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平和主義平和主義
　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。

　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、誰でも、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。

基本的人権の尊重基本的人権の尊重

　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。

　国の政治の在り方を最終的
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。

国民主権国民主権

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
に生きるために欠かせないも
のです。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。

　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～ 7日を
憲法週間と
しています。

 対　象　 どなたでも　　
 と　き    5月8日（火） 午後1時30分～5時（午後1時開場）
 ところ　 高輪区民センター　区民ホール
 定　員　 250人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ

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
 〈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。

※保育あり（４カ月～就学前、
5人程度。電話で、４月27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

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

共に生きる社会へ 
～取材現場からの報告～

※手話通訳あり
講　師　　藪本　雅子 さん
　　　　　（フリーアナウンサー・記者）
講演内容
　一見、華やかに見える女子アナウンサー
だが、その裏側では葛藤の日々。生きるこ
とに行き詰まっていた頃「ハンセン病問題」
に出会い、報道現場に飛び込んだ。障害者
やハンセン病の取材を通じて、乗り越える
べき障害は、当事者ではなく社会の側にあ
ることに気付く。
　誰もが「生きていてよかった」と思える
社会にするため、私たちは何をすれば良い
のか。取材現場でのエピソードやメディア
の裏側等も絡めてお話しします。

講演

　　監 督　片渕須直
 声の出演　�のん、細谷佳正、稲葉菜月、尾身美詞　他

映画 （129分）「この世界の片隅に」
※日本語字幕つき

　突然の縁談で広島・呉へと嫁いだ18歳の主人公すず。配給物
資が減っていく中でも、工夫を凝らして食卓をにぎわせ、前向きに毎日を積み重ねていく。
空襲にさらされ、大切なものを失う日々。そして、昭和20年の夏がやってくる―。

©こうの史代・双葉社／『この世界の片隅に』
製作委員会
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援金分と合わせて年度内の各支払月
期へ均等に割り付けています。
　介護保険第1号被保険者の介護保
険料は、世帯単位ではなく、個人単
位でかかります。65歳になると、別
途介護保険課から介護保険料の通知
が送付されます。
75歳を迎える人
　75歳の誕生日に後期高齢者医療制
度に加入し、国民健康保険の資格は
喪失します。国民健康保険料は、75
歳の誕生日が属する月の前月分まで
となります。同じ世帯に74歳以下の
人がいる場合、74歳以下の人の国民
健康保険料と合算して年度内の各支
払月期へ均等に割り付けています。
国民健康保険と後期高齢者医療制度
の保険料が重複して賦課されること
はありません。

になります。このような人のうち、
65歳以上の人を旧被扶養者といい、
所得割額を免除し、均等割額が半額
になります。加入時に申請してくだ
さい。
非自発的失業者の軽減措置
　倒産・解雇等による離職（雇用保
険の特定受給資格者）や雇い止め等
による離職（雇用保険の特定理由離
職者）をした人は、国民健康保険料
が軽減される場合があります。雇用
保険受給資格者証を持参の上、届け
出てください。
国民健康保険料の減免
　災害その他の特別な事情により、
一時的に生活が著しく困難となり、
保険料が納められなくなった世帯に
対し、申請により国民健康保険料を
減免する制度があります。住民税の
申告をしている人が対象です。
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。
平成30年度国民健康保険料の通知
　6月に年間保険料を計算して、世
帯主にお知らせします。

国民健康保険料の減額・軽減制度
国民健康保険料均等割額の減額
　前年の1～12月の1年間の所得が一
定の基準以下の世帯の場合、均等割
額を7割、5割または2割減額します。
この対象となる世帯は、所得金額に
より判定しますので、世帯全員の住
民税の申告が必要となります。収入
がなかった人も申告をしてくださ
い。
後期高齢者医療制度への移行に伴う
国民健康保険料の軽減措置
低所得者に対する軽減
　後期高齢者医療制度に移行する人
が国民健康保険被保険者だった場
合、世帯構成や収入が変わらなけれ
ば、従前と同様の国民健康保険料均
等割額の軽減を受けることができま
す。申請は必要ありませんが、世帯
全員の住民税の申告をしてくださ
い。
旧被扶養者に対する軽減
　職場の健康保険、船員保険、共済

国民健康保険料の計算方法
　国民健康保険料は、世帯を単位と
して、国民健康保険被保険者の人数
と、賦課の基となる所得金額（※）を
基に計算します。
※�賦課の基となる所得金額とは、前
年の総所得金額および山林所得金
額ならびに株式・長期（短期）譲渡
所得金額等を合計した額から基礎
控除額（33万円）を差し引いた額を
いいます（雑損失の繰越控除は行
いません）。

所得割料率、均等割額および最高限
度額
　表1のとおり。
基礎分（医療分）、後期高齢者支援金
分および介護分を合算して通知しま
す
　介護保険の第2号被保険者（40～64
歳の人）がいる世帯の国民健康保険
料は、基礎分（医療分）と後期高齢者
支援金分に加え、介護分の保険料を
合算した額になります（表2のとお
り）。
介護分の計算について
40歳を迎える場合
　40歳の誕生日の前日に、介護保険
の第2号被保険者の資格を得ます。
資格を得た月以降の国民健康保険料
に介護分が加わりますので、国民健
康保険料を計算し直して、変更通知
を送ります。
65歳を迎える場合
　65歳の誕生日の前日に、介護保険
の第2号被保険者から第1号被保険者
（65歳以上の人）の資格に変更になり
ます。国民健康保険料は、65歳にな
る前月までの介護分を計算した上
で、基礎分（医療分）、後期高齢者支

　区では、区民の皆さんの区政に対
する意向や生活意識等を把握し、区
政運営における基礎的な資料とする
ため、港区民世論調査を実施してい
ます。平成29年度に実施した調査結
果がまとまりましたので、概要をご
紹介します。
調査対象
　区内在住の満18歳以上の男女個人
標本数
　2000標本
標本抽出
　住民基本台帳からの層化無作為抽
出
調査方法
　郵送配布、郵送またはインター
ネットによる回収
調査期間
　平成29年9月4日～19日
有効回収数
　826人
有効回収率
　41.3パーセント
調査結果の概要
　質問・回答は簡略化して掲載して
います。
※�回答比率は小数点第2位を四捨五
入しているため、または複数回答

のため、数値の合計が100になら
ない場合があります。

定住意向について
　これからも港区に住み続けたいと
思うか聞いたところ、「ずっと住み
続けていたい」が54.6パーセント、
「当分は住んでいたい」が33.2パーセ
ントで、両方を合わせた「定住意向」
は87.8パーセントと多数を占めてい
ます（図1）。

港区基本計画について
　今後、区が特に重点的に取り組む
べきだと思う政策を聞いたところ、
「防災・生活安全」が46.6パーセント
で最も多く、次いで「高齢者福祉」が

42.6パーセント、「街づくり・景観」
が35.6パーセント、「子育て支援」が
35.2パーセント、「自転車対策」が
21.2パーセントの順で続いています
（図2）。

港区の景観について
　誇りや愛着を感じられる港区の景
観を聞いたところ、「東京タワーや
レインボーブリッジなど、東京を象
徴するランドマーク景観」が65.7
パーセントで最も多く、次いで「歴
史的庭園や寺社など、歴史の蓄積が
表れた景観」が54.0パーセント、「神
宮外苑銀杏並木や青山通りなど、特
色ある通りの景観」が46.5パーセン
トと続いています。
災害対策について
　住まいの地域で、自然災害につい
てどのような不安を感じるか聞いた
ところ、「ライフライン（電気・ガ
ス・水道）の寸断」が65.9パーセント
で最も多く、次いで「地震による建
物の倒壊」が51.0パーセント、「ビル
など高層建築物からの落下物など身
近な場所での危険」が27.7パーセン
トと続いています。
閲覧場所
　調査結果をまとめた報告書は、区
政資料室（区役所3階）、総合案内（区
役所1階）、各総合支所、各港区立図
書館（高輪図書館分室を除く）および
港区ホームページでご覧になれま
す。また、概要版を区長室（区役所4
階）、各総合支所・台場分室で配布
しています。
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世帯の保険料 基礎分（医療分） 後期高齢者支援金分 介護分

■基礎分（医療分）…病気やけがをしたときの診療費や給付の財源
所得割額

所得割額

所得割額

均等割額
被保険者数×1万2000円

第2号被保険者数×1万5600円

最高限度額　19万円

最高限度額　16万円
※介護分について…介護保険の第2号被保険者である40～64歳の人にかかります。

被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×2.22％

第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×1.18％

年間保険料
最高限度額　58万円

年間保険料

均等割額
被保険者数×3万9000円被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×7.32％

均等割額 年間保険料

■後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度の給付の財源

■介護分…介護サービスの財源

国保年金課資格保険料係
� ☎内線2643～5・7～9

平成30年度国民健康保険料について

所得割料率 均等割額 最高限度額
基礎分(医療分) 7.32％ 3万9000円 58万円

後期高齢者支援金分 2.22％ 1万2000円 19万円

介護分 1.18％ 1万5600円 16万円

表1  所得割料率、均等割額および最高限度額 組合等の被保険
者が後期高齢者
医療制度に移行
すると、その被
扶養者だった人
は国民健康保険
に加入すること

表2 国民健康保険料の計算方法

区長室広聴担当� ☎3578－2050

第31回 港区民世論調査の
結果がまとまりました

ずっと住み
続けていたい
54.6％

当分は
住んで
いたい
33.2％

しばらくは住む
つもりだが将
来は区外に
転居したい
5.6％

近いうちに区外に
転居したいが、具
体的な計画はない
1.3％

近いうちに区外に
転居する予定である
2.1％ わからない

2.7％ 無回答
0.6％

n=826

図1
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区民参画・区民協働
男女平等参画の推進
スポーツの振興
観光振興
消費生活対策
地球温暖化対策
生涯学習・文化振興
公園整備
低所得世帯への支援
環境保全・公害対策
障害者福祉

中小企業支援・
商店街振興

健康づくり
国際化・国際交流
学校教育の充実
住宅対策
緑や水辺の整備
ごみ・リサイクル
たばこ対策
道路・交通対策
自転車対策
子育て支援
街づくり・景観
高齢者福祉
防災・生活安全

2.92.9
5.05.0
5.95.9
6.86.8
9.49.4
9.69.6
11.111.1
12.512.5
12.612.6
13.113.1
13.213.2
13.413.4
14.614.6
15.615.6
17.417.4
17.617.6
19.619.6
19.719.7
20.720.7
21.121.1
21.221.2

35.235.2
35.635.6
42.642.6
46.6

　　　　（％）
n=826
図2
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◦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）
とき

ところ
　ラーニングスクエア新橋（新橋4－
21－3新橋東急ビル6階）
※事前学習会の会場は区役所会議室
定員
　第1回：60人、第2回：60人、第3
回：80人（抽選）
申し込み
　第1回は6月から、第2回は8月か
ら、第3回は10月から開始します。
詳しくは、広報みなと等でお知らせ
します。

とき
　7月21日（土）
ところ
　そなエリア東京
定員
　20組40人（申込順）
申し込み
　6月から募集を開始します。詳しく
は、広報みなと等でお知らせします。
防災士養成講座
　「防災士」の資格を取得するための
講座を行います。2日間の講座（土・
日曜午前9時～午後6時）に加えて、
事前に防災の基礎知識を学ぶ講座
（平日夜2時間）を加えた、合計3日間
の講座です。
対象
　次の（1）（2）に該当し、全3日の参
加が可能で、資格取得後、区内の防
災活動にご参加いただける人
（1）区内在住者
（2）次の団体等に所属する区内在勤�
・在学者
①区内の防災住民組織または地域防
災協議会
②区内の消防団
③区内の駅周辺滞留者対策推進協議
会
④区が主催する等の、事業所を母体
とした会議体

　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

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　港区西新橋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

　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。
　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。

　各30人（申込順）
申し込み
　電話で、みなとコール（午前9時～
午後5時受け付け）へ。☎5472－3710
防災講演会
　マンションの震災対策等の講演会
です。
対象
　区内在住・在勤・在学者
とき
　第1回：9月8日（土）、 第2回：12月
1日（土）
ところ
　区役所会議室
定員
　各70人（申込順）
申し込み
　第1回は8月から、第2回は11月か
ら開始します。詳しくは、広報みな
と等でお知らせします。
防災施設見学ツアー
　親子で防災を学べます。
対象
　区内在住の親子

利用方法
（1）スマートフォンにモバイルレ
ジのアプリをダウンロード
（2）納付書に印字されているバー
コードを読み込む
（3）クレジット情報等を入力して
納付（詳しくは、港区ホームペー
ジまたは通知書等に同封する案内
をご覧ください）
注意事項
●クレジット納付には別途手数料
が発生します。ご了承の上ご利用
ください。
●クレジットカードの利用限度額
や支払日（口座引落日）に注意して
ご利用ください。

　いつ起きてもおかしくない大地震
に備えて、自分や大切な人の命を守
るための知識を身に付けませんか。
　防災の基礎を学ぶ講座や施設見学
の他、防災士の資格を無料で取得で
きる講座を開催します。
　順次、広報みなと、港区ホーム
ページ、チラシ、ポスター等により
参加者を募集する予定です。ぜひご
参加ください。
防災基礎講座
　家庭での防災対策等、初めて防災
を学ぶ人向けの内容です。
対象
　区内在住・在勤・在学者で、初め
て防災を学ぶ人
とき
平日夜間全2回コース　5月17・24日
（木）午後6時30分～8時30分
休日昼間全1回コース　5月19日（土）
午後1時～4時
ところ
　区役所会議室
定員

　区では、これまでも区役所や金
融機関の窓口での納付に加え、口
座振替やコンビニエンスストアで
の納付、スマートフォンを用いて
インターネットバンキングから納
付できるモバイルレジ等、さまざ
まな納付の機会を設けてきまし
た。
　このたび、モバイルレジに、イ
ンターネットバンキングからの納
付に加え、クレジットカードでも
納付ができる機能を追加します。
対象となる費目等
●特別区民税・都民税（普通徴収）
●軽自動車税
●国民健康保険料
※�それぞれ30万円以下の納付書が
対象となります。

開始日
軽自動車税
　5月11日(金)
特別区民税・都民税および国民健
康保険料
　6月1日(金)

○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

総務課人権・男女平等参画係� ☎3578－2014

奨励金の種類 交付金額 主な交付要件

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

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

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

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

男性の介護支援奨励金 10万円

(1)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介護休業を継続して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）
(2)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

防災課地域防災支援係
� ☎3578－2512

表 仕事と家庭の両立支援事業の概要

事前学習会 養成講座

第1回 7月3日（火） 7月28・29日（土・日）

第2回 9月13日（木）9月29・30日（土・日）

第3回 11月30日（金）12月15・16日（土・日）

建築物の定期報告と
維持管理のお知らせ

中小企業の仕事と家庭生活
の両立を支援します

「平成30年度港区防災学校」を
開 催 します

○区税について
税務課税務係
 ☎3578－2586～91
○国民健康保険料について
国保年金課資格保険料係

☎3578－2647～49

区税・国民健康保険料を
クレジットカード（モバイルレジクレジット）

で納付できるようになります
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◆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
◆子ども中高生プラザ等◆　港南子ども中高生プラザ☎3450－9576　芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ☎5443－7338　麻布子ども中高生プラザ☎5447－0611　
赤坂子ども中高生プラザ☎5561－7830　青山児童館☎3404－5874　高輪子ども中高生プラザ☎3443－1555

下期に分けて実施します。
申し込み
　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。
※詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。申請書は港区ホーム
ページからダウンロードしていた
だくか、電話でお問い合わせくだ
さい。

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、英
語対応の状況、どのようなマニュア
ル・ツールを希望するか等のヒアリ
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。
（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
英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
　上期と下期に分けて実施します。
上期実施期間　4月～9月
下期実施期間　10月～平成31年3月
定員　
　英語：各期25店舗、中国語：各期
10店舗（いずれも申込順）
※各言語について半数ずつ、上期と

　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、「日本
文化」の本当の魅力は、外国人には
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もお
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、売上の増加だけでな
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
オーダーメー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。
対象　
　港区内に立地する店舗

地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2565　FAX3438－8252

買
い
物
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
講
習
の
様
子

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

母子メンタルへルス相談（面
接・予約制）
対区民で妊娠・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11日（金）・21日（月）いずれ
も午後2時～4時
所みなと保健所
申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

5月の高輪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1日
（火）②豊岡児童館：5月10日（木）
③高輪児童館：5月24日（木）④高
輪子ども中高生プラザ：5月1日
（火）・10日（木）・24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19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15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
対区民で、乳幼児と保護者
時5月16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30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7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

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（未就学児、20人、申
込順。申し込み時にお申し出くだ
さい）
時5月9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

子育てひろば「あい・ぽーと」
ウェルカムウィーク
　会員以外の人も、さまざまなプ
ログラムに参加できます。
対未就学児とその保護者
時5月14日（月）～18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、チラ
シや港区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
対あい・ぽーと会員で、未就学児
とその保護者
時5月19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　区内在住者：300円、区外
在住者：500円
申電話または直接、「あい・ぽー
と」へ。※電話での受け付けは、5
月1日（火）午前10時から開始しま
す。� ☎5786－3250

平成30年度親支援プログラム
「ノーバディーズ・パーフェク
ト（完璧な親なんていない）」
　子育ての悩みをグループで話し
合いながら、自分に合った子育て
の仕方を学んでいきます。
対未就学児を育てている区民で、
初めてこの講座に参加する人（会
場により対象年齢が異なります。
詳しくは、お問い合わせくださ
い）
時（1）5月18日～7月6日（金・全8
回）（2）5月22日～7月17日（火・全9
回）（3）9月4日～10月23日（火・全8
回）（4）10月17日～12月5日（水・全
8回）（5）平成31年1月22日～2月26
日（火・全6回）（6）平成31年1月31
日～3月14日（木・全7回）
所（1）港南子ども中高生プラザ（2）
芝浦アイランド児童高齢者交流プ
ラザ（3）麻布子ども中高生プラザ
（4）赤坂子ども中高生プラザ（5）青
山児童館（6）高輪子ども中高生プ

ラザ
人各8人程度（抽選）※保育あり（4
カ月～就学前、8人程度。申し込
み時にお申し出ください）
申電話または直接、開催日初日の
1カ月前から2週間前までに、各会
場へ。� ☎欄外参照
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

歯並び・かみ合わせ相談
対3歳～小学生
時5月30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

親子で楽しむ！段ボールコンポ
スト講習会
　家庭から出た生ごみを、段ボー
ル箱を使って堆肥に変える段ボー
ルコンポストを活用して、生ごみ
を減らすための親子講習会を開催
します。段ボールコンポストは、
環境学習に役立ち、また気温が上
がるにつれて微生物の活動が活発
になるので、これからの時期にお
勧めです。※講座終了後、段ボー
ルコンポストの基材を無料配布し
ます。
対区内在住・在学の小・中学生と
その保護者
時5月12日（土）午後2時30分～4時
所白金いきいきプラザ
人15組30人（申込順）※保育あり（4
カ月～就学前、4人程度。申し込
み時にお申し出ください）
申電話またはファックスで、5月2
日（水）までに、住所・氏名・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

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 ◆



5

◆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

生活衛生課生活衛生相談係
� ☎6400－0043
○飼い主のいない猫の補助制度に
ついて
各総合支所協働推進課協働推進係

☎欄外参照

○登録・利用・申し込みについて
JTBみなと予約センター
� ☎5434－7644
○区民保養施設事業について
みなとコール� ☎5472－3710

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。

通年区民保養施設での減額利用
方法が変わりました
　4月2日利用分から、65歳以上の区
民（年度内に65歳になる人を含む）
は、本人確認書類の提示のみで、大
平台みなと荘および通年借上区民保
養施設をそれぞれ、年度内2泊まで、
1泊（2食付き）につき次の減額した料
金で利用できます（夏季のみ開設し
ている区民保養施設（8施設）では利
用できませんのでご注意ください）。
大平台みなと荘　3000円
通年借上区民保養施設　利用料金
（税込）から2100円を減額
※�通年借上区民保養施設は、ホテル
暖香園（5月31日（木）利用分まで）
と熱川プリンスホテル（6月1日
（金）利用分から）です。
※�通年借上区民保養施設で計2泊で
す。ホテル暖香園、熱川プリンスホ
テルそれぞれ2泊ではありません。

※�土・日曜、年末年始の減額利用は
できません。

区民保養施設の利用区分および
対象区分が変わりました
　より分かりやすい料金体系とする
ため、4月1日から、区民保養施設の
利用区分の名称と対象区分を変更し
ました。
利用区分の名称変更
現行　　「大人・小人」
変更後　「大人・子供」
対象区分の変更
大人料金
現行　　「12歳以上」
変更後　「中学生以上」
子供料金
現行　　「4歳以上12歳未満」
変更後　「4歳以上小学生まで」

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

※�手術費用が補助額の限度額を下
回った場合は、その手術費用が補
助額となります。

※�申請の前に手術した場合は補助の
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。

申し込み
　直接、各総合支所協働推進課協働
推進係へ。申請は随時受け付けてい
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。

迷子になった時やけがをして動物愛
護相談センターに収容された時等に
すぐに飼い主に連絡することができ
ます。
●一度家族として迎え入れた猫は、
責任を持って一生涯飼育してくださ
い。動物を捨てることは犯罪です。
飼い主のいない猫の去勢・不妊手術
費用の補助金は手術前に申請をして
ください
　区では、飼い主のいない猫による
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。平成30年度から地域猫活動を推
進するため、補助額を引き上げまし
た。なお、飼い猫は平成30年度から
補助の対象外となりました。
対象
　区内で生息する飼い主のいない猫
を管理している人
補助額
オス猫　上限1万7000円
メス猫　上限2万5000円

●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
●猫は室内で飼いましょう。猫は縦
運動ができる場所があればストレス
なく屋内で飼育することができま
す。屋内で飼育するとふん尿等でご
近所に迷惑をかけることがありませ
ん。また、交通事故や病気に感染す
る等の心配もなくなります。
●繁殖を望まない場合は去勢・不妊
手術をしましょう。手術を行うと、
発情期のストレスがなくなったり、
生殖器の病気が予防できたりしま
す。
●迷子札をつけましょう。万が一、

　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。

　ご家族、グループで気軽にご利用
ください。
開設期間
　7月22日（日）～8月30日（木）
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。
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。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、区
民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、7月分は5月末、8月
分は6月末にご自宅に郵送します。
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）
　　　　　　　　　　☎5434－7644
※4月2日から電話番号が変わりまし
た。
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、地域振興課（区役所3階）、
JTB新橋・赤坂見附店にあります。
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

人と猫がお互い幸せに
暮らすために

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 子供

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

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 8640円 6480円 和室10畳 

＋踏込
3〜6
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12.5畳 2室

2～5人

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

川治湯元 
（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 1万1340円 9180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 9900円 7900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人伊東 
（69） 伊東ホテル聚楽 静岡県伊東市岡281 

☎0557－37－3161 7020円 4968円 和洋室 
（10畳＋2ベッド） 2室

※大人は中学生以上、子供は4歳以上小学生までです。3歳以下の子供の添寝は無料です(食事はつきません)。     
※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、小学生までのお子さんは、添寝の場合は朝食料金(1550円)のみで利用できます(ベッド1台に

つき子供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・添寝）2160円がかかります。       
※伊東ホテル聚楽は、幼児施設使用料(3歳・添寝)1080円がかかります。       
※伊東ホテル聚楽は、8月23・24日(木・金)の宿泊はできません。       
※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。       
※熱川プリンスホテルの利用料金は、夏季区民保養施設開設期間中(7月22日(日)～8月30日(木))の料金です。他の時期の料金は、お問い合わせください。  
※熱川プリンスホテルの室数は、曜日により異なります。       
※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・食事場所は、状況により変わることがあります。また、希望はできません。       
※ご利用希望の月に抽選申し込みができるのは、通年・夏季区民保養施設を含めて1つだけです。      
※1申込みにつき、2泊（連泊）まで予約できます。       
※ 65歳以上(年度内に65歳になる人を含む)の区民または身体障害者手帳等をお持ちの人が減額で利用できる施設は、大平台みなと荘と熱川プリンスホテルです

(65歳以上の区民は月～金曜のみ。各種手帳等をお持ちの人は土・日曜も可)。チェックイン時に本人確認書類または各種手帳等（いずれもコピー不可）の提示が
必要です。詳しくは、お問い合わせください。

夏
季 
7
月
22
日（
日
）～
8
月
30
日（
木
）
40
日
間

表 2 抽選申込受付期間
利用月 テレホンサービス・予約システム　予約受付日時 専用はがき　予約受付日時

7月利用分 5月1日（火）～18日（金）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（火）～12日（土・必着）
8月利用分 6月1日（金）～18日（月）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（金）～12日（火・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。
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　区では、先天性風しん症候群の発
生を防止するため、区民で主に妊娠
を希望する女性に対して、風しん抗
体検査および予防接種費用を一部助
成します。
対象
風しん抗体検査
　受診日現在、19歳以上の区民で次
のいずれかに該当する人
（1）妊娠を希望または予定している
女性およびその夫（パートナーも含
む）、同居者
（2）風しん抗体価の低い妊婦の夫
（パートナーも含む）、同居者
　ただし、次の人を除く。
●�過去に風しん抗体検査を受けたこ
とがある人
●�明らかに風しんの予防接種歴があ
る人

●�風しんの罹患歴がある人（検査で
確定診断を受けた風しんの既応歴
がある人）

風しん予防接種
　接種日現在、19歳以上で妊娠を予
定または希望している風しんの抗体
価が低い女性
　ただし、次の人を除く。
●�明らかに風しんの予防接種歴があ
る人
●�風しんの罹患歴がある人（検査で
確定診断を受けた風しんの既応歴
がある人）
※�予防接種の助成対象となる抗体価
は、HI法：32倍未満、EIA法：
8.0未満

注意
●�妊婦は風しんの予防接種を受ける
ことができません。

●�予防接種を受けた人は、接種後2
カ月は妊娠を避けることが必要で
す。

助成額
抗体検査
　全額助成
予防接種
（1）風しん（単独）ワクチンの予防接
種：3000円（上限）
（2）麻しん風しん混合（MR）ワクチ
ンの予防接種：6000円（上限）
※�予防接種は、それぞれの助成金額
を差し引いた金額をお支払いくだ
さい。
※�お支払いいただく接種料金は医療
機関によって異なります。

助成回数
　抗体検査・予防接種　各1回

　区が養成した介護予防リーダー
が企画運営する、介護予防事業
「みんなの倶楽部」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

・�75歳（昭和18年4月2日～昭和19
年4月1日生まれの人）
・�80歳（昭和13年4月2日～昭和14
年4月1日生まれの人）
・�85歳（昭和8年4月2日～昭和9年4
月1日生まれの人）
・�90歳（昭和3年4月2日～昭和4年4
月1日生まれの人）
・�95歳（大正12年4月2日～大正13
年4月1日生まれの人）
・�100歳（大正7年4月2日～大正8年
4月1日生まれの人）

（2）60歳以上65歳未満で心臓、じ
ん臓、呼吸器機能またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫機能に重
い障害のある人（身体障害者手帳1
級）
接種期間
　4月1日（日）～平成31年3月31日

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
とき
　5月9日～10月31日（8月8～22日
を除く毎週水曜・全21回）午後2時
～3時30分

　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、5月1日（火）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

ところ
　介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）
内容
　疲れ解消ハンドケア、昔あそ
び、頭と体の体操、歌唱、替え歌
等
定員
　20人（申込順）
申し込み
　電話で、お住まいの地区の高齢
者相談センターへ、参加対象の確

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

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

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

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

　区では、高齢者の肺炎球菌によ
る肺炎への罹

り

患や重症化の予防の
ため、予防接種を実施します。
　対象者には、予防接種予診票を
4月1日頃に港区の住所地へ個別送
付しています。対象者にもかかわ
らずお手元に届いていない場合は
速やかにお問い合わせください。
対象者
　過去に1度も高齢者肺炎球菌の
予防接種をしたことがない人で、
次のいずれかに当てはまる人
（1）平成30年度定期予防接種対象
者
・�65歳（昭和28年4月2日～昭和29
年4月1日生まれの人）

・�70歳（昭和23年4月2日～昭和24
年4月1日生まれの人）

（日）
接種費用（自己負担額）
　4000円
　予防接種予診票を持参の上、医
療機関へお支払いください。ただ
し、次に該当する人は、自己負担
額が免除になります。
（1）生活保護法による保護を受け
ている人
（2）中国残留邦人等の円滑な帰国
の促進並びに永住帰国した中国残
留邦人等および特定配偶者の自立
の支援に関する法律による支援給
付を受けている人
接種回数　1回
接種場所
区内で接種する人
　予防接種予診票に同封の港区予
防接種実施医療機関名簿に掲載し

ている医療機関で接種できます。
区外で接種する場合
　港区外の22区の指定医療機関で
も港区の予診票で接種することが
できます。各指定医療機関につい
ては、所在地の区の予防接種担当
部署へ直接お問い合わせくださ
い。
　また、入院・入所等で23区外の
医療機関で接種をする場合は、事
前に「定期予防接種実施依頼書」の
交付申請が必要です。詳しくは、
お問い合わせいただくか、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

◆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
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
毎週金曜
午前10時

～11時30分
6月1日 9月14日

2 豊岡いきいきプラザ 10
毎週木曜
午前10時

～11時30分
6月7日 9月20日

平成30年度港区成人の
風しん対策事業のお知らせ

実施期間
　平成31年3月31日まで
申し込み
　必ず事前に、抗体検査受診票およ
び予防接種予診票を請求していただ
く必要があります。保健予防課保健
予防係にご連絡いただくか、港区
ホームページに掲載している申込書
をご利用いただき、申し込みをして
ください。
実施場所
　港区風しん対策事業実施医療機関
※�港区ホームページで実施医療機関
名簿をご覧いただけます。

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

　6月開始の介護予防事業

「みんなと元気塾」参加者募集

平成30年度 高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

　5月開始の介護予防事業

「みんなの倶楽部」参加者募集

情報アンテナ
■第29回みなと健康まつり
　健康・法律相談を無料で行うことができ
ます。対象　区内在住・在勤者　とき　5月
27日（日）午前10時～午後3時　ところ　都
立芝公園４号地　申し込み　当日直接会場
へ。　問い合わせ　芝診療所☎3４32－8701
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よび芝の家、きらきらプラザ新橋
1階で配布します。

選考方法
書類審査
　応募者多数の場合、応募書類を参
考に区内在住者優先で選考します。
面接審査
　書類選考通過者に対し、7月6・7
日（金・土）に芝コミュニティはうす
で実施します。
選考結果通知
　合否にかかわらず、7月中旬以降

応募方法
　応募動機やこれから実現したいこ
と等、講座に向けての思いを400字
程度でお書きください。また、これ
までの地域活動への取り組み等、紹
介したい経歴があればお書きくださ
い。
応募期間
　6月11日（月・消印有効）までに、
次のいずれかの方法で申し込みくだ
さい。
（1）ご近所イノベーション学校ホー
ムページ内の応募フォームからお申
し込みください。
（2）申込書に必要事項を明記し、封
筒に「ご近所イノベータ養成講座応
募資料在中」と朱書きの上、郵送
で、〒105－8511　港区役所芝地区
総合支所協働推進課地区政策担当
へ。
※�申込書は、港区ホームページから
ダウンロードできる他、芝地区総
合支所協働推進課（区役所1階）お

膝痛予防改善教室
　週1回、膝痛の予防・改善等を
目的とした運動を行います。
対65歳以上の区民で、一人で通う
ことができる人
時（1）5月10日～7月26日（毎週木
曜・全12回）午後2時～3時30分（2）
5月12日～8月4日（7月7日を除く毎
週土曜・全12回）午後1時30分～3
時
所（1）虎ノ門いきいきプラザ（2）三
田いきいきプラザ
人各8人（いずれも抽選）
申本人が直接、5月2日（水）まで
に、各いきいきプラザへ。
� ☎欄外参照

芝の魅力発見講座
　芝の語り部による「三田寺町の
魅力探訪ツアー」です。
対おおむね50歳以上の区民で、長
時間の歩行に自信がある人
時5月27日（日）午前9時30分～11時
30分
※小雨決行（中止の場合は前日ま
でに連絡）
所JR田町駅西口みずほ銀行前集
合、慶応義塾大学近くにて解散
人20人（抽選）
申電話または直接、5月6日（日）ま
でに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

ハーバリウム講座
対おおむね50歳以上の区民
時5月30日（水）午前10時30分～正
午、午後1時～2時30分
所三田いきいきプラザ
人各15人（抽選）
費用　650円（材料費）
申電話または直接、5月5日（土・
祝）までに、三田いきいきプラザ
へ。� ☎3452－9421

介護予防教室「筋力アップマシ
ントレーニング教室」
対65歳以上の区民で一人で通うこ
とができ、期間中継続して参加が
見込める人
時5月8日～7月27日（毎週火・金
曜、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（いずれも新規の
人優先で抽選）
申本人が直接、4月29日（日・祝）
までに、各いきいきプラザへ。
� ☎欄外参照

フラワーアレンジメント教室
対50歳以上の区民
時5月16日（水）午後1時30分～2時
30分
所南麻布いきいきプラザ
人10人（60歳以上の人優先で抽選）

費用　1000円（材料費）
申電話または直接、5月1日（火）ま
でに、南麻布いきいきプラザへ。
� ☎5232－9671

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時5月29・30日（火・水）
所西麻布いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、4月30日（月・振休）午
後5時までに、西麻布いきいきプ
ラザへ。� ☎3486－9166

みんなとオレンジカフェ
対65歳以上で、認知症の人および
認知症の疑いのある人とその家
族、認知症予防に関心のある人
時（1）4月25日（水）（2）5月2日（水）
（3）5月9日（水）（4）5月11日（金）（5）
5月16日（水）（6）5月18日（金）午前
10時～午後4時※（4）のみ午後6時
～8時
所（1）みなと保健所（2）介護予防総
合センター（みなとパーク芝浦2
階）（3）ありすいきいきプラザ（4）
生涯学習センター（5）赤坂区民セ
ンター（6）高輪区民センター
費用　各200円
申当日直接会場へ。
問高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409

介護家族の会
　お互いの介護についての悩みや
不安等を安心して話し、交流でき
る場です。
対家族を介護している人、介護経
験のある人どなたでも
時（1）芝地区介護家族の会：5月15
日（火）午後1時30分～3時（2）南麻
布ホッと・ネット：4月26日（木）
午後1時30分～3時30分（3）北青山
「絆の会」：4月27日（金）午後2時～
4時（4）高輪地区みんなで語ろう
会：5月17日（木）午後2時～3時30
分（5）芝浦港南地区「かいごカ
フェ」：5月11日（金）午後2時～3時
30分
所（1）芝地区高齢者相談センター
（2）麻布地区高齢者相談センター
（3）赤坂地区高齢者相談センター
（4）白金台いきいきプラザ（5）芝浦
港南地区高齢者相談センター
申当日直接会場へ。
問各高齢者相談センター
� ☎6面欄外参照
担高齢者支援課高齢者相談支援係

　自分のやりたいことをまちにつな
げることで、地域に豊かさや幸せを
もたらす「人

じんざい

財」（＝「ご近所イノベー
タ」）の養成をめざし、慶應義塾大学
と連携して実施する少人数制の実践
型講座です。
　「自分の想いを実現する」技法につ
いての講義やワークショップの他、
地域活動の実践、「芝の家」でのコミ�
ュニティー体験を通して学びます。
　講座修了生は、芝地区における
ネットワークづくりの担い手、芝の
家等で人と人を結びつけるためのス
タッフ、町会・自治会等で活動する
「人財」等として、地域コミュニ
ティー活性化のために活躍していま
す。
　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。
対象
　地域づくりに積極的に取り組みた
いと考えている人。特に芝地区での
コミュニティーづくりに熱意がある
人（原則として全ての講座に出席で
きる人）。
とき
　■表のとおり
ところ
　芝コミュニティはうす、慶應義塾
大学（三田2－15－45）、芝の家（芝3
－26－10）、きらきらプラザ新橋
定員
　20人程度（書類選考・面接）
受講料
　無料

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　虎ノ門☎3539－2941　ありす☎3444－3656　西麻布☎3486－9166

芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当
� ☎3578－3192　FAX 3578－3180

自分を生かして、まちを活かす
第6期ご近所イノベータ養成講座

■表 第6期ご近所イノベータ養成講座スケジュール
とき プログラム（予定）

1 7月28日（土） 導入合宿1：やりたいことを地域につなげよう！ご近所イノベーション論序説
2 7月29日（日） 導入合宿2：想いを実現するために知っておきたいこと
3 8月11日（土・祝） 講義とディスカッション：地域をつくるコミュニティのちから
4 8月25日（土） 講義とディスカッション：私たちの未来を描く～ご近所イノベーション事例100
5 9月8日（土） アイデア合宿：アイデアを形に！　共感を呼ぶ活動のつくり方1
6 9月9日（日） アイデア合宿：アイデアを形に！　共感を呼ぶ活動のつくり方2
7 9月22日（土） 講義とディスカッション：多様な人を巻き込むためのコツ、無理なく活動を続けるための秘訣
8 10月27日（土） 活動を振り返り意義を確かめる～実践報告とフィードバック
9 11月10日（土） ご近所イノベーション学校「学園祭」～活動発表会
10 11月17日（土） 地域へ踏み出すために／修了式

※講義時間は、原則として午前10時～午後5時（11月17日（土）は午後1時～5時）を予定しています。
※7月30日（月）～9月7日（金）に9日間、「地域の暮らしに触れる～芝の家で過ごす一日スタッフ体験」を行います。

参
加
者
の
皆
さ
ん

に通知します。
説明会を開催します
対象　どなたでも
とき　5月27日（日）午前11時～正午
ところ　きらきらプラザ新橋
定員　30人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。
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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。

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

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22日（日） 北村薬局 南青山5－1－25 3400－2091

4月29日（日・祝） アガペ広尾薬局 南青山7－14－8 6427－2978

4月30日（月・振休）霞町薬局 西麻布3－1－19 5411－9311

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

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）

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/

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

ボールコンポストでできた堆肥も
可）。堆肥は、必ずふるいにかけて
堆肥だけをビニール袋に入れてお持
ちください。
回収できないもの　汚れのひどい古
着・ふとん、マットレス等、食用以
外の油、砂・砂利・石・枯れ枝・
茎・根・その他の異物が混ざってい
る土、腐敗した土、植木鉢やプラン
ター等の容器類、ペット用に使用さ
れた古着や土、事業所から排出され
たもの
申当日直接会場へ。
問みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係� ☎3450－8025

大人の工作会「くみひも講座～あ
わじ結びでストラップを作りま
しょう～」
対中学生以上どなたでも
時5月5日（土・祝）午後2時～4時（午
後1時30分開場）
所三田図書館
人18人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
� ☎3452－4951

雑居ビルの防火安全対策について
　繁華街の飲食店や風俗営業店が入
居する雑居ビルは、火災が発生した
場合に安全に避難できるよう避難路
の確保が重要です。建築基準法令に
より、階段の数や避難設備の状況に
よっては営業する階が制限される場
合があるので注意が必要です。
　保健所に食品営業の許可申請をし
た際、または警察署に風俗営業の許
可申請等をした際に、入居する雑居
ビルの防火安全性を確認するため、
建築課職員が現地調査を行う場合が
あります。ご理解とご協力をお願い
します。
問建築課建築監視担当☎3578－2307

ンター内　港区観光協会「ぶらり散
歩」係へ。5月8日（火）までに、結果
を郵送します。
問港区観光協会（平日午前10時～午
後4時）� ☎6452－8666
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）6月14日（木）（2）7月27日（金）い
ずれも午後1時30分～3時30分
所（1）麻布地区総合支所（2）高輪地区
ボランティアコーナー（精神障害者
地域活動支援センター内）
内（1）講義、先輩ボランティアの話
（2）講義、障害者施設見学
人（1）15人（2）10人（いずれも申込順）
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）6月
13日（水）までに、（2）7月26日（木）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

古着・不用園芸土等の資源回収
を実施します
　ご家庭で不用になった、古着・ふ
とん・廃食用油・使用済み小型家電
製品・園芸土を回収します。
対区内在住者
時5月12日（土）午前10時～正午
所四の橋通児童遊園
回収方法　古着は洗濯してポリ袋
等、中身の見える袋に入れてくださ
い。廃食用油はペットボトル等のふ
たの閉まる容器に入れてお持ちくだ
さい。使用済み小型家電製品の回収
は、対象9品目（携帯電話、デジタル
カメラ、ポータブルビデオカメラ、
携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、電子辞書、電卓、ポータブル
カーナビ、ACアダプター等のコード
類）です。不用園芸土は、必ず園芸
土だけをビニール袋に入れてお持ち
ください。1人2袋（1袋あたり約3キ
ログラム）程度まで回収します（段

4
月
22
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
まつなが歯科医院（歯） 高輪2－16－32　レアール高輪101 3447－2626
表参道歯科クリニック（歯） 南青山3－12－12　紅谷ビル2階 3402－6458
★劉内科整形外科（内） 南麻布2－2－13　麻布ハイプラザ205 5476－5489

4
月
29
日（
日・祝
）

青山内科医院（内） 南青山5－1－22　
青山ライズスクエア3階 3499－6500

北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
大畑歯科医院（歯） 赤坂4－9－18 3408－2298
★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（
月・振
休
）

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
うえたに歯科医院（歯） 白金1－25－31　レジデンス白金201 5798－4182
関根歯科医院（歯） 麻布十番3－7－13 3451－7529
★山王クリニック品川（内） 港南2－16－1　

品川イーストワンタワー3階 3471－3014
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）

※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。

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

モーニングコンサート「ホルンカ
ルテットの調べ」
　朝のひととき、ホルンの柔和な音
色をお楽しみください。
対どなたでも
時5月12日（土）午前10時30分～11時
30分
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ�☎3452－9421

商工会館主催人事セミナー「管理
職向けパワハラ撲滅研修」
対区内中小企業経営者・管理職・人
事担当者等
時5月16日（水）午後2時～4時
所商工会館
人40人（申込順）
申電話またはファックスで、申込書
を、商工会館へ。申込書は商工会館
ホームページ
https://minato-shoukou.jp/
からダウンロードできます。※詳し
くは、商工会館ホームページをご覧
ください。
� ☎3433－0862　FAX3436－2498
担産業振興課産業振興係

ぶらり散歩「港区の『みなと』×
『うみ』さんぽ（ガイド付き）」
対区内在住・在勤者で、全行程歩け
る人
時5月21日（月）午前10時～午後2時
コース　港区観光インフォメーショ
ンセンター前（東京モノレール浜松
町駅3階コンコース）集合～竹芝桟橋
～日の出桟橋～シーライン東京シン
フォニーランチクルーズ～帰港後解
散
人15人（申込順）
費用　5800円（シーライン東京ラン
チクルーズ代）
申はがきに、参加者全員の氏名・住
所・電話番号を明記の上、5月1日
（火・必着）までに、〒105－0011芝
公園4－4－7東京タワーメディアセ

健康づくりサポーターが行う「血
管年齢測定会＆病気への備えセ
ミナー」
対区内在住・在勤・在学者
時4月26日（木）午前10時30分～正午
所オリックス生命保険（株）（西新橋2
－3－1マークライト虎ノ門11階）
人30人（申込順）
申電話で、オリックス生命東京コン
サルティング　担当熊井へ。
� ☎6203－1271
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

精神保健福祉相談（予約制）
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症の早期発見・早期
治療・対応の仕方等について、精神
科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時5月7日（月）・16日（水）・25日
（金）・28日（月）※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
　こころの病気がある人の家族の集
まりです。交流を通じて家族同士で
支え合い、学び合う場です。
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。希望する人は、電話で、5月2日
（水）までにお申し込みください）
時5月9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

◆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
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す。また、この他、本人の状況に
よって必要な書類があります。詳
しくはお問い合わせください。
申し込み
　直接、各総合支所区民課保健福
祉係へ。

5疾病は既存の指定難病と統合さ
れたため、指定難病は全体で331
となりました。
　これを受け、難病医療費等助成
を受けている人を支給対象とする
港区心身障害者福祉手当について

も支給対象疾病を拡大しました。
難病医療費等助成制度について
　この制度は、効果的な治療方法
が確立されるまでの間、長期の療
養による医療費等の経済的な負担
が大きい人を支援するという目的
に加えて、医療費助成を通じて患
者の病状や治療状況を把握し、治
療研究を推進するという目的の二
つを併せ持つ制度です。

　難病の患者に対する医療等に関
する法律に基づく難病医療費等助
成制度の対象疾病（指定難病）につ
いて、4月1日から6疾病が追加さ
れました。このうち1疾病が新た
に指定難病として追加され、残り

申請時に必要となる書類（新規申
請）
（1）特定医療費支給認定申請書
（2）臨床調査個人票（疾病ごとに様
式が指定されています）
※あらかじめ都道府県の指定を受
けた医師（難病指定医）が作成した
もののみ有効となります。
（3）個人番号に係る調書（マイナン

バーを記載するための様式）
※受け付けの際、本人確認のため、
マイナンバーカード等のご提示を
お願いしています。
（4）住民票（世帯全員と続柄が入っ
ているもの）
（5）健康保険証のコピー（本人と同
じ医療保険の人全員分）
（6）高齢受給者証のコピー（お持ち

の人のみ）
（7）住民税非課税証明書または住
民税課税証明書（本人の加入する
医療保険の被保険者分）
（8）保険者から、都が本人の高額
療養費に関する情報の提供を受け
ることへの同意書（所定様式）
※マイナンバーを利用した情報連
携により省略可能な書類がありま

障害者団体の学習活動費用を助
成します
　区内の障害者団体の会員等を対
象とした学習会や講演会を行う際
の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、実
施計画書に会則・会員名簿を添付
の上、郵送または直接、6月29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

港区社会福祉協議会生活支援係介護
相談員担当へ。※応募用紙は介護保
険課介護事業者支援係（区役所2
階）、各総合支所、区民センター、
各港区立図書館、介護相談員派遣先
施設、港区社会福祉協議会にて配布
する他、港区社会福祉協議会ホーム
ページ
http://www.minato－cosw.net/
からダウンロードもできます。
問港区社会福祉協議会生活支援係
� ☎6230－0282　FAX6230－0285
担介護保険課介護事業者支援係

港区自殺対策関係機関協議会委員
　港区自殺対策推進計画の改正と自
殺対策推進事業の推進について協議
する委員を募集します。
対18歳以上の区民で、平日の日中に
年3回程度開催される会議に参加で
きる人
任期　7月1日～平成32年3月31日
人2人
報酬　出席委員には「港区付属機関
等の設置及び運営に関する基準」に
よる報酬を支払います。
選考方法　一次審査（論文）後、二次
審査（面接）を行い、決定します。
申郵送で、住所・氏名・年齢・電話
番号・「志望動機と区の自殺対策に
ついて思うこと」を書いた文章（800
字程度）を同封の上、封筒に「委員希
望」と明記し、5月10日（木・必着）ま
でに、〒108－8315　みなと保健所健
康推進課保健指導調整担当へ。
� ☎6400－0084
※電子申請サービス
http://www.shinsei.elg－front.
jp/tokyo/
からも申し込みできます。

ちぃばす「芝ルート」のバス停休止
　「烏森神社例大祭大神輿渡御」開催
に伴う交通規制により、芝ルート往
路（田町駅方面）で60「西新橋二丁目」
バス停を、復路（新橋駅方面）で84－
2「西新橋二丁目」および85「烏森神
社」バス停を休止し、迂回します。
時5月5日（土・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

介護相談員
対区内在住者※民生委員等の公職の
任にある人、区内を提供エリアとす
る介護サービス事業所に所属する人
を除く。
所麻布地区総合支所2階
内区内の介護保険サービス提供の場
を平日の日中、月4～5日各2時間程
度訪問し、利用者等から介護保険
サービスに関する不安・不満・疑
問・要望等を聞き、その「声」や「思
い」をサービス提供事業者や区（保険
者）に「橋渡し」をしていただきま
す。※内定者は、10日間程度の研修
への参加が必須です（7～9月）。※本
事業は、区から委託を受け、港区社
会福祉協議会が運営しています。
活動費　月額1万円（交通・通信費等
として）
人若干名
選書類選考および面接（6月28日（木）
面接予定）
申応募用紙（募集チラシの裏面）に必
要事項を明記の上、郵送または直
接、5月21日（月・必着）午後5時まで
に、〒106－0032六本木5－16－45　

（2）中高生向け「よいっしょ」表紙に
使用するイラストを募集します。
　最優秀作品は、図書館が発行する
リーフレット表紙に掲載します。発
表は、発行をもって代えさせていた
だきます。最優秀賞・優秀賞受賞者
には、賞状および記念品を贈呈しま
す。
　最優秀作品の応募者名（またはイ
ニシャル）・学校名を、リーフレッ
ト表紙および港区立図書館ホーム
ページに掲載します。
対（1）区内在住・在学の小学生（2）区
内在住・在学の中学生、高校生
作品規格　（1）B4判（八つ切り）画用
紙（2）11×11センチの紙。文字を入
れる等も自由。※応募作品は、未発
表のものに限り1点。作品は返却し
ません。
応募方法　作品の裏側に氏名（ふり
がな）・電話番号・学校名・学年を
明記の上、直接、5月20日（日・必
着）までに各港区立図書館へ。
問図書文化財課学校支援担当
� ☎3437－6621

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、迂
回します。
時5月4日（金・祝）・5日（土・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

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
書の縦覧等
事業名　京浜急行電鉄湘南線（泉岳
寺駅～新馬場駅間）連続立体交差事
業
時4月25日（水）～5月14日（月）※閉庁
時を除く。
縦覧場所　環境課（区役所8階）、各
総合支所、みなと図書館
都民の意見を聞く会
対どなたでも
時6月5日（火）午後1時30分から※午
後1時から傍聴券の配布開始
所品川第一区民集会所第一集会室
（品川区北品川3－11－6）
人20人（会場先着順）
申当日直接会場へ。ただし、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
　1人15分以内で環境保全の見地か
ら意見を述べたい人は、郵送または
直接、5月1日（火）～15日（火・消印有
効）に、事業名・氏名・住所および
電話番号（法人その他の団体にあっ
ては、名称・代表者の氏名および都
内の事務所または事業所の所在
地）・環境保全の見地からの意見を
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
境政策課へ。� ☎5388－3409
問環境課環境指導・環境アセスメン
ト担当� ☎3578－2490

図書館がすすめる本のリーフ
レット「よんでみない？」「よいっ
しょ」表紙イラスト募集
　（1）小学生向け「よんでみない？」

今回拡大された疾病
追加された疾病 統合の対象となった既存の指定難病 拡大後の指定難病名

関節型若年性特発性関節炎 全身型若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎

ジュベール症候群関連疾患 有馬症候群 ジュベール症候群関連疾患

自己免疫性後天性凝固第Ⅴ/5因子（F5）欠乏症 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

A20ハプロ不全症 遺伝性自己炎症疾患 遺伝性自己炎症疾患

先天性声門下狭窄
さく

症 先天性気管狭窄
さく

症 先天性気管狭窄
さく

症／先天性声門下狭窄
さく

症

特発性多中心性キャッスルマン病 － 特発性多中心性キャッスルマン病

難病医療費等助成制度の
対象疾病が拡大されました

障害者福祉課障害者事業運営係
� ☎3578－2389

4月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	港区ワールドカーニバル、ミュージアムネットワーク紹介（物流博物館）
放送期間 	 4月21日（土）～30日（月）
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費用
　大人（中学生以上）：4000円、小学
生：2000円※未就学児は無料
学習内容
　生きもの観察、里山散策等（要相
談）
申し込み
　電話またはファックスで、4月23
日（月）～5月31日（木）に、（株）タビッ
クスジャパン八重洲支店へ。
　その他、（株）タビックスジャパン
特設ページからも申し込みできま
す。
※�優先参加券および優先無料参加券
はご利用いただけません。

　区では、平成30年度から新たにみ
なと区民の森を中心としたあきる野
市の里山地域を活用し、少人数型環
境学習事業を開始します。
　参加者の希望に応じて、実施日と
学習内容を決定します。
　1日につき1組のみで実施しますの
で、家族や友人と自然体験を希望す
る区民の皆さんにお勧めのイベント
です。
対象
　3歳以上の区民
　※小学生以下は保護者同伴
とき　
　次の日程の中から参加者の希望日
に実施します。
※�申し込みの際、事前に参加希望日
を第3希望までお伝えください。

（1）7月20日（金）～8月4日（土）※8月1
日（水）、日曜を除く。
（2）8月20日（月）～8月31日（金）※日
曜を除く。
　いずれも午前8時30分～午後5時30
分（日帰り）※午前8時15分区役所1階
ロビー集合、往復バスで移動
ところ
　みなと区民の森およびその周辺地
域（あきる野市）
定員
　3組（抽選）※1日程1組のみ。1組の
定員は2～ 15人

茨城県鉾
ほ こ

田
た

市
し

第９回

　茨城県南東部の鉾田市は、農業の盛
んな地域です。太平洋に面した温暖な
気候と平坦な地形を活用して、メロン
やサツマイモ、水菜等の葉物やゴボウ
等、豊富な種類の野菜が栽培されてい
ます。国内有数の産出額を誇り、一大
消費地である東京から90キロメート
ル圏内と近いことから、「全国で一番
やさいをつくる街」として地域のブラ
ンド力を高めています。　
　新鮮な野菜を首都圏や全国に供給す
るだけでなく、市内外からの観光客の
誘致にも力を入れています。平成27年
には、海水と淡水が混ざる汽水湖の涸

ひ

沼
ぬ ま

が、湿地の生態系を保護するラム
サール条約に登録され、国際的に重要

な湿地と
して認定
されまし
た。涸沼
周辺のレ
ンタサイ
クルは観
光客に活

用されています。また、鉾田市はJリー
グのプロサッカークラブ、鹿島アント
ラーズのホームタウンの1つです。農

業体験ツアー
やホームゲー
ムで地元産品
や観光のプロ
モーションを
行う等、クラ
ブとともにさまざまな地域活性事業に
取り組み、盛り上がりを見せています。
　鉾田市と港区の交流は、平成23年に
発生した東日本大震災で被災した鉾田
市に、港区の町会から義援金が送られ
たことから始まりました。その後も、
地域の町会が主催するさくら祭りや商
店会主催のイベント等に継続的に参加
し、交流の輪が広がっています。
　鉾田市産業経済課の額

ぬ か

賀
が

さんは「平
成29年2月には、港区政70周年の記念
に、鉾田市の木である桜を贈呈したと
ころ、さくら祭りの会場である亀塚公
園に植樹いただきました。また、『全
国交流物産展in新橋』にも出店しまし
た。さらに平成30年度からは高輪地区
総合支所で実施する防災の事業でも連
携します。これからもますます、港区
の皆さんと交流を深められるよう取り
組んでいきます。」と話してくれまし
た。

東京に近い「日本で一番やさいをつくる街」

鉾田市ロゴマーク

あ
き
る
野
環
境

学
習
の
様
子

夕暮れの涸沼

1
（火）おはなし会「とべとべこいのぼり！」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

2
（水）映画会「そして父になる」 午後1時～3時10分

（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

3
（木・祝）GW映画会「MAZE」 午後1時30分～3時30分

（午後1時開場） 赤坂図書館（35人）

4
（金・祝）

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 リズム」
（原題:LEONARD BERNSTEIN and the NEW YORK 
PHILHARMONIC RHYTHM）

午後2時～3時
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

5
（土・祝）映画会「ル・ミリオン」（原題:LE MILLION） 午後2時～3時25分

（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

6
（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

子ども映画会「けろけろけろっぴの三銃士」 午前10時30分～11時30分
（午前10時開場） 港南図書館

7
（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

9
（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

DVDシアター「日本の野鳥」 午後1時～2時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

おはなし会
「それいけ、スーパーてんとうむし！」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

10
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「ふーっ！」他 午前10時30分～11時 高輪図書館

DVDシアター「時代と歩んだ国鉄列車」
第2回「進展する近代化」

正午～午後1時10分
（午前11時30分開場） 三田図書館（45人）

11
（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

12
（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－
「たかい　たかい」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

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「日本の血気」
（原題:BLOOD ON THE SUN）

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

昔話おはなし会
「おむすびころりん」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

15
（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

16
（水）プレママおはなし会 午後2時～3時 麻布図書館

19
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「あれ あれ だあれ？」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

みなとシネクラブ「マネーボール」
（原題:MONEYBALL）

午後1時～3時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

映画会「ジャン・コクトー」
（原題:JEAN COCTEAU）

午後2時～2時45分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

おはなし会
「どうぶつしんちょうそくてい」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

20
（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
「3びきのこねこ」他 午後2時30分～3時 麻布図書館

22
（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

おはなし会
「なにかな なにかな」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

23
（水）

おやこおはなし会
「パパのぼり」他 午前10時30分～11時 港南図書館

24
（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

おはなし会
「ぼくのうちはどうぶつえん」他 午前10時30分～11時 三田図書館

25
（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

映画会「三悪人」
（原題:THREE BAD MEN）

午後1時～2時40分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

26
（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
「ルラルさんのだいくしごと」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

27
（日）

おはなし会
「タコめし」他 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「ウンベルトD」
（原題:Umberto D.）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

30
（水）

麻布図書館コンサート
「春の歌のコンサート」

午後3時～4時
（午後2時30分開場） 麻布図書館（30人）

31
（木）

ナイトシネマ「放浪の画家 ピロスマニ」
（原題:PIROSMANI）

午後6時～7時30分
（午後5時30分開場） 麻布図書館（30人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

May

台場区民センター� ☎5500－2355
みなと図書館� ☎3437－6621
赤坂図書館� ☎3408－5090
高輪図書館� ☎5421－7617

港区スポーツセンター� ☎3452－4151
港南図書館� ☎3458－1085
白金台児童館� ☎3444－1899
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
三田図書館� ☎3452－4951
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576
赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830

台場児童館� ☎5500－2363
麻布図書館� ☎3585－9225
麻布子ども中高生プラザ� ☎5447－0611
高輪図書館分室� ☎3443－1666
高輪子ども中高生プラザ� ☎3443－1555
青山児童館� ☎3404－5874
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ� ☎5443－7338

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。

あきる野環境学習あきる野環境学習
参加者募集

○あきる野環境学習の申し込みに
ついて
（株）タビックスジャパン八重洲支
店
午前9時30分～午後6時（土・日曜、
祝日を除く）
� ☎3275－3200　FAX3275－0880
特設ページ��http://www.tabix.
co.jp/akiruno/
※�「タビックス　あきる野環境学
習」で検索できます。

○あきる野環境学習事業について
環境課地球環境係� ☎3578-2497

少人数型




