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◆�「広報みなと」は新聞（朝日・読売・毎日・日本経済・産経・東京）折り込みです。区の施設や、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、区内のＪＲ・
　地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、「点字広報」、「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。

「広報みなと」は、港区ホームページ（http://www.city.minato.tokyo.jp）でもご覧いただけます。

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前7時~午後11時

熱中症予防と節電のお願い 節電は、区民・事業者の皆さん一人一人の取り組みが大きな成果につながります。熱中症になら
ないよう、エアコンや扇風機等を効率的に活用し、無理のない範囲で節電にご協力ください。
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　レインボーブリッジのライトアップに加え、駅構
内や電車の明かり、生活の営みの灯りが輝く、都会
の生活と観光スポットが収まった港区ならではの風
景です。この他にもいつもと違う視点で周りを見渡
すと、新たな発見ができる港区。少し違う道を歩い
てみて、港区の魅力を見つけてみませんか。
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ごみ処理券は、10月31日（火）まで
使用できます。

旧事業系有料ごみ処理券の取り扱い
　使い切れなかった旧事業系有料ご
み処理券は、差額交換または口座振
込による返金（還付）により対応しま

す。
※ 改定により使用できなくなった旧
事業系有料ごみ処理券は、5年を
過ぎると返金（還付）できません。

みなとリサイクル清掃事務所運営
係 ☎3450－8025

問い合わせ粗大ごみ処理手数料
　粗大ごみ処理手数料を10月1日
（日）申し込み分から、表1のとおり
改定します。
※ 9月30日（土）までに申し込んだ場
合は、収集が10月1日（日）以降で
あっても現行の手数料を適用しま
す。

事業系有料ごみ処理券
　事業系有料ごみ処理券の廃棄物処
理手数料を10月1日（日）から、表2
のとおり改定します。改定後のごみ
処理券は10月1日（日）から販売しま
す。
※ 9月中に使い切れなかった現行の

10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、8
月12日（土・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8月18日（金）
までにお申し込みください。抽選結
果は8月末にご自宅に郵送します。
利用者登録兼抽選はがき郵送先変更
のお知らせ 
　JTBみなと予約センターの住所が
変わりました。
移転後住所　〒141－0021　品川区
上大崎2－24－9アイケイビル3階
「JTBみなと予約センター」

空き室申し込み
対象　区民・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。
大平台みなと荘の優先抽選
優先抽選日
　10月7日（土）利用分
対象
（1）区内在住者で、次の手帳等の交
付を受けた人
　身体障害者手帳、愛の手帳、精神
障害者保健福祉手帳、被爆者健康手

帳、戦傷病者手帳、特定医療費（指
定難病）受給者証、都医療券（特殊医
療（人工透析を必要とする腎不全、
先天性血液凝固因子欠乏症等）およ
びB型・C型肝炎治療医療費助成受
給者証は除く） 
（2）区内在住者で、障害者総合支援
法の対象となる難病により障害支援
区分認定通知書の交付を受けた人
※ 優先抽選は大平台みなと荘のみで
す。
※ 優先抽選の申し込みをした人は、
一般抽選の申し込みはできませ
ん。
※ 優先枠を設けての抽選になります
ので、全ての人が当選するもので
はありません。
※ 部屋タイプの指定はできません。
申し込み
　官製はがきに「港区保養施設優先
抽選申し込み」・代表者氏名・住
所・電話番号・生年月日・利用者番
号・利用希望人数（2～5人）を明記の
上、郵送で、8月12日（土・必着）ま
でに、〒141－0021　品川区上大崎2

－24－9アイケイビル3階「JTBみな
と予約センター」へ。
注意事項
　区民保養所利用手帳を利用すると
きは、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。

○登録・利用・申し込み
JTBみなと予約センター
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

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

表 1 粗大ごみ処理手数料
現行 300円 700円 1000円 1800円 2500円

改定後 400円 800円 1200円 2000円 2800円

主な
品目例

◦布団
◦いす

◦自転車（16インチ以上）
◦卓上式ミシン

◦机
◦ベッドマット
◦たたみ（一畳）

◦中型箱物家具
◦ソファー（2人以上用）
◦ダブルベッド（ベッドマットを除く）

◦大型箱物家具
◦両そで机

表 2 事業系有料ごみ処理券
券種 70L券（1セット5枚） 45L券（1セット10枚） 20L券（1セット10枚） 10L券（1セット10枚）
現行 2415円 3100円 1380円 690円

改定後 2660円 3420円 1520円 760円

対象・内容等
　表3のとおり
とき
　10月～平成30年3月
ところ
　障害保健福祉センター
その他
（1）訓練の詳細な時間帯について

は、お問い合わせください。
（2）重複障害者機能訓練、言語訓
練は、自立訓練との併用はできま
せん。
申し込み
　電話またはファックスで、障害
保健福祉センターへ。その際、事
業の説明および身体状況の確認、

申請書類についての説明等を行い
ます。利用の申請には、（1）申請
書（2）状況調査表（3）センター所定
の機能訓練実施意見書が必要です
（センター所定の機能訓練実施意
見書作成料金は自己負担となりま
す）。直接、8月18日（金）までに、
障害保健福祉センター機能訓練担

「平成29年度障害児・者を支
援している人への研修」受講
生の募集
対仕事・家族・ボランティア等
で障害児・者の支援や介護に携わ
っている人、または興味のある区
内在住・在勤・在学者
時 8月17日（木）午後6時30分～8時
30分
所区役所9階会議室
内精神障害者の支援の実態と障
害者差別解消法について
人 50人（申込順）
申電話またはファックスで、障
害者福祉課障害者支援係へ。
 ☎3578－2674　FAX3578－2678

表 3 事業一覧
事業名 重複障害者機能訓練 言語訓練 学齢児機能訓練

訓練方法 個別（30分） 集団（2時間程度） 個別（1時間）

対象

次の全ての要件を満たす人
○18歳以上で重複障害があり機能
訓練を必要とする人
○身体障害者手帳および愛の手帳を
持っている人

次の全ての要件を満たす人
○18歳以上で自立訓練事業の対象外で、
言語訓練を必要とする人
○脳血管障害や頭部外傷等により言語
障害や高次脳機能障害（器質性精神障
害）と診断された人

次の全ての要件を満たす人
○学齢児で、肢体不自由による運動障害
があり、機能訓練を必要とする人
○身体障害者手帳（肢体不自由）を持っ
ている学齢児

内容 二次的障害を予防し、日常生活の維
持・改善を図ります。

持てる力を最大限に生かしながら、家庭
や地域での生活やコミュニケーション
の広がりをめざし、より生活しやすくな
るための支援をします。

家庭での生活動作の習得や二次的障害
を予防するために個別指導を行います。

回数 週1回 週1回 月2回
募集人数 8人 6人 16人

当へ。利用者の決定については、
後日連絡します。

障害保健福祉センター
 ☎5439－2511　FAX5439－2514

問い合わせ

10月1日からごみ処理手数料を改定します

平成29年度後期（10月～平成30年3月）

機能訓練の利用者を募集します

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘・ホテル暖香園

平成29年7月21日号5面に掲載した「歯並び・かみ合わせ相談」の時間の記載に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）8月30日（水）午後10時～11時40分　（正）8月30日（水）午前10時～11時40分　　問い合わせ　健康推進課地域保健係　☎6400－0084
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　8月31日（木）まで、政治家の寄附禁止
PR強化期間です。政治家が選挙区内の
人に、お金や物を贈ることは、法律（公
職選挙法）で禁止されています。違反す
ると、処罰されます。また、有権者が寄
附を求めることも禁止されています。
　寄附禁止のルールを守って、明るい選
挙を実現しましょう。

贈らない・求めない・受取らない

港区の人口 
平成29年7月1日現在

総人口

男 10万8,497人
23万2,971人

女 12万4,474人

男 1万244人 女 9,118人

出生等 296人 死亡等 291人
転入 2,255人 転出 2,033人

25万2,333人
(前月比227人増)

(前月比408人増)

1万9,362人 (前月比181人減)

日本人世帯数 12万9,974世帯
外国人世帯数 1万567世帯
複数国籍世帯数 3,134世帯

14万3,675世帯 (前月比65世帯増)
(前月比102世帯増)
(前月比34世帯減)
(前月比3世帯減)

日本人

外国人

世帯数

　各いきいきプラザ・台場高齢者
在宅サービスセンター・芝浦アイ
ランド児童高齢者交流プラザで

は、週1回、会食の機会を設け、
栄養バランスが取れた食事を提供
します。

対象　65歳以上の区民で、ひとり
暮らしまたは高齢者のみの世帯
とき　10月～平成30年3月
ところ・定員　表のとおり
費用　1回400円以内（生活保護を
受給している人は1回200円以内）
申し込み　直接、8月10日（木）ま
でに、希望する施設の窓口へ。
 ☎欄外参照

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022
◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　神明☎3436－2500　虎ノ門☎3539－2941　南麻布☎5232－9671　ありす☎3444－3656　麻布☎3408－7888
西麻布☎3486－9166　飯倉☎3583－6366　赤坂☎3583－1207　青山☎3403－2011　青南☎3423－4920　豊岡☎3453－1591　高輪☎3449－1643　白金☎3441－3680　
白金台☎3440－4627　港南☎3450－9915　◆台場高齢者在宅サービスセンター◆　☎5531－0520　◆芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ◆　☎5443－7338

表 高齢者会食サービス曜日一覧
曜日 芝地区 麻布地区 赤坂地区 高輪地区 芝浦港南地区
月 青山いきいきプラザ （19） 高輪いきいきプラザ （15） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ （23）
火 三田いきいきプラザ （32） 西麻布いきいきプラザ （16）

ありすいきいきプラザ （20） 豊岡いきいきプラザ （20） 台場高齢者在宅サービスセンター （25）
水 虎ノ門いきいきプラザ （20） 飯倉いきいきプラザ （20） 青南いきいきプラザ （10）
木 麻布いきいきプラザ （15） 赤坂いきいきプラザ （8） 白金いきいきプラザ （20）
金 神明いきいきプラザ（30） 南麻布いきいきプラザ （30） 白金台いきいきプラザ （20） 港南いきいきプラザ （30）

※（　）は定員。定員を超える申し込みがあった場合は、区が選定基準に基づいて決定します。

カラフル切り絵アート
　作業中カッターを使用します。
対おおむね50歳以上の区民
時 9月12・26日（火）午後1時30分
～4時
所三田いきいきプラザ
人各20人（抽選）
費用　各500円（材料費）
申電話または直接、8月27日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

男性のための料理教室
対 60歳以上の男性の区民
時（1）10月4日～平成30年3月7日
（10・11・1月は第2・4水曜、12・
2月は第1・3水曜、3月は第1水曜、
全12回）午前9時30分～午後2時（2）
10月5日～平成30年3月8日（10・
1・2月は第2・4木曜、11月は第
2・5木曜、12月は第1・3木曜、3
月は第2木曜、全12回）午前9時30
分～午後2時※いずれも初回は説
明のみ
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 
（ガスコンロ使用）
人（1）15人（2）8人（新規の人優先
で抽選）
費用　各500円（材料費）
申本人が直接、9月10日（日）まで
に、各いきいきプラザへ。
問神明いきいきプラザ
 ☎3436－2500
三田いきいきプラザ ☎3452－9421

介護者のための配食サービス
の試食会
対家族を介護している区民
時 8月15日（火）午後1時30分～3時
所芝地区高齢者相談センター
人 10人（申込順）
申電話で、芝地区高齢者相談セ
ンターへ。 ☎5232－0840

やわらかボール体操教室「今
から貯

ち ょ

筋
き ん

」
対 65歳以上の区民
時 8月23日～11月15日（10月11日
を除く毎週水曜・全12回）午後1時
30分～3時
所南麻布いきいきプラザ
人 15人（抽選）
申直接、8月11日（金・祝）まで
に、南麻布いきいきプラザへ。
 ☎5232－9671

介護予防教室「筋力アップマ
シントレーニング教室」
対 65歳以上の区民で、1人で通う
ことができ、期間中継続して参加
が見込める人
時（1）（2）9月5日～11月28日（火・
金、全24回）午後1時30分～3時30
分
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）10人（2）8人（新規優先で抽
選）
申本人が直接、8月10日（木）まで
に、各いきいきプラザへ。
問ありすいきいきプラザ
　 ☎3444－3656
西麻布いきいきプラザ
 ☎3486－9166

赤坂いきいき健康講話「認知
症予防～デュアルタスクに挑
戦～」
対 60歳以上の区民
時 8月28日（月）午前10時30分～11
時30分
所赤坂いきいきプラザ
人 30人（申込順）
申電話または直接、8月21日（月）
までに、赤坂いきいきプラザへ。
 ☎3583－1207

「ラジオ体操・みんなの体操」
講習会
対 60歳以上の区民
時 8月30日（水）午後1時～3時
所青山いきいきプラザ
人 50人（申込順）

持ち物　上履き、運動ができる服
装
申電話または直接、青山いきい
きプラザへ。 ☎3403－2011

鍛えよう！飲みこむ力「美
お

味
い

しく食べ続けるために」
対 65歳以上の区民
時 8月25日（金）午後2時～4時
所赤坂地区高齢者相談センター
人 10人（申込順）
申電話で、8月21日（月）までに、
赤坂地区高齢者相談センターへ。
 ☎5410－3415

いきいきヨガ
対 60歳以上の区民
時（1）9月4日～平成30年3月26日
（12月18・25日、1月1・8日を除く
毎週月曜、全26回）（2）9月5日～平
成30年3月20日（12月19・26日、1
月2日を除く毎週火曜、全26回）い
ずれも午前10時～11時
所白金台いきいきプラザ
人各7人（抽選）
申電話または直接、8月17日（木）
までに、白金台いきいきプラザ
へ。※60歳以上でいきいきプラザ
の個人登録証をお持ちでない人
は、身分証明書をお持ちくださ
い。 ☎3440－4627

いつでも・どこでも・だれにで
も「気軽にスローエアロビック」
対 60歳以上の区民
時 8月29日（火）～9月29日（金）
（火・金曜、全10回）午後1時30分
～3時

所豊岡いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、8月22日（火）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

かいごカフェ（バイオリン演
奏あり）
対介護やご自身の老後、認知症
に関心のある区民
時 8月11日（金・祝）午後2時～3時
30分
所港南の郷
人 15人（申込順）
申電話で、芝浦港南地区高齢者
相談センターへ。 ☎3450－5905

介護保険制度の改正について
　8月から、高額介護（介護予防）
サービス費の1カ月の自己負担上
限額が次のとおり変わります。

所得区分 上限額（月額）
現役並み所得者 4万4400円（世帯）
一般世帯 4万4400円（世帯）
住民税非課税世帯 2万4600円（世帯）

合計所得＋年金
収入80万円以下 1万5000円（個人）

生活保護受給者 1万5000円（個人）
※ 一般世帯以外の自己負担上限額に変

更はありません。

　なお、一般世帯のうち、利用者
負担割合が1割の人のみの世帯に
ついては、8月から翌年7月までの
1年間で44万6400円（3万7200円×
12カ月）が年間の自己負担上限額
となります。
問介護保険課介護給付係
 ☎3578－2876～80

政治家による
｢寄附の禁止｣について

高齢者支援課在宅支援係
 ☎3578－2406
各総合支所区民課保健福祉係、
各いきいきプラザ等 ☎欄外参照

問い合わせ

選挙管理委員会事務局　
 ☎3578－2766～69

問い合わせ

高齢者会食サービス
のご案内

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　みなと区民まつり2017のパレードに本格
的な和装婚礼衣装を着て、大切な人と人力
車に乗って参加しませんか。みなと区民ま
つり2017のテーマ「笑顔で繋ぐ世界の輪」に
ちなみ、国際カップルを募集します。

対象　お2人のうちいずれかが区内在住で、
日本国籍の人と外国籍の人の男女カップル
とき　10月8日（日）午前9時30分頃～午後3
時頃（着付け等準備を含めた時間・パレー
ドは正午～午後2時予定）

ところ　増上寺周辺
募集人数　3組（申込順）
参加費用　無料
※交通費の支給はありません。
申し込み
　電話で、8月1日（火）～21日（月）に、みな
とコール（午前9時（初日は午後2時）～午後5
時受け付け）へ。

みなとコール ☎5472-3710
問い合わせ

担当課　企画課企画担当

神社・仏閣結婚式専門
プロデュース

「（株）　　　　　　」協力

人力車に乗って、
パレードに参加
しませんか

語り継ごう、平和への思い
　区は、核兵器廃絶を訴えるとともに世界の恒久平和を願い、昭和60年8月15日に平和都
市宣言を行いました。
　この宣言のもと、区では世界の恒久平和に向けてさまざまな取り組みを行っています。
　区は、平和都市宣言を行った都市として、また、核兵器廃絶のために世界の都市が連携
する平和首長会議に加盟している都市として、平和な世界の実現をめざす各国の都市とと
もに、今後も核兵器の廃絶と世界の恒久平和への取り組みを継続して実施していきます。

港区平和都市宣言

　かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ

とはありません。

　私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。

　このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。

　私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること

を宣言します。

　　昭和６０年８月１５日

港　　区　　

の恒恒恒の

　｢平和の灯｣は、平成17年度に、港区平和都市
宣言20周年の記念事業の一環として、核兵器の
廃絶と世界の恒久平和を願い設置されたもので
す。平和の灯にともされた「火」は、広島市の「平
和の灯（ともしび）」、福岡県八女市（旧星野村）
の「平和の火」、長崎市の「ナガサキ誓いの火」を
合わせたものです。区は、「平和の灯」を通じて、
戦争の惨禍と平和の尊さを伝えていきます。

　米軍カメラマンが記録した戦後の広島・長崎の惨状を
パネル展示し、その記録文の朗読会を行います。
対　象　どなたでも
と　き
写真展　9月29日（金）～10月3日（火）
　　　　午前10時～午後5時
朗読会　9月30日（土）、10月1日（日）
　　　　（1）午前11時～11時30分　（2）午後2時～2時30分
ところ　高輪区民センター展示ギャラリー
定　員　40人(会場先着順)
申し込み　当日直接会場へ。

　区民の皆さんと一緒に平和の大切さを考えるためのイベントを開催しま
す。港区平和青年団による活動報告会や、オーケストラによる平和祈念コ
ンサートを実施します。平和の大切さを改めて感じるきっかけになるイベ
ントです。多くの皆さんの来場をお待ちしています。
対　象　どなたでも
と　き　8月26日（土）午後2時～4時（午後1時30分開場）
ところ　リーブラホール（みなとパーク芝浦1階）
定　員　208人（会場先着順)
※保育あり（4カ月～就学前、5人。電話で、8月2日(水) ～17日（木）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
費　用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

　区に所在する団体がパネル展等を開催する際に、2週間を限度に貸し出し
ます。ミニ平和展セットは、書籍・ビデオ・物品で構成されている｢衣・食・
住｣3種類のセットです。戦時中に使用されていた灯火管制や防空ずきんの
レプリカ等、実際に手で触れて学んでいただけます。
　借用希望団体は、総務課人権・男女平等参画係へお申し込みください。

　区に所在する団体がパネル展等を開催する場合、2週間を限度に広島・長
崎原爆写真のミニパネルを貸し出します。借用を希望する日の2週間前まで
に、申請書に必要事項を明記の上、総務課人権男女平等参画係へお申し込
みください。申請書は、総務課人権・男女平等参画係（区役所4階）で配布し
ている他、港区ホームページからもダウンロードできます。

パネル　●日本語版20枚　●英語版22枚　　※いずれもA2サイズ

　平成29年度も、公募で選ばれた7人の高校生が、
長崎への派遣研修や戦争体験者との交流会を通
じて平和について学びます。学習した成果は、8
月26日（土）開催の｢平和のつどい」で報告します。
※団員は、毎年4月に募集しています。

　世界の恒久平和を祈念して、1分間の黙とうをささげましょう。
　広島原爆投下　8月6日（日）午前8時15分
　長崎原爆投下　8月9日（水）午前11時2分
　戦没者追悼　8月15日（火）正午

区立芝公園に設置されている
「平和の灯」

戦争体験者との交流会の様子

平和の灯（ひ）

平和のつどい

平和祈念の黙とうをささげましょう

ミニミニ原爆展を開催しませんか

ミニ平和展セットの貸し出し

声に出す平和への祈り
ジョー・オダネル写真展&朗読会

港区平和青年団ただいま活動中

表 1 各会場の展示内容一覧
とき ところ 主な展示内容

8月15日（火）まで 
午前8時30分～午後5時 
【休館日】土・日曜、祝日

港区役所 
1階ロビー

【国内最大の地上戦があった場所　沖縄】 
◦沖縄戦写真 
◦沖縄現物資料 
◦戦没者遺骨収容写真 
◦近代の戦争
　～戦時下の暮らしと港区のあゆみ～ 
◦港区平和関連史跡MAP 
◦港区戦災地図

8月15日（火）まで 
午前9時～午後9時30分 
※日曜は午後8時まで

麻布子ども中
高生プラザ等
複合施設展示・ 
読書コーナー

【世界の難民問題を知ろう】
◦地域の難民写真
「難民と私たち～難民になるということ～」
◦平和図書コーナー

8月14日（月）まで 
午前9時～午後8時 
※日曜、祝日は午後5時まで

赤坂図書館 
多目的ホール

【クイズで学ぶ、戦争のあれこれ】 
◦子どもたちの平和ポスター 
◦平和と学びポスター

8月13日（日）まで 
午前9時～午後9時 
※ 8月13日（日）は午後5時まで

高輪区民セン
ター
展示ギャラリ
ー

【私たちが語り継ぐ、戦時下の東京】 
◦東京空襲関連資料 
◦戦時下における学校関連現物資料 
◦港区平和青年団活動写真 
◦手で触れる当時の生活物品

8月15日（火）まで 
午前8時～午後11時

みなとパーク
芝浦1階

【広島と長崎、あの日を忘れないために】 
◦広島・長崎被爆写真 
◦平和絵画展（特別企画展示）

全会場共通
・平和の折り鶴コーナー
・著名人からの平和メッセージ
※ 展示内容は予告なく変更になる場合があります。

表 2平和展会場イベント
とき ところ 定員 内容 申し込み

8月2日（水） 
午後2時～
2時30分

麻布子ども中高生プラザ等
複合施設展示・読書コーナー

20人
（会場先着順）

港区語り部の会
紙芝居 当日直接

会場へ。8月13日（日）
午後2時～
3時30分

赤坂図書館多目的ホール 30人
（会場先着順）

平和朗読コンサ
ート

平和展
8月15日（火）まで
～見て、聴いて、
� 学ぶ、へいわ～

総務課人権・男女平等参画係 ☎3578－2014　FAX3578－2976
申し込み・問い合わせ

人力車イメージ写真

8月1日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣港区広報番組をご覧ください 内容  麻布フェスタ、さわやか体育祭、幼稚園紹介（白金台幼稚園）他
放送期間  8月1日(火)～10日(木)
J:COMチャンネル港・新宿 (11ch)の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。
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　保護者の仕事や出産、病気等育児ができないときに、
お子さんを預かります。

　8月の終戦記念日にちなみ、平和
をテーマにした映画上映等の行事を
図書館で開催します。
　とき欄の（　）内は開場時間を表し

ています。定員を超えた場合は、入
場をお断りすることもあります。費
用は全て無料です。ぜひご参加くだ
さい。

とき ところ 定員
（会場先着順） タイトル（原題） 内容

8月6日（日）
午後2時

（午後1時30分）
麻布図書館 30人 あの日、僕らは戦場で

　少年兵の告白
沖縄北部のジャングルで米軍と戦った少年兵の物語。30人余りの元少年兵がこれまで秘められてきた事実を語り
始めた。証言と新たに発掘された資料から、子どもたちが戦争に利用されていった知られざる歴史を、再現アニメ
を交えて伝えるドキュメンタリー。 （2015年　日本作品　カラー　72分）

8月9日（水）
午後2時

（午後1時30分）
高輪図書館
分室 50人 ガラスのうさぎ

太平洋戦争末期、東京下町に住む敏子は、家族と支えあって暮らしていた。しかし、東京大空襲で母と妹を失ってし
まう。 （2005年　日本作品　カラー　児童向けアニメ　83分）
※高校生までを対象とした施設のため、それ以外の人はご入場いただけません。
※付き添いの保護者を除く。

8月12日（土）
午後2時

（午後1時30分）
港南図書館 45人 山河遥

はる

かなり
（THE SEARCH）

第2次世界大戦直後、アメリカ占領下のドイツの国連救済所に、ナチスの収容所から救出された子どもたちが送られ
て来た。その中に、母から引き離された悲しみで、話すことを忘れてしまった少年カレルがいた。カレルらは赤十字の
病院車で特別収容所へ送られることになるが、恐怖にかられ脱走を図ってしまう。一方、カレルの母は息子を探し、旅
を続けていた。 （1947年　アメリカ作品　モノクロ　105分）

8月13日（日）
午後2時

（午後1時30分）
赤坂図書館 30人 平和朗読コンサート

平和への祈りを込めて、朗読と音楽をお届けします。
朗読作品：野坂昭如戦争童話集「ウミガメと少年」
朗読・歌：Catsumi（かつみ）
演奏：もにじん（ギターとクロマチックハーモニカ）
※手話通訳はありません。

8月15日（火）
午後1時

（午後0時30分）
みなと図書館 90人 未決・沖縄戦

これまで光を当てられることのなかった山原（やんばる：沖縄本島北部）における沖縄戦の戦争体験者の証言を記
録したドキュメンタリー映画。 （2008年　日本作品　カラー　上映時間89分）
監督・輿石　正

8月18日（金）
午後2時

（午後1時30分）
高輪図書館 40人 ベトナム

ベトナム民主共和国の協力により製作された長編記録映画。戦時下のベトナムで決死の長期取材をまとめた貴重
なドキュメンタリー。 （1969年　日本作品　カラー　100分）
監督：山本　薩夫

8月20日（日）
午後2時

（午後1時30分）
赤坂図書館 35人 マルタ島攻防戦

（MALTA  STORY）
第2次世界大戦中、地中海のマルタ島は連合国側イギリス軍にとって、最も重要な戦略拠点だった。連日連夜の敵ド
イツ軍による空爆により、補給路を断たれ孤立無援となる。しかし、島を死守した末にイギリス軍は反撃に転じる。
監督：ブライアン・デズモンド・ハースト （1953年　イギリス作品　モノクロ　99分）

8月27日（日）
午後2時

（午後1時30分）
三田図書館 60人 潜水戦隊帰投せず

（ABOVE  US  THE  WAVES）
第2次世界大戦時、英国海軍の決死隊12人は超小型潜水艦で敵の巨大戦艦に爆薬を仕掛け、連合軍を勝利に導い
た。戦争経験者の主要キャスト・スタッフが、当時は知らされなかった作戦を映画化した軍事アクション映画です。
監督：ラルフ・トーマス （1955年　イギリス作品　モノクロ　95分）

平和を考えるコーナー
　平和関連図書の特設展示を行いま
す。
みなと図書館：8月16日（水）まで（1階
特設コーナー）
三田図書館：9月20日（水）まで
麻布図書館：8月31日（木）まで
赤坂図書館：8月16日（水）まで

高輪図書館：9月18日（月・祝）まで
高輪図書館分室：8月15日（火）まで
港南図書館：8月16日（水）まで

各港区立図書館 ☎欄外参照
問い合わせ

子ども家庭支援センター子育て支援係 ☎6400－0090
問い合わせ

ショートステイ トワイライトステイ

内容

保護者が次のような理由で育児が困難なときに、宿泊を伴って子どもを預かります。
○病気や出産で入院するとき（保護者がインフルエンザ等の伝染性疾患にかかっている場合は利用できま
せん）
○冠婚葬祭に出席するとき（日帰りできない場合に限ります）
○仕事で出張するとき　等

保護者が夜間に育児ができないとき、夕食を提供し
お子さんを預かります。
保育時間：午後5時～10時

利用施設 麻布乳児院（南麻布5－1－20） ☎3446－5361 みなと子育て応援プラザPokke（芝5－18－1－102）　☎6435－0411　FAX6435－0885

対象・定員 区内在住の生後7日～4歳未満の乳幼児
1日3人まで

区内在住の生後10カ月～15歳（中学3年生）のお子さん
1日10人まで

区内在住の生後6カ月～15歳（中学3年生）のお子さん
1日10人まで

利用料および
利用日数

1日3000円
※1回7日間（6泊7日）まで、1カ月の利用回数は2回以
内です。

※住民税非課税世帯は1500円、生活保護世帯は免除

1日3000円
※ 1回7日間（6泊7日）まで、1カ月の利用回数は2回以
内です。
※住民税非課税世帯は1500円、生活保護世帯は免除
※ 別途、食事代500円/1食、おやつ100円（4歳未満は無
料）
※ 送迎希望の場合は、交通費実費（区内の学校・保育
施設等に限る）

月～土曜：2000円
日曜、祝日：2500円
※ 住民税非課税世帯は1000円（日曜、祝日は1250円）、
生活保護世帯は免除
※別途、夕食代　500円（4歳未満は無料）
※休業日：臨時休業日、12月31日～1月3日
※ 送迎希望の場合は、交通費実費（区内の学校・保育
施設等に限る）

入所および
退所時間

入所時間：午前9時～11時、午後3時～6時
退所時間：午前9時～午後10時
※午前11時～午後3時、午後6時～8時の間の退所はで
きません。

入所時間：午前9時～午後6時
退所時間：午前9時～午後10時
※食事・おやつの時間にかかる預け入れ、お迎えはで
きるだけご遠慮ください。

利用手続き

電話で事前に、子ども家庭支援センターに空き状況
を確認してからお申し込みください。
乳児院の子どもの健康状態によっては、利用できな
い場合もあります。
受付時間：月～土曜（祝日を除く）午前9時～午後5時
（火・木曜は午後7時まで）
※申し込みには、子どもの健康保険証、乳幼児医療
証、母子健康手帳、申し込みの理由が確認できるも
のを持参してください。

直接またはファックスで、「利用申込書」に必要事項
を明記の上、みなと子育て応援プラザPokkeへ。
受付時間：月～土曜（祝日を除く）午前9時～午後5時
※ご利用には事前に「Pokke」の会員登録とショートス
テイの面談登録が必要です。

※利用当日に、子どもの健康保険証、乳幼児医療証、
母子健康手帳、申し込みの理由が確認できるもの
を持参してください。

直接またはファックスで、「利用申込書」に必要事項
を明記の上、みなと子育て応援プラザPokkeへ。
受付時間：月～土曜（祝日を除く）午前9時～午後5時
※ご利用には事前に「Pokke」の会員登録とトワイライ
トステイの面談登録が必要です。

利用料の支払い
申し込みの際に、郵便局の振込用紙を渡しますので、
利用日数分全額を利用日初日までに振り込んでくだ
さい（先払い）。

利用当日、窓口にて現金でお支払いください。
※お釣りの無いようにご用意ください。

利用時の注意 子どもの健康状態について、必ずお知らせください（伝染性の疾患に感染している可能性のある子ども、発熱等体調不良の子どもは利用できません）。

ショートステイ・
トワイライトステイ
� のご案内

表1 行事一覧

表 2 ショートステイ・トワイライトステイ詳細

平和をテーマにした
図書館行事のお知らせ

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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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

子育て・子ども関連情報
母親学級（予約制）
対区民で、出産予定日が平成29年9
月～平成30年1月の妊婦
時 9月8・15・22日（金）午後1時15分
～3時30分※9月22日（金）のみ午後0
時15分～2時15分と午後2時45分～4
時45分の2回制
所みなと保健所
人 80人
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、8月31日（木）までに、み
なとコール（午前9時～午後5時受け
付け）へ。 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

両親学級
対区民で、出産予定日が平成29年9
月～12月の妊婦とそのパートナー（1
人での参加可）
時 9月2・16日（土）午後1時～3時45
分（いずれかにお申し込みください）
所恩賜財団母子愛育会研究所棟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、8月1日（火）～10日（木）
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
※参加決定者には、詳細を8月下旬
以降に郵送予定
担健康推進課地域保健係

うさちゃんくらぶ
対区民で、平成29年6月生まれの第
1子と保護者
時芝・麻布・赤坂地区在住者：9月
13日（水）、高輪・芝浦港南地区在住
者：9月27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　バスタオル、母子健康手帳
申電話で、8月1日（火）～10日（木）
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8月中旬郵送予定
 ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

8月の乳幼児健診・育児相談
対 4カ月児育児相談：平成29年4月生
まれの人、1歳6カ月児健康診査：平
成28年1月生まれの人、3歳児健康診
査：平成26年7月生まれの人
申該当者には通知しています。届
かない人は、お問い合わせくださ
い。※転入した人、健診がお済みで
ない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

「知って安心！働くパパとママ
のはじめての保育園準備」講座
対区内在住・在勤・在学者で、仕
事と子育てを両立したい人
時 9月2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 24人（申込順）※保育あり（1歳～
就学前14人程度。8月17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。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

健　　康
健康づくりサポーターが行う毎
日できる健康美脚エクササイズ
対区内在住・在勤・在学者
時 8月19日（土）午後2時30分～4時30
分
所青山いきいきプラザ
人 12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
対 30～39歳以下の区民で9月に生ま
れた人（昭和53年9月～昭和62年9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 9月13・27日（水）午前8時45分～
10時30分受け付け
結果説明日　10月11・25日（水）午後
1時～2時受け付け
所みなと保健所
人各日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、8月1日（火）午前9時～8
月31日（木）午後5時に、健康推進課
健康づくり係へ。 ☎6400－0083
※5～8月誕生月で該当月に受診でき
なかった人は、8月14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。

おしゃれで健康的！おうちで作
るデパ地下風サラダ（調理実演）
対区内在住・在勤者
時 9月7日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
人 30人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人。申し込み時にお申
し出ください）
申電話で、8月1日（火）から、みな
とコール（午前9時（初日は午後3時）
～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

すぐに役立つ！毎日の食事の選
び方「カラダと栄養のバランス
チェック」
対 20～59歳の区民
時（1）9月15日（金）（2）9月20日（水）
いずれも午前11時～午後1時※1人当
たりの所要時間は約20分
所（1）高輪区民センター（2）赤坂区
民センター
人 40人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人。申し込み時にお申
し出ください）
申電話で、8月2日（水）から、みな
とコール（午前9時（初日は午後3時）
～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

講座・催し物
芝地区事業者向け防災セミナー
　災害時における帰宅困難者対応等

の事業所の震災対策についての講演
の他、模擬訓練等を通して、事業所
のBCP（事業継続計画）策定・見直
し等を支援します。
対芝地区の、（1）～（3）BCP未策定
事業者（4）BCP策定済事業者
時（1）8月31日（木）午後2時～5時（2）
8月31日（木）午後6時～9時（3）9月5日
（火）午後2時～5時（4）8月23日（水）午
後2時～5時
所 AP浜松町（芝公園2－4－1　芝パ
ークビルB館地下1階）
人（1）～（3）各40人（4）20人（申込
順・1社2人まで）
申メールまたはファックスで、会
社名・業種・所在地・連絡先・参加
人数・希望する回・BCP策定状況
を明記の上、㈱地域総合計画研究所
　港区事業者向け防災セミナー事務
局へ。
メールアドレス
shiba_bousai@chiikisogo.co.jp
 FAX3407－3074
問芝地区総合支所協働推進課協働
推進係 ☎3578－3124

人事評価セミナー
対区内中小企業経営者、管理職、
人事・人材育成担当者
時 8月25日（金）午後6時30分～8時30
分
所商工会館
人 40人（申込順）
申電話または商工会館ホームペー
ジから申込書をダウンロードの上、
ファックスで、商工会館へ。詳しく
は、商工会館ホームページ
https://minato-shoukou.jp
をご覧ください。
 ☎3433－0862　FAX3436－2498
担産業振興課産業振興係

港資源化センター・港清掃工場
の夏休み親子見学会
対区内在住・在勤・在学者の親子
（小・中学生と保護者）
時 8月19日（土）午前9時30分～正午
（午前9時20分集合）
所港資源化センター2階説明室（港
区港南5－7－1）（品川駅港南口（東
口）から都バス「品99品川埠頭循環」
に乗り、品川埠頭で下車、徒歩1分）
人 20組（申込順）

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

8月12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

8月26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。

8
月
6
日（
日
）

松崎内科クリニック（内・皮） 新橋1ー15－5　ペルサ115　9階 3591－7006

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011

西辻歯科医院(歯） 高輪3－9－4　 3445－8548

関歯科医院（歯） 赤坂2－19－4　関ビル2階 3583－3320

★アザブ循環器内科クリニック
（内） 元麻布3－4－8　 5411－0405

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
8月6日（日） 青山薬局外苑前 南青山2－26－36 5772－3180

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

8月1日更新｢区民とともに Feel your MINATO｣ (20分番組、日英バイリンガル放送、一部手話放送)港区広報番組をご覧ください 内容  平和の大切さ・戦争体験の語り継ぎ～港区語り部の会～　他
放送期間  8月1日(火)～31日(木)
J:COMチャンネル港・新宿 (11ch)の他、港区ホームページ、YouTubeでご覧いただけます。

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
。



☎3578–2111（区役所代表） 7

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

◆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

申電話またはファックスで、8月14
日（月）までに、住所・氏名・年齢・
学校・電話番号・ファックス番号
を、みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量推進係へ。
 ☎3450－8025　FAX3450－8063

全国連携「千葉県大多喜町PRイ
ベント」
対どなたでも
時 8月17・18日（木・金）午前10時～
午後4時
所区役所1階ロビー
内大多喜町特産品の販売、手作り
甲冑の試着体験等
申当日直接会場へ。
問企画課全国連携推進担当
 ☎3578－2509

防災士養成講座
対全3日の参加が可能で、区内の防
災活動に参加できる次のいずれかに
該当する人（1）区内在住者（2）次の区
内の団体等に所属する区内在勤・在
学者①防災住民組織または地域防災
協議会②消防団③駅周辺滞留者対策
推進協議会④事業所を構成員とする
会議体のうち、区が主催等をするも
の（麻布地区事業所防災ネットワー
ク会議、赤坂・青山会議、芝浦・海
岸地域防災連絡会）⑤区との災害時
協力協定を締結している事業者（協
議中を含む）
時事前学習会：9月13日（水）午後7時
～9時、養成講座：10月14・15日
（土・日）午前9時～午後6時
所ラーニングスクエア新橋（新橋4
－21－3新橋東急ビル6階）※事前学
習会は区役所5階会議室
人 50人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、4人。希望する人は申し込
み時にお申し出ください）
申電話で、8月3日（木）～17日（木）
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
担防災課地域防災支援係

働く前に知っておきたい学生の
ためのジェンダー講座
対区内在住・在学者、またはテー
マに関心がある大学・大学院・短
大・専門学校の学生
時 8月28・29日（月・火）午前10時～
午後4時（講座全2回）および9月以降
に就業体験あり
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・全て参加できる人
優先）
　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

「デートDVについて語り合お
う」すみれカフェ＠リーブラ
対 10～30歳代の区内在住・在勤・
在学者で、テーマに関心がある人
時 8月30日（水）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、4人程度。8月17日（木）ま

でに申し込み時にお申し出くださ
い）
　詳しくは、男女平等参画センター
ホームページ
http://www.minatolibra.jp
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画
センターへ。 ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

アジア最終予選－ROAD TO 
RUSSIA パブリックビューイ
ング
対どなたでも
時 8月31日（木）午後7時35分試合開
始予定（午後6時30分開場）
所港区スポーツセンター（みなとパ
ーク芝浦内）
人 100人（申込順）
申応募用紙に必要事項を明記の上、
メールまたはファクスで、8月18日
（金）までに、㈱おおわだぐみへ。応
募用紙は港区スポーツ施設で配布し
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。
Eメール：
minato-pv@ohwada-gumi.co.jp
 FAX5776－2842
問㈱おおわだぐみ（土・日曜、祝日
を除く午前9時30分～午後5時）
 ☎5776－2818
生涯学習推進課スポーツ振興係
 ☎3578－2750

お 知 ら せ
放置自転車リサイクル
時 8月13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

カナルサイド高浜建替基本設計
業務の事業者を公募します
　建物の建て替えに伴い、基本設計
に係る事業者をプロポーザル方式に
より選定します。詳しくは、募集要
項をご覧ください。
申込受付締切日および募集要項の配
布期間　8月22日（火）まで、午前9時
～午後5時15分※閉庁日を除く。
申込書・募集要項配布場所　住宅課
住宅政策担当（区役所6階）で配布す
る他、港区ホームページからダウン
ロードもできます。
問住宅課住宅政策担当
 ☎3578－2288

「みんなと3R」パネル展示会へ出
展する企業・団体を募集します
　区では、ごみの減量・循環型社会
の形成を目指すため、3R（リデュー
ス・リユース・リサイクル）活動を
推進しており、国が3R推進月間と
して定めた10月にみなとパーク芝浦
の1・2階にてパネル展示会を開催
し、区内の企業や団体が実施してい
るごみの減量やリサイクル推進活動

の様子を紹介しています。
　このパネル展示会への出展を希望
する企業および団体を募集します。
ぜひご応募ください。
対区内の企業および団体※30団体
を予定
時 10月14日（土）～22日（日）
所みなとパーク芝浦
申電話またはファックスで、9月15
日（金）までに、みなとリサイクル清
掃事務所へ。
 ☎3450－8025　FAX3450－8063

変更・休止情報等
青山いきいきプラザの一部利用
休止
　冷暖房設備改修工事のため、次の
期間は、集会室等の各室が数日間利
用できなくなります。休止の内容は
港区ホームページでお知らせする
他、青山いきいきプラザ館内に掲示
します。
時 10月1日（日）～11月30日（木）
問青山いきいきプラザ
 ☎3403－2011
赤坂地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5413－7273

白金台いきいきプラザ臨時休館
　電気工作物点検による停電および
消防設備機器点検のため、臨時休館
します。
時 8月11日（金・祝）
所白金台いきいきプラザ
問白金台いきいきプラザ
 ☎3440－4627
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5421－7067

港区スポーツセンター臨時休館
　みなとパーク芝浦の電気設備法定
点検のため、臨時休館します。
時 11月18・19日（土・日）
問港区スポーツセンター
 ☎3452－4151

港区スポーツセンタープールの
休止
　水抜きによる安全点検、清掃、各
種補修工事等のため、次の期間港区
スポーツセンタープールを休止しま
す。
時 10月23日（月）～27日（金）
問港区スポーツセンター
 ☎3452－4151

港区立図書館休館
　港区立図書館は、特別整理のた
め、次の期間休館します。
休館期間

みなと図書館 9月4日（月）～9日（土）

三田図書館 10月9日（月・祝）～
14日（土）

麻布図書館 9月26日（火）～30日（土）
赤坂図書館 9月12日（火）～16日（土）

高輪図書館 9月19日（火）～
23日（土・祝）

高輪図書館分室 10月16日（月）～
19日（木）

港南図書館 10月3日（火）～7日（土）

※休館に伴い、みなと図書館・麻布
図書館・赤坂図書館は、9月21日（第
3木曜）は開館します。三田図書館・
港南図書館は、10月19日（第3木曜）
は開館します。
問図書・文化財課庶務係
 ☎3437－6621

　区では、証明書を取得できるサー
ビスとして、コンビニ交付（住民票
等の証明書を全国のコンビニエンス
ストアで取得できるサービス）を平
成27年2月から開始しました。現在、
各総合支所等に設置している証明書
自動交付機による証明書交付につい
ては、全国約5万3千店舗のコンビニ
エンスストアで利用できるコンビニ
交付への切り替えを進めています。
　このため、現在稼働中の証明書自
動交付機については、表のスケジュ
ールのとおり、順次、サービスを終
了して撤去します。
表 稼働終了スケジュール
稼働終了時期 設置場所

平成29年9月末
芝地区総合支所、赤坂地
区総合支所、芝浦港南地
区総合支所、台場分室

平成30年2月末 高輪地区総合支所
平成30年9月末 麻布地区総合支所

　なお、証明書自動交付機以外で証
明書を取得する方法としては、（1）
窓口での請求（2）郵送での請求（3）事
前電話予約により窓口開庁時間外に
区民センター等で証明書が受け取れ
る電話予約サービス（4）コンビニ交
付があります。
コンビニ交付の利用方法
　コンビニ交付の利用には、マイナ
ンバーカード（個人番号カード）また

は住民基本台帳カード（新規交付は
既に終了）が必要です。マイナンバ
ーカードの受け取りには、申請から
交付まで1～2カ月かかります。
　また、交付済みの住民基本台帳カ
ードは、有効期限まで継続してご利
用いただけますが、コンビニ交付を
利用するためには事前の利用登録が
必要です。
　詳しくは、お近くの各総合支所へ
お問い合わせください。
マイナンバーカード交付窓口臨時開
庁
　次のとおり、通常窓口以外に平日
夜間および休日にマイナンバーカー
ド交付のための臨時開庁を行いま
す。
　なお、マイナンバーカードの受け
取りには事前予約が必要です。
ところ　各総合支所（台場分室除く）
平日夜間
9月19日（火）～22日（金）
9月25日（月）～26日（火）
いずれも午後5時～7時
休日
9月24日（日）午前9時～午後5時

各総合支所区民課窓口サービス係
（台場分室は除く） ☎欄外参照

問い合わせ

証明書自動交付機サービス終了のお知らせ

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。

　学校給食は、児童・生徒が給食を通
じてさまざまな食文化を体験する「食
育」の大切な機会です。区では、食育
の定着を図るために毎月19日を「食育の
日」に設定しています。港区立の小・中
学校でも、食育月間や食育の日に合わ
せて、郷土料理等の食育推進献立やワ
ールドカップやオリンピック・パラリン
ピック開催の年等には、各国の料理を
アレンジした献立を提供しています。
　青山中学校では、6月に季節の料理と
して「入梅の献立」、郷土料理として「ご
当地献立・兵庫県」、歯の衛生週間に合
わせた料理として「かみかみ献立」を提
供しました。入梅献立では梅入りゆか
りご飯、ご当地献立ではたこ飯、かみ
かみ献立では玄米入りご飯等を中心に
献立を作りました。「食育推進献立は、
生徒も楽しみにしてくれています。食

材や調理法に、よりこだわって提供し
ています」と栄養士。
　同校の職員室の前には、生徒にその
日の給食について知らせる「給食掲示
板」を設置しています。給食サンプル、
食材の産地情報等に加え、当日の給食
にまつわる話を栄養士が手書きで解説
した「給食一口メモ」も掲示しています。
「食材や行事等にも触れながら、給食に
興味を持ってもらえるように書いてい
ます」と栄養士。メモの内容は、給食を
食べる前に放送で読み上げられます。
　平成28年9月の給食では｢中秋の名月
の献立｣として、栗ご飯、サケの塩麹
（こうじ）焼き、みたらし団子等を提供
しました。工夫された献立を通じて、
児童・生徒は季節の移り変わりや、日
本古来の行事・習わしも学んでいます。

工夫された献立を通じて食文化を学ぶ

おはなしおはなしの
青山中学校

No.26

【今回が最終回です】

中秋の名月の献立 栗ご飯、サケの塩麹焼き、もやしと小松菜の青のり和え、
キャベツと油揚げのみそ汁、みたらし団子、牛乳

❶�白玉粉を水で練り、上新
粉、上白糖を加えてよく混
ぜてこねる。
❷�❶を親指大の大きさに分け
16個の団子を作りゆでる。
❸�たれは、水に三温糖、醤油
を入れてよく混ぜる。あら
かじめ水にとかしたでんぷんを加えとろみをつける。
❹�❷で作った団子を流水であら熱をとり氷水に通した後、4個ずつゼリ
ーカップに入れ❸のたれをかける。

みたらし団子の作り方

献 立

材料（4人分）

（特）アフォール

平成29年度港区NPO 
活動助成事業助成団体の

事業を紹介します①

あなたにとって、子育てのときに頼
れるご近所さんはありますか
　団体名のアフォール（AFOL）に
は、All For One for all、「すべて
の人はあなたを支えます。すべての
人、社会のために」という意味が込
められています。
　私たちは、子育てをこれから経験
する人々が抱えている悩みを一緒に
なって解決したいという思いから、
活動を始めました。子育てを通じ
て、親も育ち、子育てを楽しむ人が
増えて、今より生活が豊かになるよ
うに、支援活動を継続しています。
「私」の人生から「私たち」の人生へ
　子育てに関わっている皆さん、ぜ
ひ、一緒に活動しませんか。子育て
を楽しめる活動を皆さんと作ってい
きたいと思います。
これまでの主な活動
（1）保育園利用にかかる｢支給認定検
索｣のリリース
　保育園の利用を検討する際に、ウ

ェブ上で簡単に保育園が利用可能か
どうかを判定する「支給認定検索」を
公開しました。
（2）「みなと園のことマップ（アプ
リ）」（ウェブ）試作版のリリース
　平成28年度に「み
なと園のことマッ
プ」の試作版をリリ
ースし、保活中の保
護者と、保活やマッ
プの活用・改善についての情報交換
の場「保活おしゃべり会」を開催しま
した。
　なお、このアプリは、港区政70周
年「港区オープンデータアプリコン
テスト」の最優秀賞を受賞しました。
今後の活動
「みなと園のことマップ」の改良
　平成29年度は、各園の詳細情報を
収集して掲載するとともに、「保活
おしゃべり会」でマップを使った保
活のあり方をさらに検討し、より良
い園生活のスタートを支援します。

（特）アフォール ☎3400－4952
○助成事業について
地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当 ☎3578－2557

問い合わせ

募集住宅
（1）ポイント方式による募集（家族向
けのみ）
（2）単身者向け・単身者用車いす使
用者向け・シルバーピア（単身者向
け・二人世帯向け）　
（3）事業再建者向け定期使用住宅　
主な申込資格
　都内に居住していること、住宅に
困っていること、所得が定められた
基準に該当すること等です。
　ポイント方式は、高齢者・心身障
害者等の固有の資格があること、単
身者向けは60歳以上であること、シ
ルバーピアは65歳以上であること等
です。
　詳しくは、募集案内でご確認くだ
さい。
申込書・募集案内の配布期間
　8月1日（火）～9日（水）
※土・日曜を除く。
申込書・募集案内の配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分
室、港区指定管理者㈱東急コミュニ
ティー虎ノ門支店

申込受付期間
　全て郵送で、8月15日（火・必着）
までに指定の宛先へ。
抽選日
　単身者向け・単身者用車いす使用
者向け・シルバーピア・事業再建者
向け定期使用住宅については、9月
20日（水）午前9時30分から
抽選会場
　都庁第二本庁舎1階ホール

JKK東京（東京都住宅供給公社）都
営住宅募集センター
○ポイント方式、単身者向け・単
身者用車いす使用者向け・シルバ
ーピアについて（8月1日（火）～15
日（火）） ☎0570－010－810 
※土・日曜、祝日を除く。
○上記以外の期間と事業再建者向
け定期使用住宅について
 ☎3498－8894
※土・日曜、祝日を除く。

問い合わせ

担当課　住宅課住宅管理係

社会貢献型後見人候補者等とは
社会貢献型後見人（市民後見人）
　認知症や知的障害、精神障害等に
よって判断能力の不十分な人の権利
や財産を守る成年後見制度の担い手
として、地域や社会に貢献する精神
に基づき、親族でも専門職でもな
い、同じ区民としての身近な立場で
成年後見活動を行います。
登録型生活支援員
　福祉サービスの利用援助が必要な
人に生活支援員がご自宅を訪問し、
必要な手続きや日常的な金銭管理等
の支援を行います。
基礎講習受講対象者
　次の（1）～（6）の全てを満たす人
（1）区内または近隣地域在住の20～
70歳程度の人
（2）健康上の問題がなく、時間的制
約を受けることが少ない人
（3）成年後見制度および高齢者や障
害者に対する権利擁護に理解と熱意
があり、成年後見業務・登録型生活
支援員業務を行う意思がある人
（4）説明会と講習等の全日程に参加
できる人
（5）他の区市町村および団体におい
て社会貢献型後見人候補者等として

の登録をしていない人
（6）民法第847条に規定する後見人の
欠格事由に該当しない人
社会貢献型後見人候補者等になるに
は
　作文と面接による選考後「社会貢
献型後見人をめざす人のための基礎
講習」と「登録型生活支援員養成講
習」を受講していただきます。受講
後、港区社会福祉協議会での研修を
積みながら、社会貢献型後見人とし
ての受任または登録型生活支援員と
して支援を行います。
社会貢献型後見人候補者等になるま
での流れ
（1）9月22日（金）の説明会に参加（必
須）

↓
（2）基礎講習に応募（作文・面接によ
る選考あり）

↓
（3）平成30年1～2月の5日間の基礎講
習等受講（平日昼間）
※全日程参加が必要です。

↓
（4）平成30年4月に港区社会福祉協議
会に登録。その後、講義や現場実習
等を受講（平日昼間）

↓
（5）ふさわしい案件があった場合に
後見人候補者として紹介・推薦、受
任。また、登録型生活支援員として
活動
※ 基礎講習修了によって、将来成年
後見人等の活動が約束されるもの
ではありません。
説明会
対象
　どなたでも
※ 基礎講習の受講を希望する人は必
ず参加してください。
とき
　9月22日（金）午後1時30分～3時30

分
ところ
　麻布地区総合支所
定員
　20人（申込順）
申し込み
　電話またはファックスで、住所・
氏名・連絡先を明記の上、港区社会
福祉協議会生活支援係へ。

港区社会福祉協議会生活支援係
 ☎6230－0282　FAX6230－0285

問い合わせ

担当課　保健福祉課福祉活動支援係

都営住宅入居者募集

身近な立場で支援する
﹁社会貢献型後見人候補者等養成基礎講習﹂

説明会を開催します

二次元コード

白玉粉� 80グラム
上新粉� 40グラム
上白糖� 小さじ１
水� １40cc
三温糖� 24グラム
醤油� 小さじ2
水� 20cc
　でんぷん� 小さじ１
　水� 9cc
ゼリーカップ（90cc）�4個


