
　みなと図書館では、視覚障害や身
体の不自由・識字障害等により通常
の読書が困難な区民を対象に、録音
図書（カセットテープ・デイジー
CD）の貸し出しを行っています。
また、港区立図書館全館で対面朗読
を行っています（高輪図書館分室を
除く）。
　利用するには、図書館の利用登録
が必要です。身体障害者手帳等を持
って本人または代理人が来館してく
ださい。来館するのが困難な場合
は、みなと図書館へご相談くださ
い。

（１）録音資料の貸し出し
　聞きたい作品の題名や著者名等
を、電話・ファックスで、みなと図
書館へご連絡ください。貸し出し
は、郵送または各館へ来館しての受
け取りとなります。
　また、デイジー専用再生機の貸し
出しも行っています。

（２）対面朗読サービス
　録音資料のない図書館所蔵の本や
雑誌等を音訳者が対面で朗読するサ
ービスで、1回2時間まで利用できま
す。利用日の1カ月前から3日前まで
に利用を希望する館に直接ご連絡く
ださい。
インターネットパソコン利用案内
　インターネットパソコンを設置し
ています。新聞記事・法令・判例情
報等を検索できるデータベースも利
用できます。カウンターにお申し込
みください。

　持ち込みパソコンで無線LANが利
用できます。Wi-Fi（フリースポット）
の環境を提供しているフリースポッ
ト協議会の登録を済ませてご来館く
ださい。
開館時間（高輪図書館分室を除く）
　月～土曜：午前9時～午後8時
　日曜、祝日、12月28日：午前9時～
午後5時
高輪図書館分室の開館時間
　午前9時30分～午後8時
休館日（高輪図書館分室を除く）
●館内整理日（毎月第3木曜）
●特別整理期間・施設点検日
●年末年始（12月29日～1月3日）
高輪図書館分室の休館日
●祝日
●館内整理日（毎月第3木曜）
●特別整理期間・施設点検日
●年末年始（12月29日～1月3日）
図書館からのお願い
　図書館資料の紛失、水ぬれ、汚
れ、書き込み等は、弁償の対象とな
ります。図書館資料を大切に扱って
ください。

港郷土資料館
　港郷土資料館（三田図書館4階）で
は区内の貴重な文化財の保護や調
査・研究・展示を行っています。
　クジラの骨や民具、土器等に直接
触れられる「さわれる展示室」もあり
ます。
港郷土資料館ホームページ
パソコン：
http://www.lib.city.minato.
tokyo.jp/muse/
携帯電話：
http://www.lib.city.minato.
tokyo.jp/m/muse/
で企画展や講座、刊行物等のご案内
をしています。
開館時間
　午前9時～午後5時（さわれる展示
室の開室は、火･金･土曜午後0時30
分～4時30分）
休館日
　日曜、祝日、毎月第3木曜、年末
年始（12月28日～1月4日）、特別整理
期間
※ 7月21日～8月31日の日曜・祝日は
開館します。

入館料
　無料

各港区立図書館・港郷土資料館
 ☎表参照

問い合わせ

◆各総合支所区民課窓口サービス係◆　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
◆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
◆芝地区総合支所区民課◆　証明交付担当☎3578－3143　相談担当☎3578－3170　戸籍係☎3578－3153

表 施設一覧
館名 住所 問い合わせ

みなと図書館 芝公園3－2－25 ☎3437－6621
三田図書館 芝5－28－4 ☎3452－4951
麻布図書館 六本木5－12－24 ☎3585－9225

赤坂図書館 南青山1－3－3
（青山一丁目タワー3階） ☎3408－5090

高輪図書館 高輪1－16－25
（高輪コミュニティーぷらざ3階） ☎5421－7617

高輪図書館分室 高輪1－4－35
（高輪子ども中高生プラザ3階） ☎3443－1666

港南図書館 港南3－3－17（シティハイツ港南1階） ☎3458－1085
港郷土資料館 芝5－28－4（三田図書館4階） ☎3452－4966

台場区民センター図書室 台場1－5－1
（台場コミュニティーぷらざ2階）

☎5500－2356
（図書室専用）

男女平等参画センター図書
資料室 芝浦1－16－1（みなとパーク芝浦2階） ☎3456－4149

青山生涯学習館図書室 南青山4－19－7 ☎3470－4584

年度末・年度始めの土曜に
区民課窓口を開庁します

港区立図書館と港郷土資料館をご利用ください
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とき　毎週水曜
※祝日、年末年始を除く。
水曜の窓口開庁時間
　午前8時30分～午後7時
※台場分室は午前8時30分～午後5時
午後5時～7時の開庁窓口と主な取り
扱い業務
窓口サービス係
○転入・転出・転居届の受け付け
○印鑑登録の受け付け

○マイナンバーカード（個人番号カ
ード）交付（予約制、午後6時30分ま
で）
○住民票・印鑑登録証明書、戸籍証
明書の発行（芝地区は証明交付担当）
○納課税証明書の発行（芝地区は証
明交付担当）
○住民税の収納（芝地区は相談担当）
○国民健康保険料・介護保険料・後
期高齢者医療保険料の収納（芝地区

は相談担当）
○戸籍届出の受領（芝地区は戸籍係）
保健福祉係
○児童手当の申請受け付け
○子ども医療費助成の申請受け付け
取り扱いできない業務
●転入手続きのうち「海外からの転
入」「マイナンバーカード（個人番号
カード）に関する業務の一部」「住所
設定」等は受け付けできません。通
常の開庁時にお届けください。
●戸籍届出は「受領」扱いとなりま
す。このため当日は受理証明書の発
行ができませんのでご了承くださ

い。
　この他、他区市町村や他関係機関
に確認が必要な業務は取り扱うこと
ができません。詳しくは、お問い合
わせください。

各総合支所区民課窓口サービス係
 ☎2面欄外参照
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎2面欄外参照
芝地区総合支所区民課証明交付担
当・相談担当・戸籍係
 ☎2面欄外参照

問い合わせ

　カラーコンタクトレンズは、医薬
品医療機器等法で定められた「高度
管理医療機器」です。適正な使用方
法やレンズケアが大切です。
使用前に気を付けたいこと
●カラーコンタクトレンズを買う前

には、眼科を受診しましょう。涙の
量、アレルギー体質、眼の病気等の
ため、そもそも使えない場合もあり
ます。
●カラーコンタクトレンズは厚生労
働省の承認を受けた製品を買いまし
ょう。承認を受けた製品の箱には
「高度管理医療機器」と記載されてい
ます。また使用の際には、製品の箱
に入っている添付文書をよく読みま
しょう。
使用時の注意
●装用期間を守って使用しましょ

う。
●つけたまま寝ることはやめましょ
う。
●眼の病気が感染する可能性がある
ので、他人との貸し借りはやめまし
ょう。
●繰り返し使うと汚れが付きやすく
なります。しっかりとレンズケアを
行いましょう。
医師に相談しましょう
　使用方法を正しく守らないと、眼
の病気になることがあります。眼の
充血、異物感、痛み等を感じたら、

すぐにレンズを目から外し、直ちに
眼科医に相談してください。症状が
ない場合でも、定期検査を受けまし
ょう。
　独立行政法人医薬品医療機器総合
機構（PMDA）のホームページ
http://www.pmda.go.jp/eyecare
では、安全に使うための動画やパン
フレットが掲載されています。

生活衛生課医務・薬事係
 ☎6400－0044

問い合わせ

梅毒とは
　感染している人との性行為や性的
接触（粘膜や皮膚との直接接触）で感
染する性感染症の1つで、早期発
見・早期治療が大切です。慢性の感
染症で、何年もかかって進行しま
す。梅毒は、免疫ができず何度でも
感染します。自分でも気付かないま
ま、他の人に感染させる可能性があ
ります。

　梅毒は、早期の薬物治療で完治が
可能ですが、無症状の「無症候性梅
毒」の場合もあり、治療が遅れると
脳や心臓に重大な合併症を起こしま
す。また、妊婦が感染すると、胎盤
を通して胎児に感染し、先天性梅毒
となる危険があり、引き続き感染が
報告されています。
※ 妊婦健診の検査項目の中に梅毒検
査が含まれていて、妊娠初期に検

査することになっています。
梅毒患者の推移
　都では、梅毒の報告数が平成23年
から増加傾向に転じ、平成27年には
1044人にのぼり、さらに平成28年に
は前年を超える1673人という累積患
者報告数となりました。平成27年に
引き続き、男女の異性間性的接触に
よる報告数の増加傾向が続いていま
す。
感染を防ぐには
　パートナー同士の感染有無の確認
がまん延防止に必要です。不特定多
数との性行為や、特に感染力が強い

感染初期には、感染者との性行為を
避けることが基本となります。
感染を知るには
　血液検査で分かります。
　みなと保健所では、毎月2回、
HIV検査と同時に性感染症の検査
（梅毒・クラミジア・淋菌）を行って
います。検査は、無料・匿名です。
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

　区では、循環型社会の形成に向け
て、ごみの減量・資源化に積極的に
取り組んでいる事業者、小売店およ
び資源・ごみの集積所を管理する区
民・団体を表彰し、その取り組みを
広く紹介しています。
　平成28年度は平成29年2月9日に合
同表彰式を開催し、15の事業者・小
売店・団体の皆さんに、武井雅昭港
区長が表彰状を授与しました。

港区ごみ減量優良事業者等表彰（3事
業者）
　（1）ごみの分別・資源化（2）事業所
（学校）内でのごみと資源の手元分別
の徹底（3）継続的な社員（生徒）の啓
発等、事業系ごみの減量と資源化に
顕著な実績を上げ、模範的な取り組
みを行っている事業用大規模建築物
（延床面積1000平方メートル以上の
事業用建築物）を所有・管理する事
業者を表彰しました（表1参照）。
みなとエコショップ表彰（9店舗）
　（1）簡易包装やマイバッグ持参の
推進（2）店頭での資源回収（3）環境に
配慮した商品等の販売等、ごみの減
量・資源化に積極的に取り組む区内
の小売店（売場の延床面積1000平方
メートル未満）を、「みなとエコショ
ップ」として認定し、認定店の中か
ら特に顕著な取り組みを実施してい

表1 港区ごみ減量優良事業者等表彰
建築物名称 所在地

SME乃木坂ビル 赤坂9－6－35
都立芝商業高等学校 海岸1－8－25

日立ハイテクビルディング 西新橋1－24－14
※50音順
表2 みなとエコショップ表彰

店舗名称（業種） 所在地
赤坂バリ島（小売業） 赤坂3－15－4

カネカ畜産（株）（精肉小売） 港南2－5－4
芝浦レモンツリ－（菓子製造、小売） 芝浦2－1－11　グランドメゾン田町1階
ピ－コックストア芝浦アイランド店

（食品小売業） 芝浦4－22－2

ファミリーマートお台場海浜公園店
 （コンビニエンスストア） 台場1－5－7－101

Hair Salon WHO－GA N.Y.（美容室） 赤坂3－16－8　東海赤坂アネックスビル 2階
ベイホ－ムズ田町店（雑貨店） 芝5－34－7－110　田町センタ－ビル1階
美鈴ガ－デン（有）（生花小売） 南青山3－8－3

ミツバ薬局（薬局） 港南2－3－26
※50音順

表3 港区優良集積所等表彰
名称

芝公園2丁目10番5号前集積所
白金台2丁目3番3号先集積所

白金台4丁目13番10号前集積所

各総合支所区民課では、毎週水曜は午後7時まで
窓口開庁時間を延長しています

梅毒の患者数が増加しています

る店舗を「港区ごみ減量優良エコシ
ョップ」として表彰しました（表2参
照）。
港区優良集積所等表彰（3カ所）
　資源・ごみ集積所または集合住宅
の保管場所の管理において（1）ごみ
出しルールの徹底（2）収集後の集積

医療と薬の安心箱

カラーコンタクト
レンズは
医療機器です

3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  教育委員会表彰式、区立小学校紹介（東町小学校）　他
放送期間  3月11日(土)～20日(月・祝)
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。

合同表彰式の様子

みなとリサイクル清掃事務所
 ☎3450－8025

問い合わせ

所・保管場所の清掃（3）ごみの減量、
資源化や地域環境の美化等に積極的
に取り組んでいる団体を表彰しまし
た（表3参照）。
　各事業者、小売店および団体の取
り組みの内容は、みなとリサイクル
清掃事務所のイベント等で紹介する
他、港区ホームページでもご覧いた
だけます。

平成28年度

「港区ごみ減量優良事業者等表彰」
「みなとエコショップ表彰」
「港区優良集積所等表彰」

合同表彰式を開催しました
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

対象　次の全てに該当する区民
（1）平成30年1～3月に育児休業か
ら復職予定であること。
（2）平成29年1月2日～平成29年4月
1日に生まれたお子さんの1歳の誕
生日または前日に復職すること。
（3）育児休業給付金受給対象者で
あること。
　詳しくは、保育園入園のごあん
ないまたは港区ホームページをご
覧ください。

定員　区立認可保育園、芝浦アイ
ランドこども園、港区保育室（芝
五丁目・愛宕・浜松町二丁目・港
南四丁目を除く）各2～3人
※私立保育園は対象外です。
※ 選考は、前期募集（平成28年5月
1日～平成29年1月1日に生まれ
たお子さん対象）の申込者と併
せて、4月12日（水）に抽選によ
り行います。
申し込み　直接、3月13日（月）～4
月7日（金）に、通常の保育園申込
書類と合わせて育児休業明け入所
予約申込書および育児休業給付金
受給決定通知書等の写しを、各総
合支所区民課保健福祉係へ。

各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照

問い合わせ

担当課　子ども家庭課保育支援係

　育児サポート子むすびは、育児
の手助けが必要な人（利用会員）と
手助けができる人（協力会員）をむ
すび、地域全体で子どもの成長を
支えていく育児サポート事業で
す。
　利用会員になるには、会員登録
が必要です（無料）。
活動時間
　月～日曜（年末年始、祝日を含
む）午前7時～午後8時
※1回の活動は原則2時間以内
※ 依頼内容や依頼日時によっては
お受けできない場合や協力会員
が見つからないことがありま
す。

※ 病児・病後児のサポートはでき
ません。
活動内容
　保育施設等への送迎・時間外の
保育・保護者の外出時の保育等
サポート料
　1時間800円（1時間を超えた場合
は、30分ごとに400円加算）
※ きょうだいの場合は2人目から
半額の400円が加算されます。

※ 活動にかかる交通費等は利用会
員の負担になります。
保育場所
　利用会員または協力会員の自宅
（近隣の児童館・公園等での保育
も可能）

　詳しくは、港区社
会福祉協議会にお問
い合せください。
協力会員となるには
　新たに育児サポー
ト子むすびの協力会
員となるには、「港
区子育て支援員研
修」を受講後、登録
していただきます。
港区子育て支援研修
　区の保育や子育て
支援分野において活
動する上で、必要な
知識や技術等を修得するための研
修です。
　4月17日（月）まで、港区子育て
支援員研修の募集をしています。
詳しくは、港区ホームページをご
覧いただくか、子育てひろば「あ
い・ポート」へ。 ☎5786－3250

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　子ども家庭支援センター
子育て支援係

　区には23区で唯一米軍基地（赤坂
プレスセンターとニューサンノー米
軍センター）があります。赤坂プレ
スセンターにはヘリポートがあり、
区民、とりわけ近隣住民は、米軍ヘ
リコプターの騒音等に悩まされ、事
故発生の不安を常に抱えています。
　区は、これまでも区議会ととも
に、防衛省をはじめ関係機関に対し
て、当該ヘリポート基地に関する要
請を行ってきました。
　2月8日に区長・区議会議長・副議
長、各会派の代表が防衛省および東
京都を訪問し、あらためて基地の早
期撤去を求め、要請書を提出しまし
た。

　今後も、区民の安全で安心できる
生活を守るため、基地の早期撤去に
粘り強く取り組んでまいります。

参加する権利
　子どもたちは自由に意見を表す
権利、自由な方法でいろいろな情
報や考えを伝える権利、知る権利
を持っています。他の人と集まっ
てグループをつくり、自由に活動
できる権利があります。そして休
んだり、遊んだり、文化・芸術活
動に参加する権利があります。
児童・生徒の皆さんへ
　子どもには、自分の気持ちや考
えを自由に話す権利があります。
また、その意見が尊重される権利
が認められています。子どもであ
ることを理由に、発言が制限され
ることはありません。

大人の皆さんへ
　子どもは友達だけではなく、身
近な大人にも話を聞いてもらいた
い、理解してほしいと思っていま
す。大人の側に子どもの気持ちや
考えを真剣に受け止め一緒に考え
て支援する、適切な対応スキルが
必要です。
　子ども家庭支援センターでは、
保健師や臨床心理士による専門相
談や、子どもとの関わり方を学ぶ
プログラム等があります。詳しく
は、お問い合わせください。

子ども家庭支援センター相談担
当 ☎6400－0091

問い合わせ

第 4 回子 ど も の

権利条約
子どもたちに
知ってほしい

米軍ヘリポート基地に関する取り組みについて

◆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

こんにちは赤ちゃん訪問
　お子さんが生まれたご家庭を助
産師（助産師会委託）または保健師
（各総合支所）が訪問します。訪問
では、お子さんの体重測定や育児
相談、産後の体調についての相
談、母子保健サービスの紹介等を
行います。
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。里帰り
中、里帰り後も訪問できます。
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。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達・発育・
栄養・歯の衛生・心理・言葉・育
児等の相談をお受けします。
対区民で、乳幼児と保護者
時 3月23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

新米ママ健康相談（予約制）
　助産師（助産師会委託）がご家庭
を訪問し、産後の体調・母乳につ
いての相談に応じます。
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　2回
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

春休み科学教室「ふしぎ・わ
くわく・マジックサイエンス
ショーと、わくわく科学工作」
対小学生
時 3月28日（火）午後1時30分～3時
所高輪図書館
人 20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

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」
　歯科健診・歯科保健相談・歯ブラ
シの使い方の指導等を行います。
対 1・2・4・5・6歳になる就学前

育児休業明け
入所予約（後期）を
受け付けます

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 4月14日（金）、5月12日（金）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

育児サポート子むすび
図 育児サポート子むすびのイメージ

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2025

問い合わせ
防衛省への要請書提出の様子
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎5232－0840　麻布地区（南麻布）☎3453－8032　赤坂地区（北青山）☎5410－3415　高輪地区（白金の森）☎3449－9669
芝浦港南地区（港南の郷）☎3450－5905
◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の 1日平均値

2月27日（月）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。

2月27日（月）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
0.071μＳｖ⁄ｈ 0.040μＳｖ⁄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

9.6㎍/㎥
7.0㎍/㎥
7.4㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

7.5㎍/㎥
9.1㎍/㎥
9.5㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

臨時福祉給付金（経済対策分）を装っ
た振り込め詐欺や個人情報の詐取に
ご注意ください
　消費税率の引き上げに伴う負担を
軽減する措置としての臨時福祉給付
金を支給するため、区では、対象者
に向けて3月13日（月）に申請書を発
送し、3月14日（火）から申請受け付
けを開始します。給付金は申請書に
記入された金融機関口座に振り込ま
れることとなっています。
　これに乗じ、振り込め詐欺や個人
情報の詐取を目的とする不審な電話
がかかってくる可能性がありますの

で、次のことに注意しましょう。
（1）ATM（現金自動預払機）で給付
金の手続きをすることはありませ
ん。
（2）給付金支給のために手数料等の
振り込みを求めることはありませ
ん。
（3）自宅や職場等に不審な電話がか
かってきたり、郵便が届いたりした
場合は、迷わず110番してください。
　なお、区では電話に接続しておく
と呼出音が鳴る前に自動的に相手に
警告音声を伝え、その後の通話の内
容を録音する｢自動通話録音機｣を無
料で貸与しています。振り込め詐欺
の犯人は声を録音されることを嫌う
ため、利用すると多くの場合撃退で
きます。こうした機器を活用する
等、日頃から備えておきましょう。

保健福祉課臨時福祉給付金担当
 ☎3578－2846
防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2270

問い合わせ
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　要支援1・2と認定された人や生
活機能の低下がみられる人が利用
できる｢介護予防・日常生活支援
総合事業｣について、4月から新た
な事業を実施することで、高齢者
の自立した生活の支援と介護予防
の取り組みをさらに推進します。
訪問型サービス（新規3事業）
　ホームヘルパーが家庭を訪問

し、利用者が自分でできることが
増えるよう食事や洗濯等の支援を
行います。
（1）生活援助サービス
　ホームヘルパー等が調理、洗
濯、掃除、買い物等の身体介護な
しの生活援助を行います。
（2）相互援助サービス
　住民等が話し相手となり、話を

ノルディックウオーキング
対おおむね60歳以上の区民
時 4月13日～9月7日（5月4日、8月
10日を除く毎週木曜、全20回）午
前10時～正午
所神明いきいきプラザ
人 20人（新規の人優先で抽選）
申電話または直接、3月26日（日）
までに、神明いきいきプラザへ。
　 ☎3436－2500

心はずむ！素敵にハンドメイ
ド講座
対おおむね50歳以上の区民
時 4月18日～9月19日（毎月第3火
曜・全6回）午後2時～4時
所虎ノ門いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　各1000～2000円（材料費）
申電話または直接、3月24日（金）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

スポーツ吹き矢教室
対 60歳以上の区民
時 4月5日～平成30年3月28日（祝
日、12月29日～1月3日を除く毎週
水曜）午後1時30分～3時30分
所ありすいきいきプラザ
人 20人（抽選）
費用　各月500円（用具・消耗品
代）

申電話または直接、3月26日（日）
までに、ありすいきいきプラザ
へ。 ☎3444－3656

折り紙教室「季節をテーマに
折る」
対 60歳以上の区民
時 4月10日、5月8日（月・全2回）
午後1時30分～3時
所南麻布いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　500円（材料代）
申電話または直接、3月27日（月）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。 ☎5232－9671

弁護士による講話「財産管理
や相続について」
対 60歳以上の区民
時 3月30日（木）午前10時～11時30
分
所青南いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、3月17日（金）
までに、青南いきいきプラザへ。
　 ☎3423－4920

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 4月11・12日（火・水）
所青山いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

申電話で、3月20日（月）午後5時
までに、青山いきいきプラザへ。
 ☎3403－2011

はじめようゴルフ！いつから
でもできるゴルフベーシック
講座＆ステップアップ講座
対 50歳以上の区内在住者で、全
て参加できる人
時 4月11日～6月27日（5月2・23日
を除く火曜・全10回）午後3時～4
時30分
所青山いきいきプラザ
人ベーシック講座：10人、ステッ
プアップ講座：10人（抽選）※申し
込みは1人1講座まで。
費用　2000円
申往復はがきの往信面に「はじめ
ようゴルフ！申し込み希望（ベー
シックまたはステップアップ）」・
郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・年齢・電話番号を、返信面
に自分の郵便番号・住所・氏名を
明記の上、3月20日（月・必着）ま
でに、〒107－0062南青山2－16－
5　青山いきいきプラザへ。
 ☎3403－2011

シニアのための合同就職面接
会
対おおむね55歳以上の就職希望
者
時 3月24日（金）午後1時30分～3時
（午後1時～2時30分受け付け）
所品川シーズンテラス3階ホール
（港南1－2－70）
持ち物　履歴書

申当日直接会場へ。
問みなと＊しごと55
 ☎5232－0255
保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2379

ラクっちゃみんなと歌おう春
の音楽会～大きな声で歌って
ラララ、介護予防～
　童謡や唱歌等、演奏を聞いたり
一緒に歌ったりするイベントで
す。
対どなたでも
時 4月12日（水）午後1時～3時30分
（午後0時30分受け付け開始）
所介護予防総合センター
人 100人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問介護予防総合センター
　 ☎3456－4157
担高齢者支援課介護予防係

平成29年度高齢者無料入浴券
について
　生活意欲の向上および健康保持
を図るため、満70歳以上の区民に
区内の公衆浴場（一部近隣区）で利
用できる高齢者無料入浴券を給付
します。
有効期間　4月1日～平成30年3月
31日
申し込み日 入浴券の給付方法

3月10日（金）まで 3月13日（月）に郵送
3月13日（月）以降 下記申請窓口
申直接、各総合支所区民課保健
福祉係へ。 ☎欄外参照

介護予防・日常生活支援総合事業で
新たなサービスが始まります

聞きながら洗濯や掃除等簡易な生
活援助を行います。
（3）訪問型介護予防サービス
　看護師等の専門職が自宅を訪問
し、生活改善のアドバイスや日常
生活に関する指導等を行います。
通所型サービス（新規1事業）
　通所介護施設等で食事・入浴等
の介護サービスや、体操、筋力トレ
ーニング等を行います。また、いき
いきプラザ等で生活機能改善のた
めの介護予防事業を実施します。
みんなの倶楽部
　区が養成した介護予防リーダー

（住民）が企画・運営する事業で、
楽しく参加しながら介護予防にも
取り組める講座です。

高齢者支援課総合事業推進担当
 ☎3578－2930
各高齢者相談センター
 ☎欄外参照

問い合わせ
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※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

障害者関連情報
障害者のためのリフレッシュ体
操 
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
援区分認定を受けている区民で医療
機関から運動を制限されていない人
時 4～9月（各全10回）（1）ホップ：第
2・4火曜（2）ステップ：第2・4木曜

（3）ジャンプ：第2・4水曜、いずれも
午後1時40分～3時30分
所障害保健福祉センター
内運動内容別に3つのプログラム

（1）ホップ：楽しく身体を動かしたい
人向け（2）ステップ：日々の運動習慣
を身につけたい人向け（3）ジャンプ：
運動をしている人向け
人各10人（抽選）
申電話またはファックスで、3月24
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。

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 3月29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。希望
する人は、電話で、3月22日（水）ま
でにお申し込みください）
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 4月3日（月）～28日（金）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、3月13日（月）午前9時か
ら、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 4月12・26日（水）午後2時～2時45
分受け付け
所みなと保健所
人各20人（申込順）
申電話で、3月13日（月）午前9時か
ら、健康推進課健康づくり係へ。
 ☎6400－0083

講座・催し物
さき織りワークショップ「世田
谷・就労継続支援B型事業所・
ハーモニーのみなさんと共に」
対どなたでも
時 3月19日（日）午後1時～3時
所きらきらプラザ新橋
人 7人（申込順）※お茶・お菓子の持
ち寄り歓迎
申電話で、ご近所ラボ新橋（月～木
曜正午～午後4時）へ。 ☎6459－0789
問芝地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎3578－3192

第5回ふれあいこんさーと「三
味線・長唄」
対どなたでも
時 3月21日（火）午後2時～3時
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ
 ☎3452－9421

運河めぐり
　「港南ふれあい桜祭り」の開催に合
わせ、運河めぐりを実施します。
対区内在住・在勤・在学者

時 4月2日（日）集合時間：（1）午前8時
25分（2）午前9時5分（3）午前9時45分

（4）午前10時25分（5）午前11時5分※
全5便、各便30分程度。小雨決行・
荒天中止
所高浜運河沿緑地集合※詳しくは
参加者宛てに案内を送付します。
人各36人（申込順）
申電話で、 3 月 1 3 日（月）～ 2 0 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
担芝浦港南地区総合支所協働推進
課協働推進係

ぶらり散歩「咲き始めの桜を巡
る、芝地区名所再発見（ガイド
付き）」
対区内在住・在勤者
時 3月24日（金）午前10時～午後1時
コース　港区観光インフォメーショ
ンセンター前（東京モノレール浜松
町駅3階コンコース）集合～芝大神宮
～増上寺（大門、三解脱門等）～東京
タワー大展望台～東京タワーで昼食
後解散
人 15人（申込順）
費用　900円（東京タワー大展望台入
場料）と昼食代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、3月16
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

港区消費生活展参加団体・グル
ープ募集
対消費者問題について活動してい
るグループ
時 6月24・25日（土・日）
所消費者センター
申申込書に必要事項を明記の上、
郵送またはファックスで、4月10日

（月・必着）までに、〒105－0023芝
浦1－16－1　消費者センターへ。申
込書は電話で請求してください。
 ☎3456－4159　ＦＡＸ3453－0458

公衆浴場区民無料開放デー
　平成28年度から、実施日が第2水
曜から第3火曜に変更になりました。
対区民
時 3月21日（火）
所
浴場名 ところ 電話番号

玉菊湯 白金
3－2－3 ☎3441－1772

アクアガーデ
ン三越湯

白金
5－12－16 ☎3441－9576

麻布黒美水温
泉　竹の湯

南麻布
1－15－12 ☎3453－1446

南青山	清水湯 南青山
3－12－3 ☎3401－4404

ふれあいの湯 芝
2－2－18 ☎5442－2639

申平成28年度に初めて利用する場
合は、各浴場フロントにある「無料
開放カード」に必要事項を明記の上、
確認を受けてください（区民である
ことが分かるものが必要です）。既
に確認を受けている人は、カードの
提示のみで入浴できます。
問保健福祉課福祉活動支援係
 ☎3578－2381

小諸エコビレッジ体験イベント
（味噌作り）
対どなたでも
時 3月18日（土）午前10時～午後4時
所小諸エコビレッジ（長野県小諸市
甲4717）
人 20人（申込順）
費用　大人（18歳以上）：5000円、子
ども（6～17歳）：2500円※お土産付
き。宿泊はできません。
申電話で、小諸エコビレッジへ。
　 ☎0267－41－0961
問環境課地球環境係 ☎3578－2496

麻布図書館講演会「スウェーデ
ンの魅力」
対中学生以上どなたでも
時 3月20日（月・祝）午後2時～3時

（午後1時30分開場）

※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
12
日（
日
）

都ホテル東京メディカルクリニ
ック（内） 白金台１－１－５０　都ホテル東京地下１階 3473－1651
北里研究所病院（内・外） 白金５－９－１ 3444－6171
おりつこどもクリニック（小） 北青山３－５－４　青山高野ビル５階 6721－1188
岩本歯科医院（歯） 六本木３－３－１８ 3583－0968
★三田ハウス
内科クリニック（内）	 三田５－２－１８　三田ハウス１０９ 5443－3864

3
月
19
日（
日
）

ニュー新橋クリニック（内） 新橋２－１６－１　ニュー新橋ビル４階 3580－6775
東京都済生会中央病院（内・外） 三田１－４－１７ 3451－8211
大倉歯科（歯） 三田３－１－１１　エック三田ビル５階 3798－8020
氏家歯科医院（歯） 六本木５－５－１　ミニョンビル３階 3479－1722
★河原医院（内） 芝浦１－１２－１　河原ビル 3451－4751

3
月
20
日（
月・祝
）

山王クリニック（内） 港南２－６－７　大善ビル６階 3471－3014
赤坂見附　前田病院（内・外） 元赤坂１－１－５ 3408－1136
デイム歯科医院（歯） 南青山２－１４－１４　南青山ＫＦＫビル１階 5412－8015
★八木医院（内） 東麻布１－１８－９－１０１ 3583－0581
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ー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１２日（日） いるか田町薬局 芝５－２７－５　山田ビル１階 ６４５３－８２０７

３月１９日（日） 三田薬局（芝） 芝４－１４－１ ５４４３－３５１５

３月２０日（月・祝） 清水薬局（芝大門） 芝大門２－３－１５ ３４３１－０８７７

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

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。
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。
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◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3121　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

みなと

所麻布図書館
人 50人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
※3月16日（木）は休館 ☎3585－9225

◎シングル女性講座「老後ひと
りぼっちをどう生きる～最後ま
で明るい人生を送るために～」
対主に区内在住・在勤・在学、ま
たはテーマに関心がある女性
時 4月15日（土）午後2時～4時
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、3人程度。3月30日（木）ま
でに、申し込み時にお申し出くださ
い）。

◎メディアリテラシー講座「私
も性暴力被害者を傷つけない報
道と発言を考える～テレビ・新
聞からインターネットのコメン
トまで～」
対報道関係者または区内在住・在
勤・在学者でテーマに関心がある人
時 4月17日（月）午後2時30分～4時30
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、12人程度。3月30日（木）
までに、申し込み時にお申し出くだ
さい）。
◎共通事項
　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、3月13日（月）
から、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

港郷土資料館第2回資料館講座
「江戸湾の景観～品川宿辺りか
ら汐留地区周辺まで～」
対区内在住・在勤・在学者。定員
に余裕がある場合は区外在住・在

勤・在学者も可
時 3月25日（土）午後1時30分～4時30
分
所三田図書館
内「江戸湾の景観1～遺跡と遺構か
ら考える～」「江戸湾の景観2～記録
と絵画から考える～」
人 30人 （抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、3人。保育の必要な子の名
前・年齢・性別を応募はがきに明記）
申往復はがき（1人1枚）の往信面に、
講座名・郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・在学の場合は
学校名、在勤の場合は事業所名と所
在地、返信面の宛先欄に郵便番号・
住所・氏名を明記の上、3月17日

（金・必着）までに、〒108－0014芝5
－28－4　港郷土資料館へ。講座内
容について詳しくは、郷土資料館ホ
ームページ
http://www.lib.city.minato.tok 
yo.jp/muse/j/
をご覧ください。
問図書・文化財課文化財係
 ☎3452－4966

お 知 ら せ
平成29年度港区民交通傷害保
険加入の申込期限が近づいてい
ます
　港区民交通傷害保険の加入申込期
限は次のとおりです。希望する人
は、早めにお申し込みください。
加入申込期限　（1）各総合支所：3月
31日（金）（2）金融機関：3月21日（火）
※期限後の加入はできません。
パンフレット・申込書　各総合支所
協働推進課協働推進係および区内金
融機関で配布しています。
問各総合支所協働推進課協働推進
係 ☎欄外参照

平成28年度第2回総合教育会議
時 3月28日（火）午前11時～正午
所区役所4階会議室
申傍聴を希望する人は、当日直接

　区では、粗大ごみの減量化と資源
の有効活用の促進を図るため、家庭
で不用となった家具を査定の上、状
態が良い物について無料で引き取
り、安価な値段で販売しています。
家具が欲しい場合
　家庭で不用となった良質な家具を
回収・修理・清掃して、有料販売し
ています。販売価格は1000円～1万
円です。
※ 種類・品質で価格が変わります。

運搬費は別途必要です。
※ 購入は区民の皆さん以外も可能で

すが、配送は区内および近隣区と
なります。
無料で家具を処分したい場合
　再利用できそうな木製家具は査定
の上、無料で引き取るサービスも実
施しています。ご希望の人は、家具
のリサイクル展事務室までお申し込
みください。
※回収できない場合もあります。
開催場所　港資源化センター2階（港
南5－7－1、港清掃工場敷地内）

開催時間　午前9時30分～午後4時30
分（日曜、毎月第3木曜、年末年始は
休館）
交通　都バス（品99）品川埠頭循環　
品川駅港南口（東口）発→品川埠頭バ
ス停徒歩1分

東京
海洋大学

港
南
口（
東
口
）

品川駅東口バス停
（品川埠頭循環）

東京入国
管理局

港清掃工場
港南
中学校

京 

浜 

運 

河

港資源化センター港資源化センター

品
川
駅

N

▲

　震災時には、自分の身は自分で守
る｢自助」が大切です。自分がけがを
しなければ、自らの身を守ることが
できるだけでなく、家族や近隣の人
の救出救護等を行うことができま
す。さらに、震災後も自宅が安全で
あれば、不慣れな避難所ではなく、
住み慣れた自宅で生活を続けること
ができます。自宅の安全対策はでき
ていますか。
｢住まい空間の見直し｣をしましょう
　自宅の家具の設置状況等を改めて
見直しましょう。特に、震災時に無
防備になりやすい寝室の見直しを優
先して行いましょう。
（1）家具を減らす
　家具が多ければ多いほど、震災時
の転倒・移動・落下による危険性は
大きくなります。家具のリサイクル
を行うことで、環境保護に貢献でき
るだけでなく、けがをしないための

防災対策にもつながります。
（2）家具を固定する
　固定器具の中には、壁や家具を傷
つけなくても大きな効果が得られる
ものがあります。区の助成制度を活
用する等して、家具の固定や窓ガラ
スの飛散防止等に努めましょう。
（3）家具の配置を工夫する
　寝ている場所に倒れてこないよう
にする、避難経路を確保できるよう
にドアの前に倒れない向きにする
等、万が一の転倒等に備えた家具の
配置の工夫をしましょう。
　挙げた例は対策の一部です。震災
時に自宅でけがをしないためにでき
ることを考え、積極的に取り組みま
しょう。

防災課地域防災支援係
 ☎3578－2518

問い合わせ

　特別区職員採用試験・選考の日程が決まりました。募集する試験・選
考区分、採用予定数および受験資格等について詳しくは、それぞれの採
用試験・選考告示日に発表する採用試験・選考案内をご覧ください。

特別区人事委員会事務局任用課採用係 ☎5210－9787
ホームぺ－ジ
http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm
人事課人事係 ☎3578－2108

問い合わせ

Ⅰ類採用試験
（一般方式）

Ⅰ類採用試験
（土木・建築新
方式）

Ⅲ類採用試験 経験者採用
試験・選考

身体障害者を
対象とする採
用選考

告示 3月6日（月） 7月3日（月） 7月3日（月） 7月3日（月） 7月3日（月）
郵送申込
受付

4月1日（土）
～6日（木）

7月3日（月）
～27日（木）

7月3日（月）
～27日（木）

7月3日（月）
～27日（木）

7月3日（月）
～8月3日（木）

インター
ネット
申込受付

4月1日（土）
～10日（月）

7月3日（月）
～31日（月）

7月3日（月）
～31日（月）

7月3日（月）
～31日（月）

7月3日（月）
～8月7日（月）

1次試験・
選考 5月7日（日） 9月3日（日） 9月10日（日） 9月3日（日） 9月10日（日）

試験・
選考区分

事務、土木造園
（土木）、土木造園
（造園）、建築、機
械、電気、福祉、衛
生監視（衛生）、衛
生監視（化学）、心
理、保健師

土木造園（土
木）、建築 事務

事務、土木造
園（土木）、建
築、福祉

事務

○事業について
みなとリサイクル清掃事務所
 ☎3450－8025
○家具の回収、アクセス等、家具
のリサイクル展について
家具のリサイクル展事務室
 ☎3472－8186

問い合わせ

会場へ。※保育あり（4カ月～就学
前、3人程度。希望する人は、電話
で、3月17日（金）までにお申し込み
ください）
問総務課総務係 ☎3578－2017

公衆無線LAN（Wi–Fi）のサービ
ス提供場所を追加します
　新たに区内のJR駅周辺7カ所で、
無料でインターネットに接続できる
公衆無線ＬＡＮ（Ｗｉ⊖Ｆｉ）のサービスを開
始します。
時 3月17日（金）から
所新橋駅前西口広場周辺、新橋駅
銀座口周辺、浜松町駅北口周辺、田
町駅三田口周辺、田町駅芝浦口周
辺、品川駅高輪口周辺、品川駅港南
口周辺※利用方法・場所等詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。

問情報政策課情報管理係
 ☎3578－2070

変更・休止情報等
コンビニ交付サービス休止
　システム改修のため、各種証明交
付サービスは利用できなくなります。
時 3月16日（木）・17日（金）いずれも
終日
問芝地区総合支所区民課窓口調整
係 ☎3578－3151

豊岡いきいきプラザ臨時休館
　上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20日（月・祝）
問豊岡いきいきプラザ☎3453－1591
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5421－7067

平成29年度 特別区職員採用試験・選考日程

震災時に自宅でけがをしないために

高級家具が安く手に入る＆家具を無料で処分できる

家具のリサイクル展へぜひお越しください
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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。

写 真 今 昔 物 語写 真 今 昔 物 語写 真 今 昔 物 語 第 32 話

青山外苑町会�会長
竹中　豊治さん

お話しくださった人

1956
昭和31年

　外苑前・青山一丁目・乃木坂等、複数の駅から徒歩圏内というアクセスの良さを誇
り、面積・利用者数とも23区内で最大の青山霊園。江戸時代、この一帯は、地名の由
来となった青山家の下屋敷がありました。
　青山霊園は明治5（1872）年に神式による墓地として開園し、その後、明治7（1874）年
に日本で最初の公共墓地となり、誰でも利用できるようになりました。「先祖は紀州
の殿様について、江戸に出てきたと聞いています。ここができてからは、代々、墓地
の管理をしてきて、私で5代目です」と、この地で生まれ育った竹中豊治・青山外苑町
会会長は言います。
　園内には、都旧跡にも指定されている大久保利通公の墓をはじめ多くの著名人・文
化人の他、忠犬ハチ公の碑もあります。桜やエンジュの並木道等、緑が豊かで四季

折々の花が楽しめる「都会のオアシス」としても親し
まれています。
　今や都内でも有数の桜の名所となっている桜並木
は、「昭和16（1941）年に死んだ曽祖父が、植えるのを
手伝ったと聞いています。以前はもっと多くの木が
あって、夏でも木陰は涼しかったんですよ」と振り返
ります。「先祖を供養する気持ち、家族を思う気持ち
は、いつの時代も変わりませんね。もうすぐ桜の季
節ですが、ここは亡くなった人を供養する場所。そ
れをわきまえて、静かに花をめでてほしいですね」
と、しみじみおっしゃいました。
※�青山霊園では、敷物を敷いての花見等は禁止されてい
ます。散歩等での花見を楽しんでください。

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

青山霊園（南青山二丁目）

2016
平成28年

　六本木のまちでは、地域と行政が
連携し「防犯」「環境美観」「路上喫煙」
「道路使用」「営業活動」の5つの課題
に対応した地域独自ルール「六本木
安全安心憲章」に関わる取り組みを
推進しています。
　区では、憲章を店舗・事業所等
（以下、事業所等）へ普及させていく
ため、港区「六本木安全安心憲章」推
奨事業所等認証制度を実施していま
す。この制度は、憲章の趣旨に賛同
する事業所等を募集し、その中か

港区﹁六本木安全安心憲章
推奨事業所等認証制度﹂

表1〈新規〉2事業所（五十音順）
店舗・
事業所名 取組内容（概要）

（株）拓新
○区主催の啓発キャンペーン活動（六本木安全安心プロジェクト）に参加
○社内報等で地域活動に関する情報共有を行っている
○憲章項目について自己チェックの実施

（株）誠

○区主催の啓発キャンペーン活動（六本木安全安心プロジェクト）に参加
○従業員に憲章項目に関する自己チェックを実施し、理解状況を確認し
ている
○従業員に声掛けをして、六本木安全安心プロジェクトに積極的に参加
している

表2〈更新〉17事業所（五十音順）
（株）天城
（株）エグゼクティブプロテクション
王帝商事（株）
（株）源氏商会
食処　竹やん
（有）下條ビル
（株）立原商店
（有）たにぐち
東京ミッドタウンマネジメント（株）
東洋英和女学院
フォトショップ銀嶺
みずほ銀行　六本木支店
（株）三井住友銀行　六本木支店
三井不動産（株）東京ミッドタウン事業部
学校法人　メイ・ウシヤマ学園
森ビル（株）
六本木共同ビル（株）

　1～3月に開催している「港区ワー
ルドフェスティバル」の集大成とな
るイベントを開催します。
とき
　3月26日（日）午前10時～午後6時
ところ
　東京タワー（芝公園4－2－8）
内容　大使館・企業・団体等が30以
上参加し、各国の文化や伝統を紹介
する他、食べ物や土産品等を販売し
ます。また、ステージでは民族舞踊
や音楽等を披露します。
参加予定大使館等
　ブラジル連邦共和国、コスタリカ
共和国、ドミニカ共和国、フィジー
共和国、ジョージア、ガーナ共和
国、グアテマラ共和国、ハンガリ
ー、パキスタン・イスラム共和国、
カザフスタン共和国、ラオス人民民
主共和国、レソト王国、リトアニア
共和国、マダガスカル共和国、モル
ディブ共和国、モザンビーク共和
国、ミクロネシア連邦、モロッコ王
国、ナミビア共和国、ナイジェリア
連邦共和国、フィリピン共和国、カ
タール国、ルーマニア、シンガポー
ル共和国、シリア・アラブ共和国、
スリランカ民主社会主義共和国、 
ウズベキスタン共和国、イエメン共
和国、ブルキナファソ、ブルネイ・
ダルサラーム国、インドネシア共和
国、タイ王国、トーゴ共和国、国際

港区ワールドフェスティバルコールセンター（JTBコーポレートセー
ルス内） ☎6737－9397（午前10時～午後5時）
産業振興課シティプロモーション担当 ☎3578－2554

問い合わせ

参加大使館のブースステージイベント

ワールドカーニバルを開催します
港区

麻布地区総合支所協働推進課協働推進係 ☎5114－8802
問い合わせ

平成28年度
推奨事業所等が
決定しました

認証ステッカー

の事業所等を更新認証することに決
定しました（表1・2参照）。決定し
た推奨事業所等には、認証ステッカ
ーを送付します。新規認証された事
業所等には、認証式で認証状を交付
します。

機関アセアンセンター
抽選会
　会場では、3月20日（月・祝）まで
実施している「港区大使館等周遊ス
タンプラリー」で押印したスタンプ
の数や、「港区商店街ワールドカー
ドラリー」で集めたカードの枚数に
応じて、すてきな賞品が当たる抽選
会に参加いただけます。
港区ワールドクイズラリー
　港区ワールドフェスティバルホー
ムページ
http://www.world-festival.jp/
から、区内に大使館がある国にちな
んだクイズを出題します。
　回答用紙に回答を明記の上、港区
ワールドカーニバル会場へお持ちく
ださい。回答は会場で発表します。
全10問中5問正解した人は、抽選会
に参加いただけます。
　詳しくは、港区ワールドフェステ
ィバルホームページをご覧くださ
い。

ら、積極的かつ主体的に地域活動に
取り組む事業所等を推奨事業所等と
して認証するもので、区は、各事業
者の取り組みを後押しし、その活動
内容等を広く情報発信していきま
す。平成28年度は、賛同された211
件（募集時点）の事業所等の中から、
2件の事業所等を新規認証し、17件

平
成
27
年
度
の
会
場
の
様
子


