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の受賞施設等が決定しました

港区みどりの街づくり賞
港区景観表彰
区では、良好なみどりや、景観形成に貢献する施設・活動等を表彰し、区民や事業者の皆さんと共に魅力ある街づくりに取り組んでいます。

　区では、環境への配慮と優れた緑化計画を行
い、その緑地を維持している民間施設のうち、
特に優れたものを表彰する制度として「港区み
どりの街づくり賞」を実施しています。
　このたび、厳正な審査の結果、第14回の受賞
施設が決定しました。

　原則として、平成27年度に完了した建築計画に
伴う民間緑化施設で、港区みどりを守る条例施行
規則の緑化基準を満たしているもの

　学識経験者、都市緑化に造詣の深い区民および
環境リサイクル支援部長で組織する選定審査会が、
定められた選定基準を基に決定しました。

TRI-SEVEN ROPPONGI
（六本木7－7－7）
AZABU GARDENS WEST

（元麻布3－7－10）
パークマンション三田綱町 ザ フォレスト

（三田2－1－28）
GLOBAL FRONT TOWER

（芝浦1－6－41）

平成29年度
港区みどりの街づくり賞

●対象

●審査について

●受賞施設

　景観表彰制度は、良好な景観の形成に関して功
績のあった施設等の表彰により、皆さんの景観に
対する意識の向上を図ることを目的として創設し
ました。平成29年度で7回目となる今回からは制
度を拡充し、これまでの「景観街づくり賞」に加え、
「区民景観セレクション」を新設しました。

平成29年度港区景観表彰
(旧・港区景観街づくり賞)

○港区みどりの街づくり賞について
環境課緑化推進担当 ☎3578－2330
○港区景観表彰について
都市計画課街づくり計画担当
 ☎3578－2204

問い合わせ

A

B

C

D

●景観街づくり賞・景観街づくり賞奨励賞：区と
景観協議を行った民間施設のうち、平成27年
度に完了報告書が提出されたもの

●景観街づくり賞特別賞：良好な景観の形成に功
績のあった民間施設・民間活動で、区長が特に
認めるもの

●区民景観セレクション：「区民が誇り、愛着を持
つ景観」として区民等から応募されたもの

　学識経験者・区民および街づくり支援部長で組
織する選定審査会で審査の上、決定しました。

●景観街づくり賞奨励賞

GLOBAL FRONT TOWER
（芝浦1－6－41）
Shake Shack 外苑いちょう並木店

（北青山2－1－15）

●対象

●審査について

●受賞施設・団体

D

Ｅ

●景観街づくり賞特別賞

港区アドプト・プログラム登録団体　全14団体
（平成28年度末時点で活動継続5年を経過した団体）
※�港区アドプト・プログラムは、区と協定を締結
し、地域の皆さんが道路・公園の維持管理を自
主的に行う活動です。継続的な活動が身近な景
観街づくりに大きく貢献していることから、区
から感謝の意を込めて表彰します。

●区民景観セレクション

堀田坂から高陵中学校までのけやき並木
（西麻布四丁目）

プラチナ通りのイチョウ並木
（白金台四丁目・五丁目）
日向坂から綱の手引坂

（三田一丁目・二丁目）
芝浦運河通りのメタセコイヤ

（芝浦一丁目）
三田二丁目交差点からの夕暮れの東京タワー

（三田二丁目、芝五丁目）

グランプリ

その他の選定景観※写真等詳しくは、港区ホームページをご覧ください
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平成29年度
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計画の概要
　国は、今後の国際競争力強化や東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会の円滑な開催に向けて、
羽田空港の機能強化の検討を進めています。
　この検討の一つとして、航空機の離着陸における南
風運用時（年間約4割）の午後3時～7時の間、1時間当た
り、30便の着陸機が港区上空を飛行する計画がありま
す（図参照）。
　区は、これまで国に対して、羽田空港の機能強化に
は理解するものの、騒音や安全に対する影響を大きく
受けるとして、区民の皆さんが懸念する事項について
は、十分な理解が得られるよう丁寧な説明を行うとと
もに、具体的な方策等を示すよう求めてきました。
　また、日頃皆さんからいただいているご意見やご要
望、区議会からの要望等を整理し、国に対し要請を行
っています。
環境影響等に配慮した方策
　国土交通省は、平成28年7月に「環境影響等に配慮し
た方策」として、（1）運用の工夫（2）環境対策（3）安全対
策（4）引き続きの情報提供の4項目を示しており、これ
までに表1のような取り組み等を進めている他、今後
もできる限りの検討や対策等を実施していくとしてい
ます。
さまざまな情報提供
オープンハウス型での説明
　11月以降、表2の日程で国土交通省の住民説明会が
開催されます。説明内容は、各会場共通ですので、ご
都合のよい会場に参加できます。
羽田空港での常設の情報発信拠点
　羽田空港第1ターミナル3階北テラスには、羽田空港
の機能強化に関する説明パネル、航空機の飛行映像や
音を体験できる機器等を備えた情報発信拠点を常設で
展示しています。
映像と音による疑似体験
　平成30年1月19日（金）～25日（木）には、みなとパー
ク芝浦2階アトリウムで、移動型の情報発信拠点を設
置し、羽田空港の機能強化に係る情報を自由に見られ
る展示を行う予定です。
ホームページや特設電話
　羽田空港の機能強化に関しては、国土交通省ホーム

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

　平成31年3月まで改修エリアを切り替えながら工事を行っています。トイレ、エレベーターは順次改修、
取り換えを行っているため、一部ご利用できなくなる期間があります。ご不便をおかけしますが、ご理解
のほどよろしくお願い申し上げます。
　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。

表1 港区に関連する国土交通省の取り組み等
項目 内容

（1）運用の工夫 ◦南風時新飛行経路の進入端を南側に移設し、高度を引き上げ◦技術の進歩に応じた騒音影響の軽減については、引き続き検討を行う。

（2）環境対策 ◦�羽田空港の国際線着陸料について、低騒音機の導入を促進する料金体
系を平成29年4月から実施

（3）安全対策

◦�羽田空港に乗り入れる外国航空会社を含めた航空会社に対して安全対
策の徹底の要請を平成29年1月から実施するとともに、整備点検時の留
意事項に関するパンフレットを作成し、各航空会社に配布予定

◦�落下物対策については、未然防止に引き続き万全を尽くすとともに、総
合的な対策を講じていく他、引き続き検討を行い、新飛行経路の運用開
始までに対策を実施する。

（4） 引き続きの
情報提供

◦11月以降に各区等で住民説明会（第4フェーズ）を実施予定
◦�特設電話窓口の拡充、常設型情報発信拠点の設置、移動型情報発信拠点
の活用
◦�飛行コース公開システム改修による情報提供機能の充実（平成31年度
の運用開始予定）

◦騒音測定局の増設に向け、計画航路周辺の騒音環境調査を実施

表2 国土交通省住民説明会の日程（オープンハウス）
開催日 時間 会場

11月 1日（水） 午後2時～7時 京急蒲田駅　改札口外コンコース
（大田区蒲田4－50－10）

11月15日（水） 午後2時～7時 川崎区役所大師支所　2階会議室
（川崎市川崎区東門前2－1－1）

11月19日（日） 午前11時～午後4時 北とぴあ　地下1階展示ホール
（北区王子1－11－1）

11月23日（木･祝）午前11時～午後4時 タワーホール船堀　展示ホール2
（江戸川区船堀4－1－1）

11月29日（水） 午後2時～7時 大崎ニュー・シティ　1階イベント広場
（品川区大崎1－6－5）

12月 6日（水） 午後2時～7時 品川インターシティホール棟　地下1階会議室3
（港区港南2－15－4）

12月16日（土） 午前11時～午後4時 なかのZERO西館　美術ギャラリー
（中野区中野2－9－7）

12月20日（水） 午後2時～7時 恵比寿社会教育館　1階大展示室
（渋谷区恵比寿2－27－18）

平成30年
1月13日（土） 午前11時～午後4時 光が丘IMA　1階光の広場

（練馬区光が丘5－1－1）

1月18日（木） 午後2時～7時 新宿駅西口広場イベントコーナー
（新宿区西新宿1丁目地先）

1月21日（日） 午前11時～午後4時 上戸田地域交流センター　あいパル1階多目的室
（戸田市上戸田2－21－1）

1月24日（水） 午後2時～7時 アリオ北砂　1階アクアコート
（江東区北砂2－17－1）

1月27日（土） 午前11時～午後4時 西部区民事務所　1階会議室
（豊島区千早2－39－16）

1月31日（水） 午後2時～7時 サウスピア　1階多目的室
（さいたま市南区別所7－20－1）

 2月 3日（土） 午前11時～午後4時 目黒区総合庁舎　1階レストラン
（目黒区上目黒2－19－15）

 2月17日（土） 午前11時～午後4時 向原ホール　2階レクリエーションホール
（板橋区向原1－18－17）

新宿区

渋谷区

目黒区

品川区
A滑走路へ着陸 C滑走路へ着陸

着陸経路

広尾駅付近
高度約600メートル

品川駅付近
高度約450メートル

品川品川

高輪台高輪台

白金台白金台

広尾広尾 麻布十番麻布十番

赤羽橋赤羽橋

三田三田

田町田町
日の出日の出

竹芝竹芝

汐留汐留

浜松町浜松町
大門大門

芝公園芝公園

御成門御成門

虎ノ門虎ノ門
溜池山王溜池山王

赤坂見附赤坂見附

六本木六本木

乃木坂乃木坂

青山一丁目青山一丁目

外苑前外苑前

表参道表参道

赤坂赤坂

赤坂地区総合支所赤坂地区総合支所

麻布地区総合支所麻布地区総合支所
芝地区総合支所
港区役所
芝地区総合支所
港区役所

高輪地区総合支所高輪地区総合支所
芝浦港南地区
総合支所
芝浦港南地区
総合支所

神谷町神谷町

六本木一丁目六本木一丁目
新橋新橋

白金高輪白金高輪

泉岳寺泉岳寺
芝浦ふ頭芝浦ふ頭

14機程度／時

30機程度／時

羽田空港の機能強化に関するお知らせ
図 南風時の新経路（案）港区拡大図

ページに特設ページ「羽田空港のこれから」が設けられており、検討の概要や
これまでの経過等の詳しい内容を閲覧することができます。また、メールや
特設電話から、ご意見等を国に対して伝えることができます。
　詳しくは、港区ホームページまたは国土交通省特設ページ
http://www.mlit.go.jp/koku/haneda/
をご覧ください。

　区では、今後も羽田空港の機能強化に関する国の動向や区の対応等につい
て、皆さんにお知らせするとともに、各地区で説明会等を開催するよう引き
続き要望していきます。

国土交通省「羽田空港のこれから」に関する特設電話 ☎0570－001－160
（IP電話からは☎5908－2420）
環境課環境指導・環境アセスメント担当 ☎3578－2490

問い合わせ

検索羽田空港のこれから
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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・ところ・定員・とき
　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、11月1日（水）から、お
住まいの地区の高齢者相談センタ
ーへ参加対象の確認等についてご
相談ください。各高齢者相談セン
ターでは「基本チェックリスト」を
本人に受けていただき、事業の参
加対象となった場合、事業および
申請書類等についての手続きを行
います。

各高齢者相談センター
 ☎欄外参照

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

港区地域包括ケアシステム
「港区地域ケア会議（シンポジ
ウム形式）」
対どなたでも
時 11月2日（木）午後7時15分～8時
30分
所神明いきいきプラザ
人 80人程度（会場先着順）※手話
通訳・保育あり（4カ月～就学前、
3人。手話通訳または保育を希望
の人は、電話で、10月30日（月）ま
でに、保健福祉課地域包括ケア推
進係へ） 
テーマ　セルフネグレクトが疑わ
れる高齢者を地域で見守る取り組
みについて
申当日直接会場へ。
問保健福祉課地域包括ケア推進
係 ☎3578－2328

ロコモ体操
対おおむね50歳以上の区民
時（1）11月24日（金）午後2時～3時

（2）12月6日（水）午前10時30分～11
時30分
所（1）虎ノ門いきいきプラザ（2）
神明いきいきプラザ
人（1）15人（2）20人（いずれも抽
選）
費用　無料（虎ノ門いきいきプラ
ザのみ、65歳以下の人は、別途施
設利用料580円が必要です）
申電話または直接、（1）11月10日

（金）までに、（2）11月22日（水）ま
でに、各いきいきプラザへ。
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941
神明いきいきプラザ ☎3436－2500

芝・みたまち倶楽部「紙と遊
ぼう季節の折り紙」
対おおむね60歳以上の区民
時 12月11日、平成30年1月15日、

2月19日、3月12日（月・全4回）午
前10時～11時30分
所三田いきいきプラザ
人 20人（抽選）
費用　各100円（材料費）
申電話または直接、1 1月1 9日

（日）までに、三田いきいきプラザ
へ。 ☎3452－9421

手品教室
対おおむね50歳以上の区民
時 10月31日、11月7日（火・全2
回）午前10時～11時30分
所南麻布いきいきプラザ
人 8人（抽選）
費用　500円（材料代）
申電話または直接、1 0月2 5日

（水）までに、南麻布いきいきプラ
ザへ。 ☎5232－9671

スマートフォン教室（初心者
向け）
対 50歳以上の区民
時 11月9・16日（木・全2回）午前
10時～11時30分
所飯倉いきいきプラザ
人各12人（抽選）
費用　500円（テキスト代）
申電話または直接、1 0月3 0日

（月）までに、飯倉いきいきプラザ
へ。 ☎3583－6366

初心者麻雀教室
対 65歳以上の麻雀初心者の区民
時 11月14日～平成30年3月13日（1
月2・30日を除く毎週火曜、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）
申往復はがきで、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、10月27日（金・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

楽しく体験「スマートフォン
体験講座」
対 60歳以上の区民
時 11月20日（月）午前10時～正午
所青南いきいきプラザ
人 16人（抽選）
申往復はがきで、往信面に「スマ
ートフォン講座申込」・郵便番
号・住所・氏名（ふりがな）・年
齢・電話番号を、返信面に郵便番
号・住所・氏名を明記の上、10月
28日（土・必着）までに、〒107－
0062南青山4－10－1　青南いきい
きプラザへ。 ☎3423－4920

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 11月21・22日（火・水）
所赤坂いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円
申電話で、10月30日（月）午後5時
までに、赤坂いきいきプラザへ。
 ☎3583－1207

男性のための料理教室
対 60歳以上の男性の区民
時 11月11日～平成30年3月24日

（第2・4土曜、全11回※11月のみ
第2・3・4土曜）午前9時30分～午
後1時30分
所白金いきいきプラザ
人 15人（抽選）
費用　1回600円（材料費）※初回の
み1600円（材料費）
申  電話または直接、 1 1月4日

（土）までに、白金いきいきプラザ
へ。 ☎3441－3680

ひとみ元気塾「老化に負けない
目からウロコの目力ケアとトレ
ーニング」
対 60歳以上の区民
時 11月22日（水）午前10時30分～
正午
所豊岡いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、1 1月1 3日

（月）までに、豊岡いきいきプラザ
へ。 ☎3453－1591

権利擁護講座「遺言と終活に
ついて」
対 65歳以上で、テーマに関心の
ある区民
時 10月27日（金）午後2時～3時30
分
所港南の郷　 
人 20人（申込順）
持ち物　筆記用具
申電話で、芝浦港南地区高齢者
相談センターへ。 ☎3450－5905

高齢者に多い皮膚の病気と正
しいスキンケア
対 65歳以上の区民
時 11月8日（水）午後2時～3時30分
所台場区民センター
人 20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

「長寿を祝う集い（9月5日開
催）」収録DVDを貸し出します
貸出場所　高齢者支援課高齢者福
祉係（区役所2階）
貸出期間　1週間以内※歌謡ショ
ーは収録されていません。
申電話で予約の上、直接、高齢
者支援課高齢者福祉係へ。
 ☎3578－2392

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

表 みんなと元気塾一覧
内容 ところ 定員（人） とき 開始日 終了日

1 まるごと元気運動講座 ありすいきいきプラザ 12 毎週月･木曜　午後1時30分～3時30分 12月21日 平成30年3月29日
2 西麻布いきいきプラザ 8 毎週月･木曜　午前10時～正午 12月21日 平成30年3月29日
3

はじめてのマシントレーニング講座

三田いきいきプラザ 8 毎週月･木曜　午後2時～3時30分 12月4日 平成30年3月1日

4 神明いきいきプラザ 8 毎週月曜　午後2時～3時30分 
毎週金曜　午前10時～11時30分 12月1日 平成30年3月5日

5 虎ノ門いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　午後2時～3時30分 12月1日 平成30年3月2日
6 白金台いきいきプラザ 10 毎週月･木曜　午後1時15分～2時45分 12月4日 平成30年3月15日
7 10 毎週火･金曜　午前9時15分～10時45分 12月1日 平成30年3月6日
8 港南いきいきプラザ 10 毎週月・木曜　午後1時30分～3時30分 12月11日 平成30年3月19日
9 介護予防総合センター 

（みなとパーク芝浦2階）
10 毎週月・木曜　午前10時～11時30分 12月4日 平成30年3月8日

10 10 毎週水・土曜　午前10時～11時30分 12月2日 平成30年3月3日
11 バランストレーニング足腰元気講座 青山いきいきプラザ 8 毎週金曜　午前10時～11時30分 12月1日 平成30年3月23日
12 港南いきいきプラザ 10 毎週金曜　午前10時～11時30分 12月8日 平成30年3月30日
13

体力アップトレーニング講座
港南いきいきプラザ 16 毎週木曜　午前10時～11時30分 12月7日 平成30年3月22日

14 介護予防総合センター 
（みなとパーク芝浦2階） 18 毎週土曜　午前10時～11時30分 12月2日 平成30年3月24日

15 みんなの食と健口(けんこう）講座 青南いきいきプラザ 7 隔週火曜　午前10時～11時30分 12月12日 平成30年3月6日
16 高輪いきいきプラザ 10 毎週月曜　午後1時～2時30分 12月4日 平成30年1月29日

12月開始の介護予防事業
「みんなと元気塾」参加者募集

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　全国交流物産展は、区内商店街と
全国都市との交流の促進やきっかけ
づくりの一環として、平成21年度か
ら開催しています。区と｢商店街友
好都市との交流に関する基本協定｣
を締結している北海道佐呂間町、山
形県庄内町、山形県舟形町、福島県
いわき市、岐阜県郡上市をはじめ、
北海道から九州までの全国34都市
が、都心である港区を舞台に旬の物
産品を販売します。
　カニやホタテ、ウニ等の海産物の
他、地鶏や和牛、地酒等の美

お

味
い

しい
地方物産、ご当地でしか買えない珍
しいグッズが新橋の地に勢ぞろいし
ます。
　区からは、港区観光協会と港区商
店街連合会（ニュー新橋ビル地下商
店会、ニュー新橋ビル二階商店会、
芝浦商店会）が出展します。全国交

流物産展の開催を通じて、全国都市
の交流が生まれ、連携の輪がさらに
広がっています。
　各地自慢の逸品を、この機会にご
堪能ください。
※全国交流物産展会場での買い物1
回ごとにもらえる抽選補助券を2
枚集めると、各地の特産品等が
当たるお楽しみ抽選会に1回参加
できます（景品がなくなり次第終
了）。

　忠臣蔵をテーマに、基調講演とト
ークショーを行う「歴史フォーラ
ム」、港区観光ボランティアガイド
による「まち歩きツアー」を開催しま
す。
歴史フォーラム「忠臣蔵」
対象　どなたでも
とき　11月26日（日）
（1）昼の部:午後1時30分～3時40分
（2）夜の部:午後5時～7時10分
※（1）（2）は同じ内容
ところ　ニッショーホール（虎ノ門2
－9－16日本消防会館）
講師　
講演　山本　博文さん（東京大学教
授）
トークショー　岩下　尚史さん（作
家）
定員　各回700人（抽選）
※ 保育あり（1歳～就学前、10人程度）
費用　無料
申し込み　はがきに、郵便番号・住

所（在勤・在学はその旨明記）・氏
名・年齢・日中連絡のつく電話番
号・希望する回（（1）昼の部または
（2）夜の部）・参加希望人数（1応募に
つき2人まで）・同伴者の氏名・年
齢、手話通訳希望の場合や保育を希
望する場合はその旨を明記の上、11
月7日（火・必着）までに、〒100－
8502　東京新聞広告局「港区歴史フ
ォーラム」係へ。
※ 当選者（代表者）に聴講券を送付し
ます。
まち歩きツアー「忠臣蔵ゆかりの地
を巡る」
対象　小学生以上どなたでも（坂道
や階段を含め全行程歩ける人）
とき　（1）11月25日（土）午前9時30分
JR東京駅丸の内北口改札前集合～
正午終了
（2）12月3日（日）午前9時30分虎ノ門
ヒルズ2階インフォメーション前集
合～正午終了

対象　どなたでも
とき　10月26・27日（木・金）午前11
時～午後8時
ところ　新橋SL広場および桜田公
園

出展団体　表のとおり

産業振興課シティプロモーション
担当 ☎3578－2554

問い合わせ

（3）12月9日（土）午前9時50分地下鉄
三田駅A6出口（地上）集合～正午終
了
コース
（1）皇居東御苑～松の廊下跡～平川
門～（竹橋駅から内幸町駅まで地下
鉄利用）～田村右京太夫上屋敷跡（浅
野内匠頭終焉の地跡）
（2）仙石伯耆守邸跡～南部坂～三次
藩浅野土佐守邸跡（赤坂氷川神社）～
毛利甲斐守邸跡～松平隠岐守邸跡
（3）水野監物邸跡～長松寺（荻生徂徠
の墓）～細川越中守邸跡～泉岳寺
定員　各20人（抽選）
※同伴者1人まで
費用　無料
※ 11月25日（土）の竹橋駅～内幸町駅
の地下鉄料金は各自負担
申し込み
　11月7日（火・必着）までに、次の
いずれかの方法でお申し込みくださ
い。
※ 同伴者（１人まで）がいる人は、同
伴者の分も必ず明記してくださ
い。
①往復はがきに、希望するコース

（（1）～（3）のいずれか）・申し込み人
数（2人まで）・申し込み者全員の郵
便番号・住所・氏名・年齢・日中連
絡のつく電話番号を明記の上、〒
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
「観光ボランティアガイド担当」へ。
②港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
の「MINATOまち歩きコーナー」の
「ガイド企画ツアー」応募フォーム
へ。
　11月15日（水）までに、申し込み者
全員に当落通知をお送りします。

新橋に全国の物産が集結
「全国交流物産展 in 新橋」を開催します

六本木からまちのルールを発信して
います
　六本木では、地域と連携し、「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
た地域ルール「六本木安全安心憲章」
を制定しています。平成29年度も六
本木のルールを広く発信していきま
す。

活動に参加しませんか
　「清掃・啓発活動」と「客引き防止
パトロール」を主なテーマとして、
毎月1回、町会・自治会、商店会、
事業者、関係行政機関の皆さんとキ
ャンペーン活動を行っています。
　多くの区民、事業者等の参加をお
待ちしております。活動に興味のあ
る人は、お気軽にお問い合わせくだ
さい。

憲章に賛同する店舗・事業所を募集
します
　区では、六本木安全安心憲章を周
知する一環として、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、憲章の趣旨に賛同する事
業所等を随時募集しています。
　また、賛同事業所等の中で、より
積極的に地域活動を行う事業所等を
推奨事業所等として認証していま
す。
対象
　主として、六本木地区（六本木3～
7丁目、赤坂9丁目7番）に立地または
活動する事業所等
申し込み
　郵送または直接、賛同書に必要事
項を明記の上、麻布地区総合支所協
働推進課へ。
※「賛同事業所等」として、名称を港
区ホームページや地域情報紙に掲

忠臣蔵をテーマにした
� 歴史フォーラム&まち歩き

参加区分 市町名 出展会場
都市 北海道佐呂間町 新橋SL広場

北海道紋別市 新橋SL広場
北海道帯広市 桜田公園
北海道中富良野町 桜田公園
秋田県美郷町 桜田公園
岩手県大船渡市 桜田公園
山形県庄内町 新橋SL広場
山形県舟形町 新橋SL広場
宮城県気仙沼市 新橋SL広場
福島県喜多方市 新橋SL広場
福島県会津坂下町 新橋SL広場
福島県いわき市 新橋SL広場
茨城県常陸太田市 桜田公園
茨城県笠間市 新橋SL広場
茨城県つくば市 桜田公園
茨城県鉾田市 新橋SL広場
群馬県沼田市 新橋SL広場
東京都あきる野市 桜田公園
山梨県甲府市 桜田公園
長野県飯田市 桜田公園

参加区分 市町名 出展会場
都市 新潟県十日町市 桜田公園

静岡県浜松市 新橋SL広場
岐阜県郡上市 新橋SL広場
京都府綾部市 桜田公園
兵庫県篠山市 新橋SL広場
兵庫県赤穂市 桜田公園
和歌山県和歌山市 新橋SL広場
和歌山県みなべ町 新橋SL広場
鳥取県北栄町 新橋SL広場
愛媛県西条市 桜田公園
高知県四万十市 桜田公園
高知県四万十町 桜田公園
福岡県久留米市 桜田公園
宮崎県日之影町 桜田公園

商店会 ニュー新橋ビル
地下商店会 新橋SL広場
ニュー新橋ビル
二階商店会 新橋SL広場
芝浦商店会 新橋SL広場

団体 港区観光協会 新橋SL広場

表「全国交流物産展 in 新橋」出展団体一覧

平成28年度の物産展の様子

推奨事業所認定状二次元コード

載します。
※「賛同書」を提出した店舗・事業所
等は推奨事業所等としての申請を
行うことができます。なお、区か
ら「認証」されると、認証状と認証
ステッカーが交付されます。

〒106－8515　麻布地区総合支所
協働推進課協働推進係
 ☎5114－8802

申し込み・問い合わせ

10月21日更新「港区広報トピックス（30分番組）」港区広報番組をご覧ください 内容  秋から冬の室内環境、水辺フェスタ～地域対抗ボートレース大会～、港区ミュージアムネットワーク紹介（外交史料館）　他
放送期間  10月21日（土）～31日（火）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。

○歴史フォーラムについて
東京新聞広告局「港区歴史フォー
ラム」係（平日午前10時～午後5時）
 ☎6910－2483
○まち歩きについて
港区観光協会「観光ボランティア
ガイド担当」（平日午前9時～午後1
時） ☎6452－8666
産業振興課シティプロモーション
担当 ☎3578－2554

問い合わせ
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｢いざ、読書。｣2017読書週間
10月27日（金）～11月9日（木）

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

　全ての人に、本に親しむきっかけ
をつくってもらうことを目的に、文
化の日を中心に、2週間の読書週間
が設けられています。読書の秋、本
を開いてみませんか。気軽に図書館
をご利用ください。
本やCD等を借りるには
はじめて借りるには
　本等の閲覧はどなたでもできます
が、借りるときは図書館カードが必
要です。図書館カードは、23区内の
在住・在勤・在学者に発行します。
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、学生証等）をお
持ちください。
　図書館カードの手続きは、本人の
み（未就学児は保護者）です。港区立
図書館の他、連携施設でも受け付け
ています。
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
※全館に設置している自動貸出機も
ご利用ください。

借りた本やCD等を返すとき
　港区立図書館および連携施設のど
こでも返却できます。休館日、開館
時間外はブックポストをご利用くだ
さい。生涯学習センター、みなとパ
ーク芝浦、芝浦港南区民センターの
入り口にもブックポストを設置して
います。
　ただし、CD・DVD・ビデオテ
ープは壊れやすいため、ブックポス
トには返却できません。直接、図書

館等のカウンターへお返しくださ
い。また、港区立図書館以外から借
りた図書もブックポストには返却で
きません。
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
涯学習館図書室の連携施設でも、港
区立図書館の資料を貸し出し・返却
できます。連携施設の利用時間等は
港区立図書館とは異なりますので、
ご注意ください。　
予約・リクエストサービス
　読みたい本やCD・DVD等が貸
し出し中の場合や他の港区立図書館
にある場合、予約（取り寄せ）ができ
ます。また、港区立図書館を通じ
て、都内の公立図書館・テンプル大
学ジャパンキャンパス図書館・東京
海洋大学付属図書館の図書資料も貸
し出しています。
インターネットサービス
　港区立図書館ホームページでは、
図書館の利用案内や行事予定、お知
らせ等がご覧になれます。資料の検
索・予約・貸し出し延長・予約の取
り消し手続きも港区立図書館ホーム
ページから行えます。また、｢港区
ゆかりの人物データベース｣では港
区にゆかりのある人物を紹介してい
ます。
※インターネット予約・貸し出し延
長手続きには、パスワードが必要
です。パスワードは、港区立図書
館ホームページ・館内検索端末機
から登録できます。
港区立図書館のURL
パソコン
http://www.lib.city.minato. 

tokyo.jp/
携帯電話
http://www.lib.city.minato. 
tokyo.jp/m/
その他の事業やサービス
ブックスタート
　赤ちゃんが心健やかに育つことを
願い、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
までの赤ちゃんと保護者を対象に、
図書館から本をお渡ししています。
※図書館で行う行事（映画会・子ど
も会・おはなし会等）の開催日等
については、毎月21日号の｢広報
みなと｣ミニガイド欄または図書
館にある行事カレンダー・港区立
図書館ホームページをご覧くださ
い。
大活字本・拡大読書器
　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を全館
に設置しています。
声の図書サービス　
　みなと図書館では、視覚障害や身
体の不自由等により読書が困難な区
民を対象に、声の図書サービスを行
っています。
利用するには
　港区立図書館の利用登録が必要で
す。身体障害者手帳や診断書等を持
って本人または代理の人が来館して
ください。来館が困難な場合はみな
と図書館へご相談ください。
対面朗読サービス
　港区立図書館所蔵の本や雑誌等を
館内の対面朗読室で音訳するサービ
スです。1回2時間まで利用できま
す。高輪図書館分室を除く各館での

利用が可能です。利用日の1カ月前
から3日前までに利用希望館にご連
絡ください。
録音図書（カセットテープ・デイジ
ー）の貸し出し・返却
　電話で、聞きたい作品の題名や著
者名等を、みなと図書館へ連絡くだ
さい。貸し出し・返却は、郵送また
は各館窓口となります。
宅配サービス
　みなと図書館では、障害や高齢等
により、図書館への来館が困難な区
民を対象に、港区立図書館所蔵の本
や雑誌を宅配するサービスを行って
います。
利用対象
（1）肢体不自由1・2級、内部障害1～
3級の身体障害者手帳をお持ちの人
（2）要介護認定1～5を受けている人
（3）区内高齢者施設等に入所してい
る人
※利用方法等詳しくは、みなと図書
館へお問い合わせください。

開館時間
◦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は、午
前9時30分～午後8時

休館日
●毎月第3木曜（館内整理日）
●特別整理期間
●年末年始（12月29日～1月3日）
※高輪図書館分室は祝日も休館
図書館からのお願い
　図書館資料への書き込み・切り抜
き・水濡れ・無断持ち出し等は、他の
利用者の迷惑になります。多くの人
に長く利用していただくために、図
書館資料を大切に扱ってください。

申請時の添付書類の一部が省略できるように
なります
　11月中旬（予定）（※）から、マイナンバー制
度における行政機関相互の情報連携の本格運
用が開始されます。情報連携とは、マイナン
バー法に基づき、これまで住民の皆さんが行
政手続きで提出する必要があった書類を省略
することができるよう、専用のネットワーク
システムを用いて、異なる行政機関の間で情
報をやり取りすることです。
　マイナンバー制度の情報連携の開始に伴
い、申請時に必要だった添付書類の一部が省
略できるようになります。省略できる添付書
類は各手続きにより異なりますので、詳しく
は、各担当課へ事前にお問い合わせください。
マイナポータルの子育て電子申請を開始しま
す
　マイナポータルとは、国が運営するオンラ
インサービスです。「ぴったりサービス」メニ
ューから、自分に合った各自治体の子育てサ
ービスを検索することができます。サービス
検索は、マイナンバーカードがなくても利用
可能です。
　さらに11月中旬（予定）（※）からは、子育て
サービスの電子申請が可能になります（表参
照）。電子申請を行う際には、マイナンバー

カード、ICカードリーダー、インターネッ
トを利用できるパソコンが必要です。スマー
トフォンでのご利用は、機器のマイナンバー
カード対応可否をご確認ください。詳しく
は、内閣府および総務省ホームページをご覧
ください。
内閣府ホームページ
http://www.cao.go.jp/bangouseido/
総務省ホームページ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_
card/index.html
マイナポータルホームページ
https://myna.go.jp/
※情報連携および子育て電子申請の開始日
は、別途広報みなと、港区ホームページでお
知らせします。

マイナンバー制度
（社会保障・税番号制度）について

表  子育て電子申請対象事務手続き一覧
制度名 手続名

児童手当

児童手当の受給資格および児童手当の額について
の認定請求
児童手当の額の改定の請求および届け出
氏名変更、住所変更等の届け出
受給事由消滅の届け出
未支払いの児童手当の請求
児童手当に係る寄付の申し出、寄付変更等の申し出
受給資格者の申し出による学校給食費等の徴収等
の申し出、徴収等の変更等の申し出
児童手当の現況届（平成30年6月から申請可能）

乳幼児医療費
（子ども医療費）

の助成

子ども医療証交付申請
子ども医療証再交付申請
氏名変更、住所変更等の届け出
受給事由消滅の届け出

保育
支給認定の申請（※別途、来庁が必要）
保育施設等の利用申し込み（※別途、来庁が必要）
保育施設等の現況届（平成30年10月から申請可能）

母子保健 妊娠の届け出（※別途、来庁が必要）
定期予防接種の

費用助成
定期予防接種実施依頼書の交付申請（23区外で接種
希望の人）

スマホから

マイナンバーカードの
ICチップでログイン！

パソコンから

　「ぴったりサービス」によるサービス検索は、
マイナンバーカードが不要です。

　マイナンバー
　カードに対応
する ICカード
リーダーが必
要です。

各港区立図書館 ☎欄外参照
問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120－95－0178
情報政策課情報政策担当 ☎3578－2061・80問い合わせ

◆各港区立図書館◆　みなと図書館☎3437－6621　三田図書館☎3452－4951　麻布図書館☎3585－9225　赤坂図書館☎3408－5090　高輪図書館☎5421－7617　
高輪図書館分室☎3443－1666　港南図書館☎3458－1085
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子どもだけの
相談ネット

◆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

あい・あい保育園 麻布十番園
（私立認可保育園）
所在地　東麻布2－32－7
定員　24人（0歳：6人、1歳：12
人、2歳：6人）
デイジー保育園 麻布十番フォ
レスト（小規模保育事業所）
所在地　麻布十番3－10－12
定員　12人（0歳：6人、1歳：6人）
sakura保育園（小規模保育事業
所）
所在地　赤坂2－12－17
定員　8人（0歳：3人、1歳：5人）
にじのそら保育園 芝浦（小規模
保育事業所）
所在地　芝浦1－14－6
定員　11人（0歳：3人、1歳：8人）
※ 平成30年度から定員を拡大し

ます。
申し込み
　各総合支所区民課保健福祉係
で配布する入所申込書（既に認
可保育園入園の申請がお済みで
追加希望の人、または認可保育
園等在園者で転園希望の人は申
請内容変更届）に必要事項を明
記の上、直接、11月9日（木・必
着）までに、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
保育課保育支援係
 ☎3578－2441

問い合わせ

　区では、毎年11月を｢教育推進月
間｣と位置付け、保護者をはじめ区
民の皆さんに、子どもたちの活動の
様子や成果を知っていただくための
PR強化期間としています。
　各区立幼稚園、小・中学校では、
特色と魅力のある学校づくりに取り
組み、｢『徳』『知』『体』を育む学び」、
｢生き抜く力を育む学び｣等、子ども
たち一人一人の個性と能力を伸ばす

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
係へ。 ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉
係へ。 ☎欄外参照

第3回港区障害者地域自立支
援協議会
対どなたでも傍聴可※保育あり
（4カ月～就学前、1人。希望する
人は、10月23日（月）までにお申し
込みください）
時 10月27日（金）午後6時30分～8
時30分
所区役所5階会議室
申電話で、10月25日（水）までに、
障害者福祉課障害者福祉係へ。
 ☎3578－2670

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 11月10日（金）・27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。申し込み時にお申し出くださ
い）
時 11月8日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

のんびりサロン
対区民で、平成29年7～10月生ま
れのお子さんとその保護者※1カ
月児健診後にご参加ください。
時 11月6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29年6月生まれの
お子さんのいる保護者
時 11月24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）または（2）を明記）・お子さ
んの生年月日・参加保護者氏名・
電話番号を、返信面に申込者の郵
便番号・住所・氏名を明記の上、
郵送で、11月6日（月・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11月15日（水）
発送予定 ☎6400－0083

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 11月2日（木）午後1時30分～3時

所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児とその保護者
時 11月1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

11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：11月7日
（火）②豊岡児童館：11月9日（木）③
高輪児童館：11月30日（木）④高輪
子ども中高生プラザ：11月7日
（火）・9日（木）・30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 11月18日（土）相談受付時間：午
後1時～3時、グループトーク：午
後3時～3時30分
所高輪子ども中高生プラザ
申当日直接会場へ。
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 11月21日（火）午後1時30分～3
時（午後1時15分～1時30分受け付
け）
所明治学院大学社会学部付属研
究所（白金台1－2－37）
内ベビーマッサージ、情報交換
人 15人（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳、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

歯並び・かみ合わせ相談
対 3歳～小学生
時 11月29日（水） 午後3時～4時40

分
所みなと保健所
人 12人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

「学校選択希望票」は届いてい
ますか
　教育委員会では、平成30年4月
に区立小・中学校へ入学する対象
者の皆さんに「学校選択希望票」等
の関係書類をお送りしています。
まだ届いていない場合は、お問い
合わせください。
対小学校入学：平成23年4月2日～
平成24年4月1日生まれ、中学校入
学：平成17年4月2日～平成18年4月
1日生まれ
就学時健康診断の通知　 小学校
に入学する対象者には、学校選択
希望票と一緒に「就学時健康診断
通知書」を同封しています。健康
診断は、通知書に記載された会場
（小学校）で必ず受診してくださ
い。
問学務課学校運営支援係
 ☎3578－2726～9

親子学習会「見て・さわっ
て・学ぼう～日本庭園にふ
れ、ミニミニ石庭（枯山水）を
作ろう～」
対区内在住・在学の小学3～6年
生とその保護者で、両日参加でき
る人
時（1）11月12日（日）（2）11月26日
（日）時間はいずれも午前10時～正
午
所（1）旧芝離宮庭園（2）三田図書
館
内（1）旧芝離宮庭園の見学・解説
（2） 日本庭園の歴史とミニミニ石
庭（枯山水）作り
人 14組（申込順） 
申電話で、10月21日（土）～31日
（火）に、みなとコール（午前9時
（初日は午後3時）～午後5時受け付
け）へ。 ☎5472－3710
担図書・文化財課文化財係

教育を推進しています。
　ぜひ地域の幼稚園、小・中学校にお
出かけになって、子どもたちの生活や
学習活動の様子、日々成長する姿をご
覧ください。
港区子どもサミット
　区立小・中学校の代表の子どもたち
が、「SNS学校ルール」・「SNS家庭ル
ール」を通して、SNSによるいじめを
どう防ぐかについて考え、話し合いま
す。
対象
　観覧のみどなたでも
とき
　12月4日（月）午後2時30分～4時45分
ところ
　リーブラホール（みなとパーク芝浦1
階）

庶務課教育政策担当 ☎3578－2702
〇港区子どもサミットについて
指導室 ☎3578－2868

問い合わせ

11月は港区教育
推進月間です
～地域の子どもたちを
応援してください～

平成29年12月1日に私立認可保育園・
小規模保育事業所を開設します

時・所・内
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問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752

　秋から冬にかけて、ウイルスによ
る感染性胃腸炎が流行します。主な
症状は吐き気・嘔

おう

吐
と

や下
げ

痢
り

です。
　感染性胃腸炎の原因となるウイル
スには、ノロウイルスやロタウイル
ス等があります。いずれも感染力が
非常に強く、乳幼児や児童、高齢者
を中心に流行するため、保育所や学
校、高齢者施設等で集団感染が繰り
返されています。

　感染経路は主に「人から人」と「食
品を通じて人」の場合があります。
「人から人」の場合は、ウイルスが直
接手等についたり、便や吐物が空気
中に浮遊し、口に入ったりすること
で感染します。また、症状が消失し
てもしばらくは便中にウイルスが排
出されるため、注意が必要です。
　最も有効な予防方法は手洗いで
す。トイレの後や調理する前、食事

「かかりつけ医」とは、どのような医
師のことですか
　「かかりつけ医」は、日頃から体質
や病歴・生活習慣・健康状態を把握
し、診療の他、健康管理上のアドバ
イス等をする身近な医師です。持病
のある人はもちろん、元気な人でも

ご自身やご家族の健康についての相
談役として、かかりつけ医を持つこ
とをお勧めします。
　予防接種や定期健康診断・がん検
診は、種類も多く、1つの医療機関
で対応できるとは限りません。この
ような場合にどこへ行けばよいのか

　平成31年10月1日からの消費税率10パーセント
への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度が
実施されます。
　食料品等軽減対象品目の取り扱いがある消費税
の課税事業者だけでなく、例えば、会議費や交際
費として飲食料品等を購入する事業者や、消費税
の免税事業者も、取扱商品の適用税率の確認や適
用税率ごとの区分経理、また、レジの導入・改修
等、制度の実施に向けた準備が必要となります。
　多くの事業者に関係のある制度ですので、ぜひ
説明会にお越しください。
対象　区内事業者
とき・ところ・定員　表1
主催　芝税務署、麻布税務署、東京商工会議所港
支部

表 1 説明会日程一覧

と　　き ところ 定員
（申込順）

10月30日（月）
午前10時～11時40分

高輪
区民センター 250人

10月31日（火）
午後6時30分～8時10分

麻布
区民センター 200人

11月1日（水）
午後2時～3時40分

赤坂
区民センター 350人

11月2日（木）
午後6時30分～8時10分

高輪
区民センター 250人

※各会場とも、説明会開始30分前に開場

　平成29年分年末調整の方法、法定調書・給与支
払報告書の作成と提出について、芝税務署と麻布
税務署の合同で、表2のとおり説明会を開催しま
す。税務署から各事業所へ送付される関係書類を
ご持参の上、ご来場ください。なお、ご来場の際
は、公共交通機関をご利用ください。
※ 説明会当日に諸用紙の交付を希望する人は、手

提げ袋等を各自でご用意ください。

芝税務署  ☎3455－0551（自動音声対応）
麻布税務署 ☎3403－0591（自動音声対応）
税務課課税係 ☎3578－2600～9、2593～8

問い合わせ

表2 説明会日程一覧（港区・芝税務署・麻布税務署の合同開催）
対象地域 とき

（開場は、午前の部は午前9時、
午後の部は午後1時）

ところ
芝税務署管内 麻布税務署管内

港南・西新橋 赤坂1・2丁目 11月7日
（火）

午前9時45分～正午

メルパルク
ホール
芝公園
2－5－20

愛宕・白金台・新橋・台場 南麻布・六本木 午後1時45分～4時
芝公園・芝大門・三田 麻布狸穴町・南青山 11月8日

（水）
午前9時45分～正午

虎ノ門・東新橋 赤坂7～9丁目・麻布台・東麻布・元麻布 午後1時45分～4時
海岸･芝浦・浜松町 北青山・西麻布・元赤坂 11月9日

（木）
午前9時45分～正午

芝・白金・高輪 赤坂3～6丁目・麻布十番・麻布永坂町 午後1時45分～4時

インターネットで電子渡航申請をする時の注意
点
Q　旅行に行くためにインターネットでESTA
の電子渡航申請をした。確認メールが届き、間
違えて代行業者に申請したことに気付いた。請
求額は7000円だった。米国大使館の公式サイト
では、14ドルで申請できるようだ。解約して返
金してほしい。
A　ESTAとは、米国国土安全保障省による電
子渡航認証システムです。日本を含む入国ビザ
が免除されている国籍の渡航者が、ビザなしで
渡航する場合にESTAの認証取得が義務付けら
れています。
　申請は大使館の公式サイトから行うことがで
きますが、インターネットで検索すると多くの
代行業者のサイトがあるため、気付かずに手続
きをしてしまい、手数料が高額だった等の苦情
が寄せられています。
　多くの代行業者のサイトでは、「代行業者」と
明記され、手数料も示されているため、違法と
は言えず、手数料も旅行代理店で手配してもら
う場合と比べて特に高額とは言えないことが多
いです。
　代行業者は海外の業者の場合もあり、解約や
返金は難しいので、入力する前に大使館の公式
サイトであるかを確認しましょう。
　もしも申請に疑問があったり、トラブルにな
ったりした場合は、消費者センターにご相談く
ださい。
　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ます。

の前等には、石けんと流水を使って
十分に手を洗いましょう。
吐物を処理する際には次のことが大
切です
○窓を開けてよく換気する。
○使い捨てマスクと手袋を必ず使用
し、嘔吐物は新聞紙等で包んでビニ
ール袋に密閉して捨てる。
○ふき取った後は、塩素系漂白剤等
で十分に消毒する。
○汚れた衣類は、85度以上の熱湯で
1分間以上消毒する。
○処理後、汚れた手袋は廃棄し、石
けんと流水で手をよく洗う。
食品からの感染を防ぐには次のこと
を守りましょう

○嘔吐や下痢の症状がある人は調理
を避ける。
○調理前の手洗いをきちんとする。
○食品の加熱を十分にする。
○調理器具をしっかり洗う。
その他
○トイレ使用後はふたを閉めてから
流す。
○嘔吐や下痢が続く場合は、脱水症
状に注意し、水分補給を行う。
　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

気軽に相談できるのがかかりつけ医
です。
　また、介護保険サービスを利用す
る時に必要な医師の意見書等も、か
かりつけ医に依頼することができま
す。
大きな病院へはかかりつけ医の紹介
で
　精密検査や高度な治療が必要な場
合は、かかりつけ医が適切な病院、
診療科を紹介します。かかりつけ医
の紹介状（診療情報提供書）を持参す
ると、紹介先の病院でスムーズに受
診することができます。

引っ越ししてきたばかりの人、かか
りつけ医をお持ちでない人
　港区医師会では、区と歯科医師
会・薬剤師会の協力のもと、医療機
関を簡単に探すことができる医療と
福祉の情報誌「みなと医療BOOK」
を作成しています。ぜひご活用くだ
さい。

（社）東京都港区医師会（月～金曜
午前9時～午後5時） ☎3582－6261
保健予防課保健予防係
 ☎6400－0080

問い合わせ

芝税務署法人課税第2部門 ☎3455－0551
麻布税務署法人課税第2部門 ☎3403－0591
東京商工会議所港支部 ☎3435－4781
税務課税務係 ☎3578－2586

問い合わせ

共催　港区、港都税事務所
申し込み　電話で、各説明会の実施日前日まで
に、みなとコール（午前9時～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710

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

感染性胃腸炎 に
注意しましょう

かかりつけ医を
持ちましょう

消費税軽減税率制度
説明会のご案内

事業者の
皆さんへ 年末調整等説明会を開催します

平成29年10月11日号7面に掲載した「港区明るい選挙啓発ポスターコンクール入選者発表」の小学生の部入選者の学年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）酒井　仁瑚　麻布小学校　3年　（正）酒井　仁瑚　麻布小学校　6年　（敬称略）　問い合わせ　選挙管理委員会事務局　☎3578－2768
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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

健　　康
精神保健福祉相談（予約制）
　こころの病気(思春期、アルコー
ル依存症を含む)や、認知症の早期
発見・早期治療・対応の仕方等につ
いて、精神科医師が相談に応じま
す。
対区内在住・在勤者
時 11月6日（月）・22日（水）・24日
（金）・27日（月）いずれも午後※時間
はお問い合わせください。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。 ☎欄外参照

健康相談・禁煙相談（予約制）
　健診結果の見方や、食事・運動・
禁煙等、健康の保持増進の方法につ
いて、保健師・栄養士・禁煙相談員
が相談に応じます。また、禁煙相談
は身近な港区禁煙支援薬局で随時受
けることができます。
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

家族会
対区民で、こころの病気がある人
の家族※保育あり（4カ月～就学前、
2人。電話で、11月1日（水）までにお
申し込みください）
時 11月8日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所
申初めて家族会に参加する人は、
電話で、健康推進課地域保健係へ。
既に参加したことのある人は、当日
直接会場へ。 ☎6400－0084

「あなたの肺、元気ですか？～専
門医に聞くCOPDのキホン～」
　自覚症状の乏しいCOPD（慢性閉
塞性肺疾患）の基本的な知識と、肺
年齢について専門医が解説します。
当日、会場で肺年齢を測定します。

対区内在住・在勤・在学者
時 11月17日（金）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 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、10月24日（火）から、み
なとコール（午前9時（初日は午後2
時）～午後5時受け付け）へ。
 ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

シリーズ糖尿病「管理栄養士に
聞く～実践！食後高血糖を防ぐ
食べ方のコツ～」（参加型講座）
対区内在住・在勤者
時 11月27日（月）午後2時～4時
所みなと保健所
人 60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、10月23日（月）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
ご近所イノベータ養成講座シン
ポジウム「学園祭～活動発表会
～」
対どなたでも
時 11月3日（金・祝）午後1時～4時
所芝コミュニティはうす（芝5－13
－15芝三田森ビル2階）
人 50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。※詳しくは、
ご近所イノベーション学校ホームペ
ージ
https://gokinjo-i.jp
をご覧ください。
問芝地区総合支所協働推進課地区
政策担当 ☎3578－3192

MINART（みな～と）展「港区で
創作活動する作家達による合同
展覧会」
対どなたでも
時 11月8日（水）～11日（土）午前10時
～午後6時、11月12・13日（日・月）

午前10時～午後4時30分
所神明いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ
 ☎3436－2500

アサリによる環境学習
　クラムマット（アサリを着生させ
るための袋網）を制作します。
対どなたでも
時 11月4日（土）午前10時30分～正午
頃※当日の天候により中止の場合が
あります。
所都立お台場海浜公園
申当日直接会場へ。
問芝浦港南地区総合支所協働推進
課ベイエリア活性化推進担当
 ☎6435－0481

第13回べいあっぷウオーキン
グ「歩こう港南！学ぼう東京海
洋大学！」
対区内在住・在勤・在学者で、2時
間程度のウオーキングができる人
（小学生以下は保護者同伴）
時 11月25日（土）（1）午前11時集合
（2）午前11時30分集合（3）正午集合
（どの回かは別途参加者に通知）
コース　東京海洋大学（マリンサイ
エンスミュージアム、鯨ギャラリ
ー、雲鷹丸）→港南公園・楽水橋→
高浜運河沿緑地→御楯橋→品川シー
ズンテラス→芝浦中央公園→新港南
橋→港南区民協働スペース
人 60人（抽選）
申電話で、10月24日（火）～11月5日
（日）に、参加者の氏名・住所・電話
番号を、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
課地区政策担当

第2回べいあっぷグリーンツア
ー「芝浦のみどりを再発見しよ
う」
対区内在住・在勤・在学者で、1時
間30分程度のウオーキングができる
人（小学生以下は保護者同伴）
時 11月26日（日）午前9時30分～10時
10分に受け付け、正午までに終了
コース　みなとパーク芝浦1階総合

案内前→芝浦公園（芝浦田んぼ）→メ
タセコイアの並木道→竹芝橋→イン
プレストタワー芝浦エアレジデンス
→オアーゼ芝浦→新芝北運河沿緑地
→芝浦ルネサイト→芝浦西運河沿緑
地→プラタナス公園
人 100人（申込順）
申電話で、10月21日（土）～11月5日
（日）に、参加者の氏名・住所・電話
番号を、みなとコール（午前9時（初
日は午後2時）～午後5時受け付け）
へ。 ☎5472－3710
担芝浦港南地区総合支所協働推進
課まちづくり推進担当

フィンランド共和国大使館主催
シンポジウム「母子保健事業か
ら見る子育て世代包括支援セン
ターのめざすもの」
　ネウボラ(子育て支援施設)を中心
としたフィンランドの家族政策につ
いての話を聞き、専門家とともに日
本の母子保健事業のめざすことにつ
いて考えます。
対どなたでも
時 11月2日（木）午前10時30分～午後
4時
所赤坂区民センター区民ホール
人 400人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2565

日本とキルギス共和国の国交樹
立25周年記念コンサート「キル
ギス遊牧民の魂」
　民族音楽演奏と伝統衣装のファッ
ションショーです。
対どなたでも
時（1）11月19日（日）午後6時30分～8
時（午後6時開場）（2）11月24日（金）午
後7時～8時30分（午後6時30分開場）
所（1）赤坂区民センター区民ホール
（2）高輪区民センター区民ホール
人（1）400人（2）250人（いずれも会場
先着順）
費用　両日とも2000円
申当日直接会場へ。
無料招待枠について
対区内在住・在勤・在学者
人（1）40人（2）25人（いずれも抽選）
申はがきに、希望日・住所・氏

◆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。
10
月
22
日（
日
）

武村医院（内） 北青山3－12－2 3407－7826
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
六本木駅前歯科（歯） 六本木6－7－10　簗場ビル5階 5414－8041
★岡部医院（内） 西麻布2－24－12 3407－0076

10
月
29
日（
日
）

きつかわクリニック（内） 芝5－31－16　YCC田町ビル4階 3451－1731
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

岡田歯科医院（歯） 芝4－4－5　三田ＫＭビル1階 3453－6931
久松歯科六本木診療所（歯） 六本木3－11－7　石渡ビル7階 3403－8668
★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

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、年末年始を除く）

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
10月22日（日） 白金ヴェルデ薬局 白金1－26－3 6450－2645

10月29日（日） アカビシ薬局 高輪3－10－38 3441－8092

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
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（
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

名・電話番号、在勤・在学者は会
社・学校名を明記の上、11月8日
（水）までに、〒105－8511　港区役
所地域振興課国際化推進係へ。
問○イベントについて
オルドサフナ来日公演2017実行委員
会事務局 ☎080－3208－7007
○無料招待枠について
地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2046

区内企業と大学生との交流会
対就職を希望する大学3年生と短期
大学1年生（2019年卒業予定の学生）
時 11月25日（土）午後1時～4時
所男女平等参画センター・消費者
センター（みなとパーク芝浦2階）
内ワークライフバランスを積極的
に考える区内企業と大学生の交流会
を通して、区内企業の良さを知って
いただくイベントです。
人 32人（申込順）
申産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
問産業振興課経営相談担当
 ☎3578－2553

クッキング・ラボ番外編「重曹
活用術」
　重曹を掃除・美容・料理に活用す
る方法を、入浴剤作り等を通して学
びます。
対区内在住・在勤・在学者
時 11月10日（金）（1）午前10時30分～
正午（2）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）
持ち物　ハンドタオル
人各回18人（申込順）
申電話で、10月23日（月）から、消
費者センターへ。 ☎3456－4159

船と歩きでお台場の水辺を楽し
む＜英語＞ツアー
対小学生以上で全コース歩け、英
語の説明が分かる人
時 11月19日（日）Aコース：午前8時40
分～11時40分、Bコース：午前9時20
分～午後0時20分
主なコース　Aコース：品川駅集合、
港南をまち歩き後、お台場周辺の
船旅を楽しみ、天王洲アイル下船
解散。Bコース：天王洲アイル集合、
お台場周辺の船旅を楽しみ、天王洲
アイル下船、港南をまち歩きして品
川駅解散。
人各30人（抽選）
申港区観光協会ホームページから、
希望するコース（AまたはB）を選び、
11月5日（日）までにお申し込みくだ
さい。抽選結果は、11月10日（金）ま
でにメールでお知らせします。
港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
［Vo l un t e e r  Gu i d e d  Tou r
（ENGLISH）］内の「Minato City 
Waterfront Walking&Cruising」
応募フォームへ。
問港区観光協会ボランティアガイ
ド担当（平日午前9時～午後1時）
 ☎6452－8666
メールアドレス
minatokankovol2014@gmail.com
産業振興課観光政策担当
 ☎3578－2552

ボランティア入門講座
対これからボランティア活動を始
めたい人や、始めたばかりの人
時（1）11月21日（火）（2）平成30年1月
23日（火）いずれも午後1時30分～3時
30分※（1）は講義の他、車いす体験
を行います。
所（1）麻布地区総合支所（2）芝浦港
南地区ボランティアコーナー（みな
とパーク芝浦1階）
人各15人（申込順）
申電話またはファックスで、住所・
氏名・電話番号を明記の上、（1）11
月20日（月）までに、（2）平成30年1月
22日（月）までに、港区社会福祉協議
会ボランティア・地域活動支援係
へ。☎6230－0284　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

トランスジェンダーを理解する
ためのLGBT講座
対区内在住・在勤・在学者、また
はテーマに関心のある人
時 11月27日（月）午後6時45分～8時
45分
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、8人程度。11月16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

介護を担う男性のための講座
「息子による親の介護につい
て、みんなで考えよう」
対区内在住・在勤・在学の男性で、
親の介護に関わっている、またはこ
れから関わる人、テーマに関心のあ
る人（女性・家族の参加も可）
時 11月30日（木）午後6時50分～8時
50分
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、8人程度。11月16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

オリンピック・パラリンピック
体験教室
　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の競技種目「バドミ
ントン・パラバドミントン」をオリ
ンピアン等と一緒に体験します。
対小学生以上の区内在住・在勤・
在学者
時 11月11日（土）第1部：午後1時～2
時45分、第2部：午後3時～4時45分
所港区スポーツセンター（みなとパ
ーク芝浦内）
人 120人（抽選）※見学可
申ファックスまたはメールで、氏
名・住所・連絡先等を、10月31日
（火）までにオリンピック・パラリン

ピック体験教室事務局へ。
 FAX6803－2293
オリンピック・パラリンピック体験
教室運営事務局Eメール：
minato.sports@cerespo.co.jp
問生涯学習推進課スポーツ企画担
当 ☎3578－2751

ミュージアムセミナー東京都庭
園美術館「アール・デコの記憶
―旧朝香宮邸物語」
対中学生以上どなたでも
時 11月11日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所三田図書館
人 40人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
 ☎3452－4951

生活セミナー「海外旅行者が知
っておくべきホントの世界～元
添乗員のうちあけ話～」
対中学生以上どなたでも
時 11月18日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所三田図書館
人 40人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
※11月16日（木）は休館 ☎3452－4951

麻布図書館文学講座「徹底鑑賞
　漱石「吾輩は猫である」」
対中学生以上どなたでも
時 11月11日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所麻布図書館
人 30人（申込順）
申電話または直接、麻布図書館へ。
 ☎3585－9225

生活セミナー「片付けはこれか
らの暮らし方を選ぶこと」
対どなたでも
時 11月18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。
※11月13日（月）・16日（木）は休館
 ☎5421－7617

お 知 ら せ
明治学院大学白金祭2017での
「白金祭無料総合法律相談会」
　さまざまな法律トラブルについ
て、明治学院大学出身の弁護士・税
理士・社会保険労務士・司法書士・
行政書士等の各種専門家が連携し、
総合的に相談に応じます。
対区内在住・在勤・在学者
時 11月3日（金・祝）午前11時～午後
4時（午前10時30分～午後3時30分受
け付け）※1組につき30分
所明治学院大学白金校舎本館3階
（白金台1－2－37）
人 40組程度（会場先着順）
申当日直接会場へ。※当日、整理
券を配布します。
問高輪地区総合支所協働推進課地
区政策担当 ☎5421－7123

差押不動産の公売を実施します
対どなたでも※ただし、参加条件
があります。詳しくは、お問い合わ
せください。
時 11月15日（水）午後1時～2時
所千代田都税事務所（千代田区内神

田2－1－12）
持ち物　公売保証金、はんこ等
物件　高輪に所在するマンション
見積価額　2100万円
公売保証金　 210万円
　詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
問税務課納税促進係
 ☎3578－2619～22

平成29年度第1回国民健康保険
運営協議会
対区民
時 11月7日（火）午後3時～5時
所港区議会棟1階第5・第6委員会室
申傍聴を希望する人は、当日直接
会場へ。
問国保年金課事業係 ☎内線2636・7

変更・休止情報等
コンビニ交付の利用休止
　都庁舎の電気設備点検のため、コ
ンビニエンスストアでの各種証明交
付サービスは利用できません。
　休止日に、住民票の写し・印鑑登
録証明書の受け取りを希望する人
は、11月10日（金）午後4時までに電
話でお申し込みください。なお、証
明書発行手数料は、窓口で発行する
時と同じです。
時 11月11日（土）終日
問各総合支所区民課窓口サービス
係・台場分室 ☎欄外参照

求人・区民委員募集
区立保育園非常勤職員
任用期間　12月1日～平成30年3月31
日（一定の条件を満たした場合、更
新も可）
募集職種　（1）保育員（2）特定保育員
対平成29年12月1日現在65歳未満
で、保育士資格を有し、都道府県知
事の保育士登録を受けている人（見
込み可）（2）は、保育に興味・関心が
あり、熱意を有する人も可
業務内容　（1）保育園に勤務する保
育士の職務内容に準ずる職務（2）保
育補助
勤務時間　（1）①午前8時30分～午後
6時30分のうち週29時間（月～土曜の
うち週4日または5日）②午後2時30分
～8時30分のうち週5日29時間（月～
金曜）（2）午前7時～午後8時30分のう
ち週5日15時間（月～金曜）
報酬（月額）　（1）①16万3800円②18
万4300円（2）資格無：6万8300円、資
格有：7万6100円※夜間勤務の割り振
りがある場合は、資格無：8万4500
円、資格有：9万5100円※交通費は別
途支給
人（1）①4人程度②2人程度（2）15人
程度
選書類選考後、11月上旬に面接を
実施します。日時は書類選考後にお
知らせします。
申郵送または直接、履歴書（写真貼
付、希望職種・希望園（※）を備考欄
に明記）、（1）希望者のみ、応募の動機
を書いた原稿用紙（400字程度）を同
封の上、11月2日（木・必着）までに、
〒105－8511　港区役所保育課保育
支援係「区立保育園非常勤担当」（区
役所7階）へ。※募集園については港
区ホームページをご覧ください。
問保育課保育支援係 ☎3578－2429

◆各総合支所区民課窓口サービス係・台場分室◆　芝地区☎3578－3141　麻布地区☎5114－8821　赤坂地区☎5413－7012　高輪地区☎5421－7612
芝浦港南地区☎6400－0021　台場分室☎5500－2351

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752



http://www.city.minato.tokyo.jp平成29年（2017年）10月21日10

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
（水）

かたりべの会 午後2時30分～3時30分（午後2時） 麻布図書館（20人）

16ミリ映画会「クマタカ森の精」 午後6時～6時40分
（午後5時30分） 赤坂図書館（30人）

3
（金・祝）

16ミリ映写会「伊勢型紙」 午前11時～11時30分
（午前10時30分） 高輪図書館（30人）

16ミリ映写会「明治の洋風建築」 午後2時～2時30分
（午後1時30分） 高輪図書館（30人）

バリアフリー映画会「秋桜」 午後2時～3時30分（午後1時30分） 三田図書館（60人）
みなと図書館（文化の日）講演会「本の力・本の夢」 午後2時～4時（午後1時30分） みなと図書館（90人）

4
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分） 赤坂子ども中高生プラザ

弁士付無声映画上映会「出来ごころ」 午後2時～4時（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

5
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター
「第5回 みなと子ども読書まつり」 午前10時～午後3時 赤坂子ども中高生プラザ

英語のおはなし会「英語であそぼう！」 午後2時～2時40分
（午後1時30分） 赤坂図書館

映画会「プリティ・リーグ」
（原題:A League of Their Own）

午後2時～4時10分
（午後1時30分） 麻布図書館（30人）

6
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分） 白金台児童館

7
（火）おはなし会「ゆっくりくまさん」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

8
（水）

映画会「ボトル･ドリーム カリフォルニア
ワインの奇跡」（原題:Bottle Shock）

午後1時～2時50分
（午後0時30分） みなと図書館（90人）

おはなし会
「くまくん、はるまでおやすみなさい」他 午後2時30分～3時 港南図書館

おはなし会「だがしかし」他  午後3時～3時30分 赤坂図書館

9
（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

親子で遊ぼうおはなし会「ふわふわ、ぽかぽか」他 午前10時30分～11時 高輪図書館
DVDシアター「NHKスペシャル ヒューマン なぜ人
間になれたのか『第3集 大地に種をまいたとき』」

正午～午後0時50分
（午前11時30分） 三田図書館（60人）

10
（金）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分） 港南子ども中高生プラザ

夜のDVDシアター「宮沢賢治の生涯」 午後6時～7時（午後5時30分） 赤坂図書館（30人）

11
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「いろいろきのこ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「つみつみでんしゃ」他 午前11時～11時30分 三田図書館
子ども映画会「くまのおいしゃさん」 午前11時30分～11時55分（午前11時） 三田図書館（60人）
きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館
防災セミナー「おいしく学べる防災食－
備蓄食材を作って試食しませんか？－」 午後2時～3時30分 高輪図書館（16人）

映画会「フロスト×ニクソン」
（原題:FROST/NIXON）

午後2時～3時5分
（午後1時30分） 港南図書館（45人）

おはなし会「どんぐり」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

November

11
時間、ところ欄にある（ ）は、それぞれ開場時間、定員をあらわしています。定員を超えた場合、入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。

とき 内容 時間 ところ

港南子ども中高生プラザ
麻布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
飯倉学童クラブ
高輪図書館分室
豊岡児童館

赤坂子ども中高生プラザ
港区スポーツセンター
白金台児童館
台場区民センター
障害保健福祉センター
港南図書館
高輪子ども中高生プラザ

☎5561－7830
☎3452－4151
☎3444－1899
☎5500－2355
☎5439－2511
☎3458－1085
☎3443－1555

☎3450－9576
☎5447－0611
☎3404－5874
☎5443－7338
☎3583－6355
☎3443－1666
☎3453－1592

麻布図書館
赤坂図書館
高輪図書館
三田図書館
みなと図書館

☎3585－9225
☎3408－5090
☎5421－7617
☎3452－4951
☎3437－6621

15
（水）プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

17
（金）バリアフリー映画会「博士の愛した数式」 午後2時～4時

（午後1時30分） 高輪図書館（40人）

18
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「かしてあげたいな」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

一般映画会「召使」（原題:The SERVANT） 午後2時～3時55分
（午後1時30分） 赤坂図書館（35人）

朗読会
「俳優 池部良エッセイ集より－風が吹いたら－」

午後2時～4時
（午後1時30分） みなと図書館（90人）

Let's Play Board Games in English
（英語でボードゲームを楽しもう）

午後2時～4時
（午後1時30分） 麻布図書館（20人）

おはなし会「きょだいな きょだいな」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

19
（日）おはなし会「どんぐり」 午後2時30分～3時 麻布図書館

21
（火）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分） 麻布子ども中高生プラザ

22
（水）

おやこおはなし会「ここがすき」他 午前10時30分～11時 港南図書館
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

23
（木・祝） おはなし会「どんぐりにんじゃ」他 午前10時30分～11時 三田図書館

24
（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「フランソワーズ・サガンの
悲しみよこんにちは」（原題:Bonjour Tristesse）

午後5時30分～7時10分
（午後5時） 麻布図書館（30人）

25
（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

おはなし会「きれいずき」他 午後2時～2時30分  赤坂図書館
きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

26
（日）

楽しく体験「ボードゲームで遊ぼう！」 午後0時30分～4時（正午） 赤坂図書館（20人）

みなとシネクラブ「あしたの私のつくり方」 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「のはらでまたね」他 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「クリーン」（原題:Clean） 午後2時～3時55分
（午後1時30分） 三田図書館（60人）

28
（火）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分） 飯倉学童クラブ

おはなし会「ぴたっ！」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

30
（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） 豊岡児童館

大使館大使館
だよりだより

�
　日本の約27倍という広大な国土を持
つカナダは、北米大陸の北半分を占め
る国です。気候は、国土の広さに応じ
て多様で、暖流の影響を受ける太平洋
沿岸は比較的温暖ですが、それ以外の
地域の冬は寒冷で、北緯70度以北には
万年雪が広がります。天然ガスや石油、
木材等の天然資源に富む他、自動車や
機械・機器等の先端技術を生かした産
業も盛んです。人口は約3600万人で、
大多数が南部のアメリカ国境沿いの都
市に居住しています。
　「カナダは英語とヨ
ーロッパ系の人々の国、
というイメージがある
でしょう。しかし実はと
ても多様性に富む国な
のです。公用語は英語
とフランス語で、15歳
以上の人口の約24パー
セントはカナダ国外で生まれた移民一
世です。LGBTI（注）の人の権利も保護さ
れ、憲法でも多文化主義がうたわれて

いて、国民の大多数
が多様性は不可欠な
ものだと考えていま
す」とケール・ハズ
バンド二等書記官。

「移民が多いので語
学教育が充実して
いて、日本人にも人
気の留学先ですし、日本人観光客も増
加しています。私の個人的なお薦めは、
個性豊かな地ビールと、多くの湖が美
しいオンタリオ州の景色です」

　カナダ大使館では写真
付き公的身分証明書を
見せて手荷物検査を受け
れば、予約不要でギャラ
リーや図書館等へ入れま
す。「現在、『イヌイット
の彫刻　高円宮コレクシ
ョン』展を開催中で、11

月初旬にはカナダ留学フェアがありま
す。ぜひお越しください」とハズバンド
書記官はおっしゃっていました。

カナダ

大使館内にあるE.H.ノーマン図書館

ケール・ハズバンド
二等書記官

多くの湖があるオンタリオ州

（注）LGBTI…レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、インターセックス

　10月から、港区国民健康保険に
加入している40～74歳の人で、特
定健康診査（メタボリックシンド
ロームに着目した健診）を受診し
た人の中から、生活習慣の改善が
必要な人に特定保健指導を実施し
ます。
メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）とは
　メタボリックシンドロームは、
内臓の周りに脂肪がたまり過ぎた
状態に加え、高血糖・高血圧、脂
質異常という生活習慣病のリスク
が2つ以上重なった状態をいいま
す。この状態は、心筋梗塞や脳梗
塞の原因となる動脈硬化を急速に
進行させていきます。
特定保健指導とは
　特定保健指導は、特定健診の結
果と、健診を受けたときに記入し
た質問票、腹囲や生活習慣病等の
リスク要因の数、年齢等から、「情
報提供｣｢動機付け支援｣｢積極的支
援｣の3グループに分けて行いま
す。
　｢情報提供｣は、全ての受診者を
対象に、健診結果の見方・生かし
方、健康づくりのアドバイス等生

活習慣の改善に必要な情報を冊子
にして提供します。
　また、｢動機付け支援｣｢積極的
支援｣のグループに該当した人に
は、健診受診3カ月後をめどに、
ご自宅に｢特定保健指導利用券｣と
利用案内を送付します。
　管理栄養士等が、一人一人の生
活習慣の改善にむけて目標を設定
し、行動が継続できるようにサポ
ートします。費用は無料ですの
で、ぜひこの機会に積極的にご活
用ください。
注意事項
・既に｢高血圧｣｢糖尿病｣｢脂質異
常症｣で治療を受けている人は特
定保健指導の対象となりません。
・港区国民健康保険以外の保険に
加入している人は、加入している
医療保険者で特定健康診査・特定
保健指導を実施します。詳しく
は、加入している各医療保険者へ
お問い合わせください。

国保年金課事業係 ☎内線2636
健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

問い合わせ

港区国民健康保険加入者への
特定保健指導が始まります


