
総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2027問い合わせ

　日本国憲法は国のあり方や仕組み等を定めているもので、私たちの
日々の生活と密接につながっています。ここでは、憲法の3つの柱であ
る「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」についてご紹介します。

国民主権 平和主義基本的人権の尊重
　国の政治のあり方を最終的に決める
力は国民にあり、国民こそが政治の主
人公であるというのが国民主権の考え
方です。国民の代表として選挙で選ば
れた国会議員が国の政治を行うこと
は、主権が国民にあることの表れで
す。
　私たちは、選挙を通じ、国政に対す
る意志を表すことができるのです。大
切な一人一人の一票が、より良い日本
の政治につながることになります。

　私たちが人間らしく生活していくために、全ての人が当
然に持っている侵すことのできない永久の権利が基本的人
権です。ただし、それは好き勝手に振る舞っていいという
ことではなく、自分の権利を守るためには、他人の権利も
守らなければならないことを忘れてはなりません。
　何気なく過ごしている日常の中にも、さまざまな人権問
題があり、差別されている、平等に扱ってもらえないと感
じている人は、決して少なくありません。
　人間は、だれでも、等しく尊重され、平等です。
　私たち一人一人が、みんなの人権について自分のことと
して考え、互いに尊重することが求められています。

　人類は2度にわたる世界大戦の惨禍を経験し、
平和の尊さ、生命の尊さを学びました。また、
平和なしには基本的人権の保障はありえません。
　私たちは、子どもたちに、平和で人権の尊重
された社会を引き継いでいかなければなりませ
ん。憲法に掲げる理想をさらに追求し、世界の
平和に向けて努力していく必要があるのです。

　毎日の暮らしの中で、憲法について考
えることはあまりないかもしれません。
しかし、憲法は、私たちが幸せに生き
るために、決して欠かせません。この
憲法週間を機会に、あらためて憲法に
ついて考えてみませんか。

暮らしの中の憲法、3つの柱
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5月1～7日は 　昭和22年5月3日に日本国憲法が施行されました。これを記念して
5月3日を憲法記念日、5月1日から7日を憲法週間としています。

憲法週間記念
� 講演と映画のつどい

定員　250人（会場先着順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、10人程度。電話で、4月28日（金）までに、
みなとコール（午前9時～午後5時受け付け）へ。 ☎5472-3710

 講 演　※手話通訳あり
マスオの家庭教育考
         ～サザエさん一家は
 幸福みつけの達人ぞろい～　
講師 増岡　弘（声優）
　講師の増岡さんは声優として、皆さんご
存じの、アニメ「サザエさん」のマスオさん
役を30年以上続けていらっしゃいます。サ
ザエさん一家から学んだ家族の幸せ、人間
としてのあり方、愛のある子育て等を、サ
ザエさんの作品や自身の半生を振り返りな
がら、さまざまな心温まるエピソードを交
えてお話しいただきます。

 映 画　

﹁海街diary﹂※日本語字幕付き 
監督　是枝裕和　
出演　綾瀬はるか、長澤まさみ、夏帆、広瀬すず
【概要】　ベストセラーを誇る
吉田秋生のコミックを是枝監
督が実写化したドラマ。
　両親が離婚した3人姉妹と
彼女たちとの腹違いの妹とな
る少女が出会い、一緒に暮ら
し始める。人は人とどのよう
にして関係を築き、家族とは
どのように形成されていくの
か。
　舞台となる、鎌倉の美しい四季を背景に、さまざまな出来事を経て
家族の絆をゆっくりと静かに深めてゆく。（128分）

©2015吉田秋生・小学館/フジテレビジョン
小学館　東宝　ギャガ
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高輪皇族邸
（旧高松宮邸）

5月9日（火）午後1時30分~5時15分（午後1時開場）と き
高輪区民センター区民ホール　と ろこ

です憲 法 週 間“ ”

交 通 機 関
〈地下鉄〉南北線・三田線　白金
高輪駅（1番出口）から直結
〈港区コミュニティバス（ちぃば
す）〉高輪ルート147番「高輪地区
総合支所前」下車　徒歩0分
※ 会場に駐車場はありません。
公共交通機関をご利用くだ
さい。



地区名 工事名 工事内容 工事場所 施工予定時期 問い合わせ

芝
地
区

道路の整備 車道保水性舗装 西新橋三丁目15番先～20番先 7～11月

土木課道路橋りょう係
道路の整備 車道および歩道保水性舗装 新橋三丁目5番先～3番先 7～11月
道路の整備 車道および歩道保水性舗装 新橋五丁目25番先～13番先 8～11月
道路の整備 車道遮熱性舗装 新橋六丁目17番先～芝大門一丁目3番先 平成30年1～3月
道路の整備 車道遮熱性舗装 芝公園一丁目3番先～6番先 平成30年1～3月
児童遊園の整備 全面改修工事 虎ノ門三丁目18番18号（西久保巴町児童遊園） 6～10月 土木課公園係公園運動場の整備 人工芝張替 芝公園三丁目6番7号（芝給水所公園） 8月～平成30年2月
電線類地中化の整備 試掘 芝二丁目32番先～芝四丁目7番先 4～12月

土木課地中化推進係電線類地中化の整備 試掘 虎ノ門一丁目15番先～14番先 4～12月
都市計画道路の整備 電線共同溝設置等 三田一丁目4番先～三田二丁目3番先 6月～平成31年3月
道路の維持 車道遮熱性舗装 芝四丁目2番先～6番先 8～9月

芝地区総合支所協働推進
課土木係

公園・児童遊園の維持 複合遊具改修 西新橋二丁目10番13号（南桜公園） 7～10月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 芝地区管内 7月～平成30年3月
街路灯の維持 灯具取替 芝二丁目4番先～15番先 7～10月
自転車利用環境の整備 ナビライン、ナビマーク設置 新橋二丁目6番先～新橋六丁目18番先　外1路線 5～6月

河川の維持 古川河床整正（水質改善） 古川（一之橋～赤羽橋） 9月～平成30年2月

〇施工について 
芝地区総合支所協働推進
課土木係
〇計画について 
土木課土木計画係

麻
布
地
区

道路の整備 車道保水性舗装 六本木七丁目4番先～6番先 8～11月 土木課道路橋りょう係
電線類地中化の整備 試掘 東麻布二丁目29番先～東麻布一丁目7番先 4～12月 土木課地中化推進係電線類地中化の整備 試掘 六本木七丁目23番先～西麻布一丁目15番先 4～12月
都市計画道路の整備 樹木の移植等 南麻布五丁目7番29号（有栖川宮記念公園） 平成30年1～3月 土木課公園係
道路の維持 車道舗装 麻布十番二丁目2番先～19番先 7～12月

麻布地区総合支所協働推
進課土木係

公園・児童遊園の維持 池ろ過タンク取替 南麻布五丁目7番29号（有栖川宮記念公園） 8月～平成30年2月
公園・児童遊園の維持 便器洋式化 麻布台一丁目4番6号（横川省三記念公園） 9～12月
公園・児童遊園の維持 便器洋式化 西麻布三丁目12番1号（笄公園） 9～12月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 麻布地区管内 7月～平成30年3月
街路灯の維持 街路灯建替 西麻布四丁目1番先～8番先 9月～平成30年1月
自転車利用環境の整備 ナビライン設置 南麻布五丁目5番先～南麻布四丁目1番先 9月～平成30年1月
自転車利用環境の整備 ナビライン設置 六本木七丁目23番先～西麻布一丁目15番先 9月～平成30年1月
自転車利用環境の整備 ナビライン設置 麻布十番三丁目10番先～南麻布一丁目6番先 9月～平成30年1月

赤
坂
地
区

歩道の整備 歩道改修 赤坂二丁目14番先～赤坂六丁目7番先 4月～平成30年3月 土木課地中化推進係電線類地中化の整備 電線共同溝設置等 赤坂四丁目9番先～5番先 4月～平成31年3月
公衆便所の整備 公衆便所建替 元赤坂二丁目2番29号先（権田原公衆便所） 6～12月 土木課公園係公衆便所の整備 公衆便所建替 赤坂六丁目10番18号（氷川神社前公衆便所） 7月～平成30年2月
私道の整備 排水施設補修、路面舗装 赤坂三丁目13番先 9～12月

赤坂地区総合支所協働推
進課土木係

私道の整備 階段補修 南青山四丁目8番先～9番先 6～9月
道路の維持 車道舗装 赤坂六丁目17番先～18番先 9～11月
道路の維持 車道遮熱性舗装等 南青山七丁目2番先～5番先 9～12月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 赤坂地区管内 7月～平成30年3月
街路灯の維持 街路灯建替 赤坂二丁目12番先～15番先 9～12月
街路灯の維持 灯具取替、塗装塗替 赤坂二丁目13番先～三丁目15番先 6～9月
街路灯の維持 街路灯建替 南青山一丁目1番先～赤坂八丁目5番先 9～12月

高
輪
地
区

公園の整備 園路広場整備等 三田四丁目17番28号（三田台公園） 10月～平成30年3月 土木課公園係
私道の整備 階段補修 白金六丁目4番先～5番先 9～12月

高輪地区総合支所協働推
進課土木係

道路の維持 車道舗装 白金台一丁目1番先～白金台三丁目1番先 9～10月
道路の維持 車道舗装、側溝改修、集水管取替 白金台四丁目3番先～4番先 7～10月
公園・児童遊園の維持 金網フェンス張替 白金五丁目12番5号（三光児童遊園） 8～9月
公園・児童遊園の維持 複合遊具改修 高輪二丁目15番37号（泉岳寺前児童遊園） 8～9月
公園・児童遊園の維持 階段床板取替 高輪四丁目24番36号（高輪南町児童遊園） 7～10月
公園・児童遊園の維持 便器洋式化 白金一丁目12番16号（白金志田町児童遊園） 10～12月
公園・児童遊園の維持 便器洋式化 高輪一丁目15番22号（高松児童遊園） 10～12月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 高輪地区管内 7月～平成30年3月
街路灯の維持 街路灯建替 白金台五丁目19番先～13番先 9～12月
街路灯の維持 街路灯建替 高輪四丁目1番先～高輪三丁目6番先 9～12月
自転車利用環境の整備 ナビライン設置 白金三丁目4番先～17番先外1路線 10～12月

芝
浦
港
南
地
区

電線類地中化の整備 電線共同溝設置等 芝浦四丁目6番先～18番先 6月～平成31年3月 土木課地中化推進係
道路の維持 車道遮熱性舗装 芝浦三丁目3番先～5番先 10月～平成30年2月

芝浦港南地区総合支所協
働推進課土木係

道路の維持 車道半たわみ性舗装 港南五丁目8番先 10月～平成30年2月
橋りょうの維持 伸縮装置取替等 港南二丁目13番先～港南四丁目1番先（御楯橋） 5～10月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 芝浦港南地区管内 7月～平成30年3月
街路灯の維持 灯具取替 芝浦一丁目7番先～15番先他 7月～平成30年2月

◆各総合支所協働推進課土木係◆　芝地区☎3578－3131　麻布地区☎5114－8803　赤坂地区☎5413－7015　高輪地区☎5421－7615　芝浦港南地区☎6400－0032
◆土木課◆　道路橋りょう係☎3578－2320　地中化推進係☎3578－2316　公園係☎3578－2325　土木計画係☎3578－2217

土木課道路橋りょう係、地中化推進係、公園係、土
木計画係、各総合支所協働推進課土木係 ☎欄外参照

問い合わせ　区では、だれもが安全安心で快適に道路や公園等を利用できるよう、
整備・補修・修繕等を定期的に行っています。平成29年度の工事予定に
ついてお知らせします。

平成29年度 道路・公園等の工事予定

http://www.city.minato.tokyo.jp平成29年（2017年）4月21日2
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◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3123　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

認定を希望する企業を募集します

中小企業の仕事と家庭生活
の両立を支援します

　区では、仕事と子育ての両立、女
性の積極的活用等、ワーク・ライ
フ・バランスの推進に積極的に取り
組んでいる企業を｢ワーク・ライ
フ・バランス推進企業｣として認定
します。ぜひご応募ください。
対象
　区内に事業所を置き、中小企業基
本法第2条第1項各号に該当する、常
時使用する労働者数が300人以下の
中小企業

内容
　次のいずれか1つの分野で認定基
準を満たしていれば、その分野の推
進企業として認定します。
（1）仕事と子育ての両立支援に積極
的に取り組んでいる。
（2）仕事と地域活動の両立支援に積
極的に取り組んでいる。
（3）仕事と介護の両立支援に積極的
に取り組んでいる。
（4）長時間労働の抑制等、男女がと

もに働きやすい職場環境づくりに積
極的に取り組んでいる。
審査方法
　申請書等をもとに事前調査（ヒア
リング）を行い、審査会を経て認定
企業を決定します。
申し込み
　申請書類に必要事項を明記の上、
直接、6月30日（金）午後5時までに、
総務課人権・男女平等参画係（区役
所4階）へ。

※申請要領・申請書類は、総務課人
権・男女平等参画係、各総合支
所、港勤労福祉会館、男女平等参
画センターで配布する他、港区ホ
ームページからダウンロードもで
きます。

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2026

問い合わせ

　区は、性別にかかわらず誰もが仕事と子育てや介護を両
立できる職場環境づくりを支援するため、区内に本社のあ
る中小企業で一定の要件を満たす事業主に対し、奨励金を
交付しています。ぜひご活用ください（表参照）。
　交付要件・申請に必要な書類等詳しくは、港区ホームペ
ージをご覧ください。

　男女平等参画センターでは、区内
企業や事業所で働く人たちを対象
に、出前形式での講座を実施してい
ます。区内企業の活性化や、個性と
能力のさらなる発揮等を目的として
います。研修費は、原則として1回
のみ無料です。申し込みの後、打ち
合わせを行い、内容・実施日時・会
場等を決定します。講師は、それぞ
れの分野で活躍する専門家をご希望
にあわせて手配します。
対象
　区内企業・事業所およびその従業
員
事業数
　8社（申込順）

研修例
　次のテーマは一例です。内容につ
いて詳しくは、ご相談ください。
（1）実現！働き方改革
　長時間労働の削減、業務の効率化
等働き方が問われる時代です。業務
効率を妨げる要因等を洗い出し、意
識の変化や環境整備のための講義や
ワークショップを行います。
（2）LGBT理解・支援促進講座
　性的マイノリティーに関する理解
を深める講座です。人材の充実と多
様性を会社経営の強みにし、誰もが
働きやすい会社になることの必要性
を考える機会を提供します。
（3）仕事と介護の両立

　介護のために退職する人が増えて
います。管理職・経営陣にも起こり
うる介護に備え、社内制度の構築や
両立のノウハウを学び、人材の流出
防止につなげる講座です。
（4）女性の活躍推進
　企業の成長には女性の活躍推進が
重要です。組織内の意識改革等、成
果を生み出す取り組みを考える講座
や女性のキャリアアップ講座を実施
します。
（5）女性の健康と生涯キャリア
　キャリア構築は女性ならではの健
康状態と向き合って考えていくこと
が、働き続けるためには大切です。
正しい情報に基づいて、自分らしい

生き方・働き方を考える機会を提供
します。
（6）セクハラ・パワハラ予防
　ハラスメントの定義、指導や教育
との違い、予防と対策等、一般社員
から管理職対象の研修まで、希望に
応じて実施します。
申し込み
　電話で、男女平等参画センターへ。

男女平等参画センター
 ☎3456－4149
総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2026

問い合わせ

　区には飼い主のいない猫によるふ
ん等でお困りの人からも、餌を与え
ている人からも相談が寄せられま
す。これらの猫をめぐるトラブル解
決のため、区では地域猫活動を進め
ています。
地域猫活動とは
　地域猫活動は、飼い主のいない猫
の問題を地域の環境問題として考
え、地域住民の合意の下で、猫を適
正に管理していく活動です。
　猫に関心のある人だけが活動する
のではなく、その地域の人がまちの
環境問題として取り組むことが重要
です。
地域猫活動のポイント
◦去勢・不妊手術を行い、不幸な命
を増やさないようにします。
◦適切に餌を与え、食べ残しとふん
を片付け、まちの美化に努めます。

　地域の皆さんのご理解をお願いし
ます。
猫を飼っている人へ
　猫は縦運動ができる場所があれば
外に出さなくてもストレスなく屋内
で飼育することができます。外に出
ると交通事故にあったり病気に感染
したり、迷子になったりする心配も
あります。いざというときのために
迷子札を装着し、飼い猫についても
去勢・不妊手術を行いましょう。
　一度家族として迎え入れた猫は、
一生涯飼育してください。動物を捨
てることは犯罪です。
猫の去勢・不妊手術費用の補助金は
手術前に申請を
　区では、猫によるトラブルを未然
に防ぐため、猫の去勢・不妊手術費
用を補助しています。

補助額
オス猫　上限5000円
メス猫　上限8000円
※既に去勢・不妊手術が済んでいる
場合は、補助の対象になりませ
ん。必ず手術前に申請してくださ
い。
※手術は港区外の動物病院でも可能
です。
申請方法
飼い猫の場合
対象
　区内で猫を飼育している人
申し込み
　申請書に必要事項を明記の上、郵
送または直接、〒108－8315　みな
と保健所生活衛生課生活衛生相談係
へ。年間を通じて受け付けていま
す。申請書は港区ホームページから
ダウンロードできる他、生活衛生課
生活衛生相談係（みなと保健所5階）
で配布しています。
※申し込みは、1年度内に1世帯1匹
までです（手術予定日の10日前ま

でに申請書が届くように申請して
ください）。

決定通知の送付
　申請書類を審査し、補助を決定し
たら、申請者に決定通知を送付しま
す。決定通知に記載された手術期間
内に手術を受け、手術後に必要書類
を生活衛生課生活衛生相談係へ提出
してください。
飼い主のいない猫の場合
対象
　区内で生活している飼い主のいな
い猫を管理している人
申し込み
　各総合支所協働推進課協働推進係
で随時受け付けています。受け付け
後に調査を行い、補助を決定しま
す。複数回の申請もできます。

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

問い合わせ

表 仕事と家庭の両立支援事業の概要
奨励金の種類 交付金額 主な交付要件

（1）子育て支援奨励金 15万円 従業員が、育児休業を6カ月以上取得し、かつ雇用保険法に定める
育児休業給付金の支給を受けていること

（2）配偶者出産休暇制度奨励金 10万円
平成16年4月1日以後、配偶者の出産に際して取得できる休暇制度
（配偶者出産休暇制度）を就業規則等に新たに規定し、実施してい
ること

（3）介護支援奨励金 15万円 従業員が、介護休業を1カ月以上取得し、かつ雇用保険法に定める
介護休業給付金の支給を受けていること

（4）男性の子育て支援奨励金 10万円
男性従業員が次のいずれかを取得をしていること
①育児休業を継続14日以上
②育児のための短時間勤務（育児短時間勤務）を継続1カ月以上

（5）男性の介護支援奨励金 10万円

要介護状態にある対象家族1人に対して、男性従業員が次のいずれ
かを取得していること
①介護休業を継続7日以上
②介護休暇を1年間に3日以上（半日もしくは時間単位でも取得で
きる場合は、その合計が3日以上）
③介護のための短時間勤務（介護短時間勤務）を継続1カ月以上総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2014

問い合わせ

猫のトラブル減少をめざします

の企業向け出前講座を利用しませんか男女平等参画センター

港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定事業
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子どもだけの
相談ネット

　教育委員会は、国等が主催・共
催または後援する都大会以上の行
事（学業・研究活動・スポーツ・
文化芸術の分野等）において優秀

な成績を収めた幼児・児童・生徒
に対し、その功績をたたえ表彰し
ています。
　平成28年度からは、表彰対象

を、団体は都立・私立を含む港区
内の幼稚園・小学校・中学校・特
別支援学校（幼・小・中）および地
域のクラブチーム等に拡大し、個

プレーパークとは
　子どもが「自分の責任で自由に遊ぶ」
ことを大切にし、普段の公園での禁止
事項を少なくして、道具や廃材、自然
環境を使って、自分のしたいことに挑
戦できる遊び場です。遊びを通して子
どもたちが豊かに育つことを願い、麻
布・高輪・芝浦港南地区で開催してい
ます。
　高輪・芝浦港南地区では、平成28年度

から地域住民団体「みなと外遊びの会」
が運営しています。港区では、プレー
パーク運営に関わる地域サポーターを
募集しています。詳しくは、「みなと外
遊びの会」Facebookをご覧ください。
参加は自由です
　小雨決行、荒天中止です。当日の開
催状況については、みなとコールへ。
 ☎5472－3710

麻布地区総合支所協働推進課まち
づくり推進担当 ☎5114－8815
高輪地区総合支所協働推進課まち
づくり推進担当 ☎5421－7664
芝浦港南地区総合支所協働推進課
まちづくり推進担当 ☎6400－0017

問い合わせ

表3平成29年度の開催予定
芝浦港南地区 高輪地区

日時
4月26日（水）、5月14日（日）・24
日（水）、6月28日（水）
いずれも午前11時～午後5時

5月10日（水）、
6月14日（水）
いずれも午前
11時～午後5時

4月30日（日）、5月28日
（日）、6月25日（日）
いずれも午前10時～
午後4時

会場 港南3丁目遊び場 亀塚公園 高輪森の公園
※麻布地区の開催日程は「広報みなと」等をご確認ください。
※開催時間は、準備、後片付けの時間を含みます。
※ 6月以降の予定は、「みなと外遊びの会」のFacebookや港区ホームページ

等でお知らせします。

被表彰者 在学校・学年 表　彰　内　容

吉村　妃鞠 若葉会幼稚園
年中

第17回大阪国際音楽コンクール・
ファイナル・ヴァイオリン（ユース部門・幼児）　第1位

末岡　大翔 芝小学校1年 第5回関東少年少女空手道選手権大会
小学1年生男子組手の部　第3位

佐藤　琴美 笄小学校6年 第5回関東少年少女空手道選手権大会
小学6年生女子組手の部　優勝

原田　玲花 赤坂小学校1年 第16回全日本少年少女空手道選手権大会
小学1年生女子形の部　優勝

小倉　千宙 芝小学校2年 第16回全日本少年少女空手道選手権大会
小学2年生女子形の部　優勝

中島　乃彩 芝小学校1年 第12回日本芸術文化環境書道展硬筆の部
実行委員会会長賞　半紙の部　秀作賞条幅の部　金賞

畠　淳裕 芝小学校1年 第12回日本芸術文化環境書道展半紙の部
特選　硬筆の部　特選　条幅の部　金賞

落合　勇斗 芝小学校1年 第12回日本芸術文化環境書道展半紙の部　金賞

三階　美優 芝小学校3年 第12回日本芸術文化環境書道展
条幅の部　金賞　硬筆の部　金賞

山岡　奈央 芝浦小学校4年 第12回日本芸術文化環境書道展条幅の部　特選

長澤　一希 南山小学校4年 第12回日本芸術文化環境書道展
半紙の部　秀作賞　硬筆の部　金賞

星野　楽斗 芝小学校4年 第16回芝浦工業大学ロボットセミナー全国大会
デザインコンテスト　第3位

迫田　竜政 芝浦小学校4年 カラテドリームフェスティバル2016国際大会全日本小学生
空手道選手権小学4年生男子　重量級（35㎏以上）　第3位

杉浦　有咲 高輪台小学校2年 第10回ベーデン音楽コンクール全国大会
バロックコース　小学1・2年生の部　入選

町田　華 高輪台小学校2年 第10回ベーデン音楽コンクール全国大会
自由曲コース　小学1・2年生の部　入選

川﨑　莉子 高輪台小学校3年 第40回ピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会
Ｂ級（小4以下）　入選

飛田　千怜 高輪台小学校3年 2016産経ジュニア書道コンクール
中学生以下の部　いきいき賞

伊藤　かのあ 白金の丘小学校
5年

第66回“社会を明るくする運動”東京都推進委員会作文
コンテスト更生保護法人東京保護観察協会理事長賞

大竹　麻央 本村小学校5年 第66回“社会を明るくする運動”東京都推進委員会作文
コンテスト東京更生保護施設連盟会長賞

被表彰者 在学校・学年 表　彰　内　容

池上　大斗 港南小学校6年 全日本ジュニアスキー選手権大会
小学生男子スノーボードアルペンSL（スラローム）　第1位

豊田　聖恵 南山小学校4年 第3回東京都小中学生レスリング選手権大会
小学生男子3～4年生の部「30㎏級」　第3位

豊田　崚真 六本木中学校2年 第3回東京都小中学生レスリング選手権大会
中学生男子の部「59㎏級」　第1位

土方　悠生 本村小学校3年 2016年度将棋日本シリーズ東京大会
テーブルマーク子供大会　低学年部門　準優勝

近藤　祐子 赤坂小学校3年 2016東京ジュニア体操競技選手権大会
女子チャイルドの部　跳馬　第3位　床　第3位

原田　玲奈 赤坂小学校5年 第32回全国小学生陸上競技交流大会
東京都代表選手選考会　女子小学5・6年走高跳　第1位

羽島　大貴 広尾学園中学校3年 第60回東京都児童生徒発明くふう展　優秀賞
伊藤　葉月 青南小学校1年 第60回東京都児童生徒発明くふう展　入選

大坪　健太郎 青南小学校3年 第60回東京都児童生徒発明くふう展　入選
平塚　美聡 高輪台小学校3年 第60回東京都児童生徒発明くふう展　入選
安川　秀太 東町小学校5年 第60回東京都児童生徒発明くふう展　入選
種村　透哉 青南小学校6年 平成28年度東京都小学生科学展東京都教育委員会賞

稲垣　瑠奈 三田中学校2年 第6回命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール
中学生の部　国家公安委員長賞

嶋崎　愛文 高松中学校2年 第54回全国中学校スキー大会（アルペン）
東京都予選会　女子大回転の部　第5位

稲冨　優美花 聖心女子学院
初等科6年

第39回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会
シンクロナイズドスイミングチーム競技（10～12歳）　
優勝

大内　愛子 高陵中学校2年
第39回全国JOCジュニアオリンピック夏季水泳競技大会
シンクロナイズドスイミングチーム競技（13～15歳）　
準優勝

伊藤　貴生 高陵中学校3年 第30回全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
作曲室内楽部門　中学生の部　第4位

千葉　琉矢 赤坂中学校3年 第41回関東少年アイスホッケー選手権大会
中学生の部　第3位

渡邊　一翔 青山中学校3年 第69回東京都中学校支部対抗陸上競技選手権大会
男子3年100ｍ　第1位

表1 表彰者（個人）

表2 表彰者（団体）
被表彰者 在学校・学年 表　彰　内　容

芝浦小学校（成田そら・
花岡あみ・幸田妃代） 芝浦小学校5年（3人） 第1回全国子ども和食王選手権全国大会「和食の心」賞

白金小学校合唱団 白金小学校
4～6年（35人） 第83回ＮＨＫ全国学校音楽コンクール小学校の部　銀賞

港南小学校5年2組 港南小学校
6年（26人）

第3回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクール
自由曲小学生部門　第2位

芝中学校少林寺拳法部 芝中学校3年（6人） 第11回東京都中学校少林寺拳法大会男子団体演武の部　優勝
麻布学園オリエンテー
リング部（Ａチーム） 麻布中学校3年（3人） 第30回全日本高等学校・中学校オリエンテーリング選手権大会

中学生の部　第2位

芝浦チアリーディング
クラブエンジェルス （41人）

チアリーディング＆ダンス全国選手権大会USAナショナルズ2016
Senior編成　open（Level3、4）優勝
Senior編成　Level2　　　 優勝

※在学校・学年は表彰受賞時のものです。
※ 第3回全国小・中学校リズムダンスふれあいコンクールは、平成27年度に行われているため、港南小学校5年

2組26人は、表彰受賞時は6年生です。

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

港区役所本庁舎・芝地区
総合支所の大規模改修工
事を行っています

◦11階食堂が4月3日にリニューアルオープンしました。
一部利用中止しているもの　◦1階南側ロビー：一部閉鎖しています（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。

平成29年度「プレーパーク」を開催します

平成
28年度 港区教育委員会表彰者を表彰しました

庶務課庶務係 ☎3578－2714
問い合わせ

表彰式の様子

プレーパークの様子

プ
レ
ー
パ
ー
ク
の
様
子

人は区内在住または在学の幼稚園
児・小学生・中学生等に拡大しま
した。
　平成28年度は、2月7日に表彰式
を行いました。
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　区では、出産費用の一部を助成
しています。
支給対象
　全てに該当する人が対象となり
ます。

（1）父または母が出産日の前から
出産後も港区に住所があり、かつ
申請日時点で引き続き1年以上港
区に居住していること

（2）産まれた子どもも出生日から
港区に住所があり、父または母と
同居していること

（3）母が日本の公的な健康保険に
加入していること
助成内容
　分娩費や出産にかかった入院費
用（上限額60万円）から、健康保険
で支給される出産育児一時金（付

◆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

　区には、区内在住のひとり親
（母子・父子）家庭等を対象にし
た、手当や医療費助成制度があり
ます（表参照）。
　該当する場合は、お近くの各総
合支所にて相談の上、申請の可否
について確認してください。

対象
　次のひとり親家庭等になった事
由に該当するひとり親家庭または
これに準ずる家庭
ひとり親家庭等になった事由
◦父母が離婚している。
◦父または母が死亡している。

表ひとり親家庭等の手当・医療費助成制度
制度 児童扶養手当 児童育成手当 ひとり親家庭等医療費助成

内容

手当月額

健康保険対象の医療費の一部を助成します。
◦非課税世帯　自己負担なし
◦課税世帯　　1割を自己負担

全部支給
◦児童1人の場合　4万2290円
◦児童2人目　　 　9990円加算
◦児童3人目以降　 5990円加算
一部支給
◦児童1人の場合　4万2280円～9980円
◦児童2人目　　 　9980円～5000円加算
◦児童3人目以降　 5980円～3000円加算
※平成29年4月現在　※所得金額により手当額が異なります。

児童1人につき
月額　1万3500円

対象児童の
年齢

18歳に達した後の3月31日（児童が中度以上の障害を有する場
合は20歳未満）まで 18歳に達した後の3月31日まで 18歳に達した後の3月31日（児童が中度以上の障害

を有する場合は20歳未満）まで

その他
◦母が請求者で、平成15年4月1日現在で支給要件に該当して
すでに5年を経過している場合は申請できません（法令に定め
る災害その他やむを得ない理由のあるときを除きます）。

◦手当受給中の人が所得制限を超えた場
合は資格が消滅します。所得要件に該当し
た場合は改めて申請が必要となります。

◦健康保険に加入していることが必要です。
◦生活保護受給者は対象になりません。

　教育は一人一人の幼児・児童・生徒の個性を
より望ましい方向に伸ばし、人間性豊かに育て
ることが大切です。ところが、学習・心や体の
問題、友達や親子の問題によって子どもの健や
かな成長に支障をきたすことがあります。
　教育センターではこうした問題の解決に向
け、専門の心理士が相談に応じています。相談
にあたっては、相談者のプライバシーの保護に
万全を期していますので、安心して教育相談を
ご利用ください。
対象
　区内在住・在園・在学の18歳までのお子さん
と保護者
電話教育相談
　教育上のさまざまな問題や子どもが集団生活
にうまく適応できない等の悩み、子育ての相談
等を受け付けています。

　相談は、匿名でも受け付けていますが、相談
に必要となる性別や学年等の情報は、可能な限
りお知らせください。
相談日
月～金曜　午前9時～午後7時
土曜　午前9時～午後5時（祝日・年末年始を除
く）
専用電話 ☎5791－5681
来所教育相談
　専門の心理士が遊びや面接を通して、子ども
が本来持っている力を発揮できるよう関わって
いきます。
　そして、保護者とよりよい解決方法を一緒に
考えていきます。
相談の流れ
　保護者が電話で相談の申し込みをします。

↓

　相談日を連絡します。相談日には、お子さん
と保護者が一緒に来所します。

↓
　必要に応じて、定期的に来所していただき、
継続的に相談を行います。また必要に応じて心
理検査も行っています。
相談日
月～金曜　午前9時～午後5時（祝日・年末年始
は除く）
専用電話 ☎5791－5682
　詳しくは、港区ホームページをご覧くださ
い。
幼稚園訪問相談
　専門の心理士が区立幼稚園を訪問し、幼児・
教員・保護者を対象として、経験や専門性を生
かした相談を行い、解決に向けての支援をして
います。訪問日時等については、お子さんの在
籍している幼稚園または教育センターにお問い
合わせください。

教育センター ☎5791－5661
問い合わせ

加金含む）を差し引いた額を助成
します。なお、高額療養費（付加
金含む）は、出産費用から差し引
きます。
必要書類
　病院から発行される出産費用の
領収書（写）等が必要となります。
詳しくは、お問い合わせくださ
い。港区ホームページでも確認が
できます。
申し込み
　出生日から1年以内に、出産費

用助成費支給申請書に必要事項を
明記の上、必要書類を添付して、
直接、各総合支所区民課保健福祉
係へ。または郵送で、子ども家庭
課子ども給付係へ。

子ども家庭課子ども給付係
 ☎3578－2430～3
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照

問い合わせ

◦父または母に重度の障害があ
る。
◦父または母が生死不明である。
◦父または母が児童を1年以上遺
棄している。
◦父または母が保護命令を受けて
いる。
◦父または母が法令により1年以
上拘禁されている。
◦婚姻によらないで出生した児童
を扶養している（事実上婚姻と同
様の関係にある場合を除く）。
※ 児童が施設（保育園等通所施設

を除く）に入所している場合を
除く。

※所得制限があります。
　なお、申請には必要書類があり
ます。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

 
子ども家庭課子ども給付係
 ☎3578－2430～3
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照

問い合わせ

出産費用を助成します

ひとり親（母子・父子）家庭等を
支援しています

教育相談をご利用ください

　ワーク・ライフ・バランスは、性
別にかかわらず、全ての人が対象で
す。女性だけでなく、男性も仕事と
家事や育児、介護、地域活動等を両
立するためには、職場における長時
間労働の改善や休暇取得の促進、さ
らに、男性自身が家庭や地域活動に
対する意識の見直しも重要な要素と
なります。

　男女平等参画センターでは、男性
の家庭や地域への参加を促進するた
め、男性を対象とした講座等を実施
しています。内容は、子育て、家
事、ワーク・ライフ・バランス、地
域への関わり方等、幅広いテーマを
取り上げて実施しています。
　講座の参加者の中には、団体の設
立や助成金を使った自主企画を行う

等、家庭や職場、地域で活躍の場を
広げているケースも見られます。
　ワーク・ライフ・バランスの重要
性について一緒に考えてみません
か。

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2014

問い合わせ

男女平等
参画社会の
実現をめざして



母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
対区民で妊娠中・育児中の母親
とその家族※保育あり（申し込み
時にお申し出ください）
時 5月12日（金）・22日（月）いずれ
も午後2時～4時
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

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（4カ月～就学前、20
人、申込順。申し込み時にお申し
出ください）
時 5月24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

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 5月11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

5月の高輪地区ほっとひとい
き子育て支援事業
子育て相談
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①白金台児童館：5月2日
（火）②豊岡児童館：5月11日（木）③
高輪児童館：5月25日（木）④高輪子
ども中高生プラザ：5月2日（火）・
11日（木）・25日（木）①②③午前10
時30分～11時30分④午後2時～4時
申当日直接会場へ。
（2）ぱぱまま育児相談
時 5月20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。
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 5月16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　母子健康手帳、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

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 5月17日（水）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

のんびりサロン
対区民で、平成29年1～4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 5月8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12月生まれ
のお子さんのいる保護者
時 5月26日（金）（1）午前11時～正
午（2）午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
人各30組（抽選）
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、
当選はがき
申往復はがきの往信面に、希望
回（（1）か（2）いずれかを明記）・お
子さんの生年月日・参加保護者氏
名・電話番号を、返信面に申込者

◆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

　建築物は、用途・規模に応じて
「定期報告」が必要です。
　建築基準法では、建築物の敷地・
構造・設備について、常に適法な状
態に維持保全することを、所有者ま
たは管理者に義務付けています。
　特に多くの人が利用する「特定建
築物」については、一級建築士等の
調査資格者に調査・検査をさせて、
定期的にその結果を、提出先を経由
して特定行政庁（区長または知事）に

報告することになっています。
　詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
特定建築物定期調査報告
　敷地、建築物の外部・内部の状況
および防火・避難関係の調査です。
提出先　〒150－8503渋谷区渋谷2－
17－5シオノギ渋谷ビル8階　東京都
防災・建築まちづくりセンター
 ☎5466－2001

建築物の定期報告のお知らせ
防火設備定期検査報告
　特定建築物内の防火設備の作動状
況等の検査です。
提出先　〒150－8503渋谷区渋谷2－
17－5シオノギ渋谷ビル8階　東京都
防災・建築まちづくりセンター
 ☎5466－4031
建築設備定期検査報告
　特定建築物内の設備機器の作動状
況等の検査です。
提出先　〒105－0003西新橋1－15－
5内幸町ケイズビル2階　日本建築設
備・昇降機センター ☎3591－2421
昇降機等定期検査報告
　エレベーター、エスカレーター、
小荷物専用昇降機、遊戯施設等の検

査です。
提出先　〒151－0053渋谷区代々木1
－35－4代々木クリスタルビル2階　
東京都昇降機安全協議会
 ☎6304－2225

○特定建築物について
建築課建築監視担当
 ☎3578－2306・7
○防火設備、建築設備、昇降機等
について
建築課建築設備担当
 ☎3578－2300・1

問い合わせ

の郵便番号・住所・氏名を明記の
上、郵送で、5月6日（土・消印有
効）までに、〒108－8315　みなと
保健所健康推進課健康づくり係
へ。※抽選結果は全員に5月15日
（月）発送予定 ☎6400－0083

子育てひろば「あい・ぽーと」
ウエルカムウイーク
　さまざまなプログラムに会員以
外の人も参加できます。
対未就学児とその保護者
時 5月15日（月）～19日（金）午前10
時～午後4時30分
所子育てひろば「あい・ぽーと」
人 150人（会場先着順）※予約制の
講座もあります。詳しくはちらし
や「あい・ぽーと」ホームページを
ご覧ください。
申当日直接会場へ。
問子育てひろば「あい・ぽーと」
 ☎5786－3250

子育てひろば「あい・ぽーと」
スプリングコンサート
　ピアノ、バイオリン、チェロの
三重奏です。
対あい・ぽーと会員で未就学児
とその保護者
時 5月20日（土）午後2時～2時45分
所子育てひろば「あい・ぽーと」
人 150人（申込順）
費用　区内在住・在勤者：300円、
区外在住者：500円
申直接、「あい・ぽーと」へ。※5
月1日（月）午前10時から、電話で
も受け付けます。 ☎5786－3250

◎育休復帰準備講座「育児復
帰はこう始める！～ワーキン
グママ＆パパのデビュー応援
～」
対区内在住・在勤で産休・育休
中の人、そのパートナー・家族、
またはテーマに関心のある人
時 5月27日（土）午後2時～4時
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人 20人（申込順）※保育あり（4カ
月～就学前、12人程度。5月11日
（木）までに、申し込み時にお申し
出ください。※0歳児は同伴可）

◎“赤点パパ”の子育てと仕事
の両立講座「行動デザインワ
ークショップ～集まれ港区の
パパ～」
対区内在住・在勤・在学で未就
学児を子育て中の男性。2回とも
参加できる人優先
時 5月28日、6月4日午前10時～正
午（日・全2回）
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人 20人（申込順）※保育あり（1歳
～就学前、14人程度。5月11日
（木）までに申し込み時にお申し出
ください）。
◎印の共通事項
　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、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

　「平成28年熊本地震」に際しまし
ては、丁寧なお見舞いを頂き、心
からお礼申し上げます。
　昨年4月の熊本地震から、1年を
迎えます。多くの皆様からのご支
援により、ようやく被災者の生活
再建など本格的な復興に向け、一
歩ずつですが、着実に歩みを進め
ております。
　賜りましたお見舞金につきまし
ては、ご意向に沿うよう活用させ

て頂き、全ての被災者が一日も早
く元の生活を取り戻せるよう、復
旧・復興に全力で取り組んでまい
ります。
　平成29年3月
 　熊本県知事　蒲島郁夫　

熊本県危機管理防災課
 ☎096－333－2112

問い合わせ

熊本県知事から区民の皆様へ
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子どもだけの
相談ネット
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　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
内容等
　表のとおり。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、5月1日（月）から、お住
まいの地区の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。

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎5232－0840　麻布地区（南麻布）☎3453－8032　赤坂地区（北青山）☎5410－3415　高輪地区（白金の森）☎3449－9669
芝浦港南地区（港南の郷）☎3450－5905

　平成29年度に改定する「港区国際化推
進プラン」の基礎資料とするため、区内
在住外国人等の実態を把握する調査を実
施しました。
　外国人への意識調査は、1241人からア
ンケート回答がありました。さらに外国
人約50人に個別インタビューを行いまし
た。ご協力いただきありがとうございま
した。
　「港区国際化に関する実態調査」報告書
は、在住外国人意識調査に加え、国際交
流団体、インターナショナルスクール、
大使館および外国系企業に対してヒアリ
ングを行い、報告書としてまとめたもの
です。
　報告書の本編については、日本語・英
語の2カ国語で作成し、概要版について
は、日本語・英語・中国語・ハングルの
4カ国語で作成しています。区政資料室
（区役所3階）、各区立図書館で閲覧でき
る他、港区ホームページからご覧いただ
けます。

地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2303・8

問い合わせ

　日本を訪れる外国人がますます増えている中、多言
語対応にお困りではありませんか。
　歴史と文化のまち・港区には、日本の良さが詰まっ
た素晴らしい商品が豊富にあります。しかし、外国人
の目に映る「日本文化」の本当の魅力は、伝えることが
難しいことも事実です。
　外国人のお客さまを多言語でおもてなしすることが
でき、分かりやすく自慢の商品の魅力を説明すること
ができれば、売り上げの増加だけでなく、外国人のお
客さまにも喜んでいただくことができます。
　区は、各店舗のご要望に合わせオーダーメイドの多
言語対応マニュアルおよびツールを作成し、店舗の多
言語対応力向上を支援します。ぜひご活用ください。
対象　区内に立地する店舗
費用　無料
対応言語　英語・中国語
実施内容
（1）店舗に訪問し、外国人にPRしたい商品・サービ
ス、店舗の魅力、多言語対応の状況、どのようなマニ
ュアル・ツールを希望されるか等のヒアリング（30分
～1時間程度）を行います。
（2）ヒアリングに基づき作成したマニュアル等を店舗
にお渡しします。
（3）講師および買い物客役の外国人が店舗に訪問し、
マニュアル等を活用して、買い物シミュレーション講
習（15～30分程度）を行います（英語のみ）。
（4）各店舗の商品・サービス名の入った、オーダーメ
ードの港区おもてなしステッカーをお渡しします。そ

の後、マニュアル等を活用後の多言語対応の状況を把
握するため、実施結果報告書（A4・1枚の様式）を提出
していただきます。
※ PRしたい商品・サービスは、原則1店舗1つとなり
ますが、幅広く対応が可能です。
※ 訪問する日時、所要時間等は店舗のご都合に合わせ
て調整し、負担のないよう実施します。
実施時期　平成29年度は、上期と下期に分けて実施し
ます。
上期実施期間　4～9月
下期実施期間　10月～平成30年3月
定員
英語　計50店舗
中国語　計20店舗
※ 各言語について半数ずつ、上期と下期に分けて実施
します。それぞれ定員に達し次第、締め切ります。

※ 英語および中国語を同時に申し込むことができま
す。
申し込み　所定の申請書に必要事項を明記の上、郵
送・ファックスまたは直接、〒105－8511　港区役所
地域振興課国際化推進係へ。
※ 申請書は、港区ホームページからダウンロードいた
だくか、電話でお問い合わせください。

地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565　FAX3438－8252

申し込み・問い合わせ

「港区国際化に
関する実態調査」

報告書を作成しました

6月開始の介護予防事業
｢みんなと元気塾｣参加者募集

表 事業名等
事業名 会場 定員 実施日・時間 開始日 終了日

1
バランストレーニ
ング足腰元気講座

白金いきいき
プラザ 10人 毎週金曜

午前10時～11時30分 6月2日 9月22日

2 豊岡いきいき
プラザ 10人 毎週木曜

午前10時～11時30分 6月8日 9月21日

3 みんなの食と健口（けんこう）講座
豊岡いきいき
プラザ 8人 毎週月曜

午前10時～11時30分 6月5日 7月24日

タイムトラベル5「江戸城外堀
を巡る旅③雉子橋門跡～幸橋
門跡」
　芝の語り部による史跡巡りで
す。
対おおむね50歳以上の区民で、
長時間歩行できる人
時 6月4日（日）午前9時20分～11時
50分
所地下鉄東西線竹橋駅1b地上出
口集合
人 15人（抽選）
申電話または直接、5月21日（日）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。 ☎3539－2941

膝痛予防改善教室
　筋力の増加による膝痛の予防・
改善をめざします。
対 60歳以上の区民
時 5月8日～7月31日（7月17日を除
く月曜・全12回）午前10時～11時

30分
所ありすいきいきプラザ
人 10人（初めての人優先で抽選）
申電話または直接、4月27日（木）
までに、ありすいきいきプラザ
へ。 ☎3444－3656

初心者麻雀教室
対 65歳以上の区民で麻雀初心者
時 5月9日～9月26日（8月を除く毎
週火曜・全16回）午後1時30分～3
時30分
所青山いきいきプラザ
人 16人（初めての人優先で抽選）
申往復はがきの往信面に、「初心
者麻雀教室希望」・郵便番号・住
所・氏名・年齢・生年月日・電話
番号・麻雀歴を、返信面に、自分
の郵便番号・住所・氏名を明記の
上、4月27日（木・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

笑って体力づくり
対 60歳以上の区民
時 5月8日～平成30年3月26日（毎
月第2・4月曜）午後5時30分～7時
※祝日や講師の都合により第1・3
月曜に変更する場合もあります。
所高輪いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申電話または直接、4月30日（日）
までに、高輪いきいきプラザへ。
※当選者にのみ5月2日（火）に電話
連絡 ☎3449－1643

元気な脳をめざそう「料理と
ウオーキングで認知症予防」
対介護保険の要介護・要支援の
認定を受けていない60歳以上の区
民
時 6月6日～7月11日（毎週火曜・
全6回）午後1時30分～3時30分
所白金台いきいきプラザ
内認知症予防の講話、オリジナ

ル料理およびウオーキング計画と
グループ活動の実践
人 12人（抽選）
費用　200円（材料費）
申電話で、4月21日（金）～5月14
日（日）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
担高齢者支援課高齢者相談支援
係

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 5月23・24日（火・水）
所芝浦アイランド児童高齢者交
流プラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、4月21日（金）午前9時
30分～4月30日（日）午後5時に、芝
浦アイランド児童高齢者交流プラ
ザへ。 ☎5443－7338

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推進係

「港区商店街等多言語対応力向上支援事業」
� 利用店舗を募集します

☎3578–2111（区役所代表） 7
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

みなと

障害者関連情報
精神障害者社会復帰援助事業
（デイケア）
対区民で、こころの病気がある人
時毎週金曜午前9時30分～正午
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

障害者団体の学習活動費用にか
かる講師謝礼を助成します
対港区心身障害児・者団体連合会
に加入する団体または区内で障害者
とともに活動している団体
申学習会等を計画する場合は、郵送
または直接、実施計画書に会則・会
員名簿を添えて、6月30日（金・必着）
までに、〒105－8511　港区役所障害
者福祉課障害者福祉係（区役所2階）
へ。 ☎3578－2383　FAX3578－2678

健　　康
精神保健福祉相談（予約制）
対区内在住・在勤者
時 5月8日（月）・19日（金）・24日
（水）・29日（月）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

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。5月2日（火）までにお申し込み
ください）
時 5月10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、健康推進課地域保健係へ。
参加したことのある人は当日直接会

場へ。 ☎6400－0084

健康相談・禁煙相談（予約制）
対区民
時原則毎月第2・4水曜（予約制）※
時間はお問い合わせください。
所みなと保健所
申電話で、前日までに、健康推進
課健康づくり係へ。 ☎6400－0083

講座・催し物
昭和歌謡コンサート
対どなたでも
時 5月13日（土）午後1時30分～3時
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941

映画音楽コンサート
対どなたでも
時 5月20日（土）午後1時30分～2時30
分
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941

芝の語り部まち歩きツアー「大
寺院：増上寺の子院を巡る旅パ
ート2」
対長時間歩行できる人
時 5月13日（土）午前9時30分～11時
30分
所午前9時20分に地下鉄御成門駅
A6地上出口集合
人 15人程度（抽選）
申電話またはファックスで、4月28
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。
 ☎3578－3121　FAX3578－3180

消費者センター講師派遣事業公
開講座「知っているようで知ら
ない築地市場」
対区内在住・在勤・在学者
時 5月10日（水）午後1時30分～3時

所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人 20人（申込順）
申電話で、消費者センターへ。
 ☎3456－4159

大人の趣味講座「鉄道旅を楽し
もう　第2弾」
対中学生以上どなたでも
時 5月27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。
※5月8日（月）・18日（木）は休館
 ☎5421－7617

歴史セミナー「台場と芝浦―歴
史と文化財」
対中学生以上どなたでも
時 5月20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。
※5月8日（月）・18日（木）は休館
 ☎5421－7617

お 知 ら せ
商店街の小売業等の店舗の改装
費用を助成します
対小売業・飲食業・一部サービス
業で、区内に店舗を有する区内商店
会加盟または加盟見込みの中小企業
者（個人事業も含みます）
内看板、入り口等の外観に関わる
改装等に係る経費の助成
補助金額　補助対象経費の2分の1
（上限50万円）
人 5店舗（抽選）
申申込用紙に必要事項を明記の上、
直接、5月26日（金）までに、産業振
興課産業振興係（区役所3階）へ。詳
しくは、産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net
をご覧ください。 ☎3578－2556

港区市街地再開発事業に係る事
後評価制度を策定しました
　完了した市街地再開発事業の事業

効果を確認・評価し、そこで得られ
た知見を今後の市街地再開発事業の
計画等に反映します。
制度の公表　「港区市街地再開発事
業に係る事後評価制度」は、港区ホ
ームページで公表している他、区政
資料室（区役所3階）でご覧いただけ
ます。また、1月11日～2月10日に実
施した「港区市街地再開発事業に係
る事後評価制度（素案）」の区民意見
募集（パブリックコメント）で寄せら
れたご意見に対する区の考え方につ
いても、港区ホームページでご覧い
ただけます。
問開発指導課再開発担当
 ☎3578－2246・7

東京都環境影響評価条例に基づ
く環境影響評価書案に係る見解
書の縦覧について
事業名　豊海地区第一種市街地再開
発事業
時 4月26日（水）～5月15日（月）※閉
庁時を除く。
縦覧場所　環境課（区役所8階）、芝
地区総合支所、みなと図書館
都民の意見を聞く会
時 6月1日（木）午後2時30分※午後2
時から傍聴券の配布開始
所中央区月島社会教育会館4階ホー
ル（中央区月島4－1－1　月島区民セ
ンター4階）
人 240人（会場先着順）
申当日直接会場へ。※公述人の申
し出がない場合は中止となります。
事前にお問い合わせください。
都民の意見を聞く会の公述人募集
　環境保全の見地から意見を述べた
い人は、郵送または直接、5月2日
（火）～16日（火・消印有効）に、氏
名・住所・電話番号・事業名「豊海
地区第一種市街地再開発事業」・公
述要旨を明記の上、〒163－8001新
宿区西新宿2－8－1　東京都環境局
総務部環境政策課審査担当へ。
 ☎5388－3441
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当　 ☎3578－2490

◆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

※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。

4
月
23
日（
日
）

アザブ循環器・
内科クリニック（内） 元麻布3－4－8 5411－0405
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
かたくら歯科医院（歯） 芝4－7－6　尾家ビル1階 3452－0418
アイエスデンタル
クリニック（歯） 北青山3－5－25　下島ビル4階 5785－2953
★中村クリニック（内） 六本木4－11－13 3401－8003

4
月
29
日（
土・祝
）

赤坂おだやかクリニック（内） 赤坂5－3－1
赤坂Bizタワーアネックス2階 6234－0511

北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
えのもと歯科医院（歯） 北青山2－13－3　榎本ビル202 5410－8878
★しば胃腸こうもん
クリニック（内） 芝4－11－5　KTビル3階 6453－9307

4
月
30
日（
日
）

高沢内科クリニック（内・小） 赤坂8－13－12 3401－9630
東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 3451－8211
ヨシエ歯科医院（歯） 芝3－27－5 3453－2867
古畑歯科医院（歯） 赤坂6－15－1　ミツワビル2階 3587－1823
★川村内科医院（内） 新橋5－10－6　川村ビル1階 3431－3322
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

4月23日（日） れんが通り薬局 新橋6－14－7 3433－4437

4月29日（土・祝） ライオン薬局 芝2－18－2 3455－3637

4月30日（日） 日生薬局　御成門店 西新橋3－23－5 3431－9007

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
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。
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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

「都市鉱山からつくる！みんな
のメダルプロジェクト」に協力
します
　東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会組織委員会では、使用済
み携帯電話等の都市鉱山から回収す
る金・銀・銅のリサイクル金属を大
会のメダルに活用する「都市鉱山か
らつくる！みんなのメダルプロジェ
クト」を開始しました。区は、各総
合支所をはじめ区有施設13カ所に設
置している「使用済み小型家電回収
ボックス」から回収した金属類を大

会のメダル製作に活用します。
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
ちぃばす「高輪ルート」のバス
停休止
　「清正公大祭」開催に伴う交通規制
により、高輪ルート復路（品川駅方
面）で155「高輪二丁目」および155－2
「高輪台小学校」バス停を休止しま
す。
時 5月4日（木・祝）・5日（金・祝）始

発～最終
問㈱フジエクスプレス
 ☎3455－2213
地域交通課地域交通係 ☎3578－2279

求人・区民委員募集
港区市街地再開発事業に係る事
後評価委員会委員
対 18歳以上の区内在住・在勤・在
学者で、平日の日中または夜間の会
議に出席できる人
任期　6月1日～平成31年3月31日（6

回程度開催予定）
人 1人（書類等の審査あり）
謝礼等　委員には区の規定による謝
礼を支給します。
申応募用紙に必要事項を明記の上、
5月8日（月・必着）までに、郵送また
は直接、〒105－8511　港区役所開
発指導課（区役所6階）へ。応募用紙
は、開発指導課で配布する他、港区
ホームページからダウンロードもで
きます。
問開発指導課再開発担当
 ☎3578－2246・7

　ご家族・グループでお気軽にご利用ください。
開設期間　7月22日（土）～8月30日（水）
対象
区民
　抽選申し込みと空き室申し込みができます。
区内在勤者
　抽選後の空き室申し込みができます。
初めて申し込む人へ　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が利

用者登録申込書を兼ねていますので、専用はがき
で登録をお申し込みください。後日、ご自宅に利
用者登録証が送られます。
抽選申し込み（区民）　抽選は、7月利用分と8月利
用分に分けて行います。表1からご希望の施設を
1つ選び、表2の受付期間内に、保養施設テレホ
ンサービス、保養施設予約システムまたは専用は
がきでお申し込みください。
　抽選結果は、月末にご自宅に郵送します。

表1 通年・夏季借上区民保養施設一覧
期
間

場所
（施設番号） 施設名 所在地・電話番号 料金（消費税込み） 部屋タイプ 部屋数 利用人数大人 小人

通
年

箱根
（11）

港区立 
大平台みなと荘

神奈川県足柄下郡箱根町大平台294
☎0460－86－1122

9500～
1万500円 5000円

和室12畳また
は和洋室（8畳
＋2ベッド）

25室 2人以上

伊東
（22） ホテル暖香園 静岡県伊東市竹の内1－3－6

☎0557－37－0011 8100円 4860円 和室10畳 3～7室 2～5人

夏
季
　

7
月
22
日（
土
）〜
8
月
30
日（
水
）　
40
日
間

伊豆稲取
（43）

稲取東海ホテル 
湯苑

静岡県賀茂郡東伊豆町稲取1599－1
☎0557－95－2121 1万260円 8100円 和室10畳 2室

2～5人

安房小湊
（50）

満ちてくる心
の宿　吉夢

千葉県鴨川市小湊182－2
☎04－7095－2111 1万260円 8100円 和室10畳 2室

鬼怒川温泉
（58）

鬼怒川グランド 
ホテル　夢の季

栃木県日光市鬼怒川温泉大原1021
☎0288－77－1313 1万1340円 9180円 和室12.5畳 2室

川治
（60）

湯けむりの里
柏屋

栃木県日光市川治温泉高原62
☎0288－78－0002 9180円 7020円 和室10畳 2室

熱海
（61）

ホテル 
ニューアカオ

静岡県熱海市熱海1993－250
☎0557－82－5151 9180円 7020円 和室10畳 2室

箱根湯本
（62）

四季の宿 
箱根路　開雲

神奈川県足柄下郡箱根町湯本521
☎0460－85－6678 9180円 7020円 和室10畳

＋次の間 2室

舞浜
（63）

ホテルオーク
ラ東京ベイ

千葉県浦安市舞浜1－8
☎047－355－3333 8000円 8000円

スーペリアルー
ム（ツイン＋エキ
ストラベッド）

2室 2～4人

石和
（64） ホテル春日居 山梨県笛吹市春日居町小松855

☎0553－20－2000 8640円
5400円

（小学生）
3240円（4歳
～就学前）

和室10畳 
＋次の間5畳 2室 2～5人

熱川
（67）

熱川プリンス
ホテル

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1248－3
☎0557－23－1234 9180円 7020円 和室10畳 2室 2～5人

※大人は12歳以上、小人は4～11歳以下です。3歳以下のお子さんの添寝は無料です。
※ホテルオークラ東京ベイは1泊朝食付きの料金です。その他は1泊2食付きの料金です。
※ホテルオークラ東京ベイには大浴場はありません。
※ ホテルオークラ東京ベイは利用人数が2人以上の申し込みに限り、小学6年生までのお子さんは、添寝の場合朝食料金
（1550円）のみでの利用が可能です（ベッド1台につき小人1人）。添寝の人数は利用人数に含まれません。詳しくは、事前に
JTBみなと予約センターにお問い合わせください。

※ホテルニューアカオは、幼児施設使用料（2～3歳）2160円がかかります。
※入湯税は含まれていません。宿泊施設でのお支払いになります。
※部屋タイプは、状況により変わることがあります。
※大平台みなと荘の利用料金は、1部屋の利用人数により異なります。
※ 暖香園の利用料金は、夏季保養施設開設期間中（7月22日（土）～8月30日（水））の料金です。他の時期の料金は、お問い合わ

せください。
※暖香園の室数は、曜日により異なります。
※ご利用希望の月に抽選申し込みができるのは、通年・夏季施設を含めて1つだけです。
※1申し込みにつき、2泊（連泊）まで予約できます。

空き室申し込み（区民・区内在勤者）
　利用希望日の1カ月前の同日から保養施設テレ
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。
受付時間
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
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
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
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
ご注意ください
（1）申し込み代表者（本人）が行かない場合は利用
できません。必ず申し込み代表者（本人）を含むグ
ループでご利用ください。
（2）各月の抽選は、同一世帯・同一グループにつ
き1施設のみ申し込むことができます。複数の申
し込みは無効となりますのでご注意ください。
（3）区民保養所利用手帳は大平台みなと荘とホテ
ル暖香園で利用することができます（土・日曜を
除く）。区民保養所利用手帳を利用する時は、本
人確認の書類が必要です。確認できない場合は減
額できません。詳しくは、お問い合わせくださ
い。
専用はがきとパンフレットの配布
　各総合支所区民課、各区民センター、JTB新
橋・赤坂見附店にあります。
表2 抽選申込受付期間

利用月 保養施設テレホンサービスま
たは保養施設予約システム 専用はがき

7月
利用分

5月1日（月）～18日（木）
毎日　午前8時～午後10時

（予約システムは午前0時まで）
5月1日（月）～12日

（金・必着）

8月
利用分

6月1日（木）～18日（日）
毎日　午前8時～午後10時

（予約システムは午前0時まで）
6月1日（木）～12日

（月・必着）

※ 7月31日から8月1日の2泊をご希望の場合は「7月31日か
ら2泊」として、5月にお申し込みください。

○登録・利用・申し込みについて
JTBみなと予約センター ☎3504－3590
○区民保養施設事業について
みなとコール ☎5472－3710

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

夏季区民保養施設のご案内

◆書面やファックスでの申し込みの際には、摩擦熱等の温度変化で筆跡が消えるボールペン等の使用をお控えください。

　港区地域防災計画は、区と各防災
機関が連携して、災害の予防から応
急対策、復興までを実施するため
の、区の災害対策の根幹となる計画
です。
　平成28年に発生した熊本地震や、
多発する風水害から得た教訓を踏ま
えるとともに、関係法令や各種計画

等との整合性を図るため、港区地域
防災計画を修正し、3月23日開催の
港区防災会議で決定されました。
　修正にあたって、重点的に検討
し、計画に反映したのは次の事項で
す。
1　各種災害時における避難勧告等
の発令基準の周知および伝達体制の

整備
2　実効的な避難所運営についての
課題整理、機能強化
3　要配慮者支援策の構築
4　帰宅困難者対策および高層住宅
の震災対策
5　区の特性を踏まえた風水害対策
6　区と各防災機関との協力体制の
充実
　今回の修正によって、区の防災体
制が強化され、発生が危惧される首

都直下地震等に、迅速・確実な対応
がとれるよう、区及び各防災機関は
計画の実効性を向上させます。
　港区地域防災計画（平成28年修正）
は港区ホームページでご覧いただけ
ます。

防災課防災計画推進担当
 ☎3578－2510

問い合わせ

港区地域防災計画（平成28年修正）
を作成しました

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

1
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）白金台児童館

3
（水・祝）

GW映画会「ジョイ・ディヴィジョン」
(原題:JOY DIVISION)

午後2時～3時35分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

5
（金・祝）

子ども映画会「ダンボ」(原題:DUMBO) 午前10時30分～11時35分 
（午前10時） 港南図書館（45人）

ミュージックシアター「レナード・バーンスタイン
ニューヨーク・フィルハーモニック モスクワ」
(原題:LEONARD BERNSTEIN and the NEW YORK 
PHILHARMONIC MOSCOW)

午後2時～3時
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

6
（土）

ミュージックシアター
「チレーア 歌劇「アドリアーナ・ルクヴルール」」
(原題:CILEA | ADRIANA LECOUVREUR)

午後2時～4時35分
（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

7
（日）港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

9
（火）

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

おはなし会「あっぷっぷ」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

10
（水）

ランチタイムコンサート 午後0時10分 障害保健福祉センター

鈴木清順監督追悼映画会「けんかえれじい」 午後1時～2時30分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

おはなし会「あひるのハナ」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

11
（木）

DVDシアター
「ディスカバリーチャンネル ハッブル宇宙望遠鏡」

正午～午後0時55分
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

12
（金）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）港南子ども中高生プラザ

13
（土）

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

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「おいしいよ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会
「たくさんのたくさんのたくさんのひつじ」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「カンサス騎兵隊」(原題:SANTA FE TRAIL) 午後2時～3時50分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

おはなし会「よーい どん！」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

16
（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

May

5
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

麻布子ども中高生プラザ
麻布図書館
高輪図書館分室
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

障害保健福祉センター
台場児童館
台場区民センター
みなと図書館
三田図書館
港南子ども中高生プラザ
赤坂子ども中高生プラザ

☎5439－2511
☎5500－2363
☎5500－2355
☎3437－6621
☎3452－4951
☎3450－9576
☎5561－7830

☎5447－0611
☎3585－9225
☎3443－1666
☎3443－1555
☎3404－5874
☎5443－7338

白金台児童館
赤坂図書館
港南図書館
高輪図書館
港区スポーツセンター

☎3444－1899
☎3408－5090
☎3458－1085
☎5421－7617
☎3452－4151

17
（水）

DVDシアター「綾小路きみまろ『あれから40年!』」 午後1時～2時10分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

子ども映画会
「ファイアードック 消防犬デューイの大冒険」

午後3時～5時
（午後2時30分） 高輪図書館分室（50人）

18
（木）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）高輪子ども中高生プラザ

19
（金）映画会「拳銃の町」(原題:TALL IN THE SADDLE) 午後2時～3時30分

（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

20
（土）

ぴよぴよおはなし会―おひざでだっこ―
「みんなにげた」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会「オルフェ」(原題:ORPHEE) 午後2時～3時35分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

おはなし会
「はいてほしい くつしたの おはなし」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

21
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター

おはなし会
「くまのオットーとえほんのおうち」他 午後2時30分～3時 麻布図書館

23
（火）おはなし会「かくれんぼどうぶつえん」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

24
（水）

おやこおはなし会「ひとつ たくさん」他 午前10時30分～11時 港南図書館

みなと図書館朗読会 午前11時～正午
（午前10時30分） みなと図書館

25
（木）おはなし会「もりのおやつやさん」他 午前10時30分～11時 三田図書館

26
（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

ナイトシネマ「不滅の恋 ベートーヴェン」 午後5時30分～7時40分 
（午後5時） 麻布図書館（30人）

27
（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

みなとシネクラブ
「ぼくたちのムッシュ･ラザール」

午後1時～3時10分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

おはなし会「マンドリルおじさんのおなら」他 午後2時～2時30分 赤坂図書館

きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

28
（日）

おはなし会「ぽちぽちまめこ」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「別れの時」(原題:FOXFIRE) 午後2時～3時40分
（午後1時30分） 三田図書館（60人）

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　山形県東田川郡庄内町は、日本有数
の穀倉地帯である庄内平野のほぼ中央
に位置します。山岳信仰の聖地・出

で

羽
わ

三山の主峰で日本百名山の一つ、月
がっ

山
さん

があり、山から流れ出す名水百選の清
流は田を潤し、良質な米を育みます。
庄内町は「つや姫」「はえぬき」等のブラ
ンド米の産地で「日本一おいしい米の
里」です。

　庄内町は、毎年7月に白金の商店会・
白金プラザ会が開催する「天の川蛍祭」
に町内で育てたゲンジボタルを提供し
ています。「都会の子に蛍の美しさを見
せたい」と9年前に始まり、平成29年は7
月1・2日（土・日）に開催されます。観察
のため設置されたテントの中でたくさ
んの蛍の光が飛び交う幻想的な光景が
人気で、毎回たくさんの人が訪れます。
この祭りがきっかけとなり、庄内町と港
区は平成29年2月、商店街振興・観光
振興の促進を図るために「商店街友好都

市との交流に関する基本協定」を締結し
ました。
　「豊かな自然と、そこで育ったおいし
い農作物が町の魅力です」と庄内町担
当者は話します。「春はタケノコ等の山
菜が豊富です。町が運営する月の沢温
泉北

き た

月
がっ

山
さん

荘
そ う

では、温泉に浸かりながら、
囲炉裏焼のイワナや地元の食材を生か
した郷土料理が楽しめます。ほうき作
りや野菜の収穫等、昔から続く庄内町
ならではの暮らし体験も港区民の方に
味わっていただきたいです」

　年間を通じて強い風が吹く庄内町は、
地域おこしの一環として平成5（1993）年
から風力発電に取り組んでいます。町
内には現在6基の大型風車があり、自
治体として初めて売電を実施しました。

「再生可能エネルギーの活用についても
港区と連携できたらと思います」と担当
者は話します。

毎年蛍を届けてくれる「お米と風車の町」

第2回

山形県東
ひがし
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内
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町
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川
蛍
祭
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大
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車

「食品の栄養表示の食塩相当量」につ
いて
Q　年齢とともに血圧が高くなり、
塩分を気にするようになった。食品
の表示を見てみたが、食塩相当量が
書かれているものとそうでないもの
があって混乱している。表示の見方
を教えてほしい。
A　平成27年4月から新しい食品表
示制度が始まり、以前は任意だった
加工食品への栄養成分の表示が義務
付けられました。義務付けられたの
は、熱量・たんぱく質・脂質・炭水
化物・ナトリウムで、「ナトリウム」
については「食塩相当量」として記載
することになりました。ただし、猶
予期間が5年間あり、平成32年度ま
では、旧表示も認められているた
め、「ナトリウム」で表示されている
食品もあります。この場合は、ナト
リウム量(ミリグラム)×2.54÷1000
で、食塩相当量(グラム)を算出する

ことができます。数値は、1食分当
たりの他、100グラム、100ミリリッ
トル当たり等の場合があるので、こ
れも確認するようにしましょう。
　なお、厚生労働省「日本人の食事
摂取基準（2015年版）」の1日の食塩摂
取目標値は、18歳以上の男性8.0グ
ラム未満、女性7.0グラム未満です。
2010年度版では、男性9.0グラム未
満、女性7.5グラム未満でしたが、
より厳しい数値に改訂されました。
　もしも食品表示についてメーカー
対応に疑問がある等トラブルになっ
てしまった場合は、消費者センター
にご連絡ください。
消費生活相談窓口
　消費者センターでは、消費生活相
談員が区内在住・在勤・在学者を対
象に、個人の消費生活におけるトラ
ブル等の相談を受けて問題解決への
お手伝いをしています。

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

区長エッセイ
メールマガジン　きらっと★
港区  きらっと 検索

毎月１日配信


