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芝浦中央公園バラ園
　芝浦中央公園には、区の花であるバラが
40品種植えられており、5月中旬と10月中旬
には見事なバラの花の色や香りを楽しむこ
とができます。また、バラや草花を紹介する
展示もあり、知識を深めることもできます。
　この他、敷地内には、ドッグランや木製
アスレチック遊具のある芝生広場もあり、
子どもから大人まで、そしてペット連れも
楽しむことができる憩いの場です。ぜひお
出掛けください。
※この写真は、平成29年5月19日に撮影したものです。
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いるもの
（1）東京2020組織委員会が適当と認
める団体であること
（2）定款、寄付行為、規約またはこ
れらに類するものを有するととも
に、執行組織および会計組織が確立
し、事業遂行能力が十分あること
（3）反社会的勢力との関係がないこ
と
（4）政治活動を目的としていないこ
と
助成区分・助成金額・助成団体数
（1）区分Aの上限10万円については、
各総合支所5団体

（2）区分Bの上限50万円については、
2団体
（3）区分Cの上限100万円については、
4団体
　助成対象事業について詳しくは、
募集要項をご確認ください。
申請期間
（1）区分A：平成31年3月15日（金）ま
で
（2）区分B、区分C：5月8日（火）～6
月29日（金）まで（9月1日（土）～平成
31年3月17日（日）に実施する事業が
対象）

募集要項および申請書
　募集要項および申請書は、各総合
支所協働推進課、企画課（区役所4
階）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。
申し込み
　募集要項を確認の上、申請書およ
び関係書類を申請期間内に、直接、
募集要項に記載の申し込み先へ。

　平成30年度は、平成29年4月1日～
平成30年3月31日の間に新車登録さ
れた車両に適用されます（表 3参
照）。
軽自動車税の減免
　身体障害者手帳や、愛の手帳をお
持ちの人等（同一生計者を含む）は、
軽自動車税の減免が受けられる場合
があります。詳しくは、税務課税務
係にお問い合わせください。なお、
減免は普通自動車・軽自動車等合わ
せて1台のみです。

　区は、区民とともに東京2020大会
の気運醸成およびレガシーの創出を
一層推進するため、区内に活動拠点
を置く団体が企画して実施する東京
2020応援プログラム対象事業に対し
て助成を行っています。今回第2回
目の募集を行います。
助成対象団体
　区内の町会・自治会および商店街
ならびに区内に事務所等の活動拠点
を置くNPO法人、非営利活動を目
的とする実行委員会および東京2020
大会の気運醸成に資する非営利団体
のうち、次に掲げる要件を満たして

　軽自動車税は、原動機付自転車・
小型特殊自動車・二輪車（オートバ
イ）・軽三輪・軽四輪以上等の軽自
動車に対する税金です。毎年4月1日
現在の所有者に課税されます。本年
度（平成30年度）の軽自動車税納税通
知書を5月11日（金）に所有者宛てに
郵送します。納期は、5月11日（金）
～31日（木）です。
　区では、納期内納税をお願いして
います。早めに金融機関、区役所、各
総合支所、コンビニエンスストア、
モバイルレジでお支払いください。
対象となる人
　平成30年4月1日現在で原動機付自
転車・小型特殊自動車・二輪車
（オートバイ）・軽三輪・軽四輪以上
等の軽自動車を所有している人
納期限
　5月31日（木）
税率（年税額）
表1・2参照
軽自動車税のグリーン化（環境配慮
型税制）について
　地球環境を保護する観点から、排
ガス性能および燃費性能の優れた環
境負荷の小さい三輪以上の軽自動車
に対して、軽自動車税を軽減しま
す。

　男女平等参画センター（愛称：
リーブラ）は、全ての人が性別に関
わりなく自分らしく豊かに生きる社
会を実現するために、区民および団
体による活動の支援や、男女平等参
画に関する事業を推進する拠点施設
です。
男女平等参画事業
　男女平等参画社会の理解を深める
ための講座・講演会・映画会等を開
催しています。開催情報は「広報み
なと」や男女平等参画センターホー
ムページ等でお知らせしますので、
ぜひ気軽にご参加ください。

平成30年度の講座等テーマ（予定）
　女性の生き方・働き方・起業支
援、男性の家事・育児参加促進、育
児や介護と仕事の両立支援、ダイ
バーシティ推進、LGBTに関する理
解促進、世界と日本の男女平等参画
施設の利用について
各部屋の利用予約
　男女平等参画センターで団体登録
すると、リーブラホール、和室、学
習室、造形表現室、料理室、多目的
室の利用予約ができます。団体登録
のご相談は、男女平等参画センター
窓口にて受け付けています。

図書資料室
　男女平等参画・ジェンダーに関す
る図書、ビデオ、DVD、行政資料、消
費者センターの資料等を所蔵してい
ます。また、港区立図書館の利用登録
を行うと、図書資料室・港区立図書館
資料の貸し出し・返却もできます。
交流コーナー
　利用者の交流、地域のネットワー
クづくり、情報収集の場として利用
できます。
リーブラ相談室「心のサポートルー
ム」（無料）
　生き方、働き方、家族・夫婦・親
子・友人・職場の人間関係、DV、
ハラスメント、LGBT等さまざまな
悩みについて、カウンセラーによる
電話相談・面接相談をお受けしてい
ます。相談の秘密は固く守られます
（相談回数は原則5回）。
　弁護士による法律相談も行ってい
ます（相談回数は1回）。

開室日時
一般相談　電話・面接（面接は予約
制）毎週月～土曜午前10時～午後4
時、毎週火・金曜午後6時～9時
法律相談　面接（予約制）原則第1木
曜（5月と平成31年1月は第2木曜に実
施）
「心のサポートルーム」

専用電話　☎3456－5771
男女平等参画センター
開館時間　午前9時～午後9時30分
休館日　年末年始（12月29日～1月3
日）、臨時休館日

担当課　総務課人権・男女平等参画
係

税務課税務係� ☎3578－2590・1

港区「東京2020応援プログラム」推進助成事業 
助成団体を募集します（第2回）

企画課オリンピック・パラリン
ピック推進担当� ☎3578－2087

男女平等参画センター
☎3456－4149　FAX3456－1254

男女平等参画センターホームペー
ジ
http://www.minatolibra.jp/

車両の種類 区分 税率(年額)

原動機付自転車
50cc以下または0.6kw以下 2000円
50cc超90cc以下または0.6kwを超え0.8kw以下 2000円
90cc超125cc以下または0.8kwを超え1kw以下 2400円

ミニカー 20cc超50cc以下または0.25kwを超え0.6kw以下 3700円

小型特殊自動車 農耕用最高速度35km/h未満 2400円
その他最高速度15km/h以下 5900円

軽二輪 125cc超250cc以下 3600円
二輪の小型自動車 250cc超 6000円

雪上車 3600円

表1 原動機付自転車等

表2 三輪以上の軽自動車

表3 軽自動車税のグリーン化(環境配慮型税制)

車両の種類

標準税率 旧税率 重課税率
平成27年4月1日以後
に最初の新規検査を
受けた車両

平成27年3月31日以前
に最初の新規検査を
受けた車両

最初の新規検査を受け
てから13年を経過した
車両※

軽三輪 　　3900円 3100円 　　　4600円

軽
四
輪

貨物 自家用 　　5000円 4000円 　　　6000円
営業用 　　3800円 3000円 　　　4500円

乗用 自家用 1万800円 7200円 1万2900円
営業用 　　6900円 5500円 　　　8200円

※�平成30年度に重課税率が適用される車両は、平成17年3月31日以前に最初の新規検査を
受けた車両です。

車両の種類

電気自動車・天然ガ
ス自動車

ガソリン車・ハイブリッド車で平成17年排ガス基準75%低減車または平成30年排ガス
基準50%低減車

平成21年排ガス基準
NOx10%低減または
平成30年排ガス規制
適合

平成32年度燃費
基準+30%達成車

平成32年度燃費
基準+10%達成車

平27年度燃費
基準＋35%達成車

平成27年度燃費
基準＋15%達成車

おおむね75%軽減 おおむね50%軽減 おおむね25%軽減 おおむね50%軽減 おおむね25%軽減

軽三輪 貨物 1000円 ― ― 2000円 3000円
乗用 2000円 3000円 ― ―

軽四輪

貨
物

自家用 1300円 ― ― 2500円 3800円
営業用 1000円 ― ― 1900円 2900円

乗
用

自家用 2700円 5400円 8100円 ― ―
営業用 1800円 3500円 5200円 ― ―

軽自動車税について
お知らせします

みなとパーク芝浦の1・２階です
男女平等参画センターのご案内男女平等参画センターのご案内

お気軽にお立ち寄りください
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ます。
助成対象
　区内のマンションに設置されてい
るエレベーターに戸開走行保護装置
を設置する改修工事（共同住宅部分
の床面積が建物全体の床面積の3分
の2以上のものに限る）。
助成内容
　エレベーター改修工事のうち、安
全装置等設置の費用のみ。助成上限
額をエレベーター改修工事費用の2
分の1かつ各種安全装置ごとに定め
ています（表1参照）。

※2�　禁煙治療（5回）が全て終了した
後に、交付申請が必要です。

申し込み
　郵送で、6月1日（金）から、〒108
－8315　みなと保健所健康推進課健
康づくり係へ。

テストが5点以上
（2）1日平均本数×喫煙年数（ブリン
クマン指数）が200以上（35歳以上の
みに適用）
（3）直ちに禁煙を始めたいと思って
いる。
（4）禁煙治療を受けることを文書に
より同意している。
（5）保険適用による禁煙治療を受け
たことのある人は、前回の禁煙治療
の初回診療日から1年経過している。
禁煙外来治療の目安
　標準的な治療では、3カ月の間に、
初診を含め5回の通院が必要です。
通院回数　5回
通院期間　12週間
保険適用でかかる医療費（自己負担
額）　1万3000円～2万円
治療費助成の概要
対象
　満20歳以上の区民で、18歳未満の
子どもまたは妊婦と同居している人
および妊婦本人
助成金額
　上限1万円
※助成対象者1人につき1回限り。
申請書類
　助成金交付登録申請書（※1）、助
成金交付申請書（※2）、領収書等
※1�　禁煙治療を開始する前に登録
申請が必要です。

　たばこの煙には、喫煙者が吸いこ
む「主流煙」と燃えているたばこから
生じる「副流煙」があります。副流煙
には、発がん性物質やニコチン、一
酸化炭素等の有害物質が主流煙より
も数倍多く含まれています。受動喫
煙により周りの人の健康にも影響を
及ぼすことが分かっており、子ども
への影響は深刻です�（表 2）�。
　区民の喫煙率は、40歳代の男性を
始めとして子育てを担う世代におい
て高くなっています（グラフ）。
　区では、子どもの受動喫煙による
健康被害の防止を目的として、禁煙
外来で保険適用による禁煙治療を受
け、所定の治療を全て完了した人に
治療にかかった費用の一部助成を行
います。
禁煙外来について
　喫煙がなかなかやめられないの
は、ニコチンによる依存状態にある
のが原因です。禁煙外来では、ニコ
チンを含まない飲み薬等を使うこと
で、たばこを吸いたくなる気持ちを
抑え、我慢せずに禁煙ができるよう
になります。
　次の一定の条件を満たせば、保険
適用による禁煙治療を受けることが
できます。
保険適用となる条件
（1）ニコチン依存症スクリーニング

科学的根拠は因果関係を推定するのに十分である

大人 肺がん・脳卒中・虚血性心疾患

子ども
乳幼児突然死症候群（SIDS）・
喘
ぜん
息の既往

科学的根拠は因果関係を示唆しているが十分ではない

大人 鼻腔・副鼻腔がん・乳がん・
慢性閉塞性肺疾患（COPD）等

子ども 低出生体重・胎児発育遅延、
喘息の重症化・中耳疾患等

出典：厚生労働省「喫煙と健康　喫煙の健康影響に関
する検討会報告書」（平成28年8月）

表 2 受動喫煙による健康影響 グラフ 港区民の喫煙率（第30回港区民世論調査（平成27年度）より作成）

　マンションのエレベーターに、戸
開走行保護装置や地震時管制運転装
置等の安全装置を設置する改修工事
の費用の一部を、区が助成します。
戸開走行保護装置とは
　エレベーターのドアが閉じる前に
かごが昇降した場合、自動的にこれ
を検出する装置と、かごを制止する
ブレーキを二重化した安全装置のこ
とです（図1参照）。平成21年9月か

エレベーター

床

地震感知器

特定距離
感知装置

制御盤
戸開走行
保護装置
回路

二重ブレーキ

建築課建築設備担当
� ☎3578－2300・1

健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

�助成率・助成上限 対象安全装置等名称 助成上限額 最大助成率

エレベーター�
改修工事費用�

＜助成率2分の1＞�※1�
上限400万円

本体工事 助成なし 助成なし
戸開走行保護装置 300万円 10分の10

地震時管制運転装置　※2 50万円 2分の1
耐震対策　※2 50万円 2分の1

※1�エレベーター改修工事費用の2分の1以上は自己負担分となります。�
※2�戸開走行保護装置の設置とともに設けた場合に限り助成対象となります。

表1 助成率・助成上限内訳

図1 エレベーター概要図（横から見た図）

港区の人口 
平成30年4月1日現在

総人口

（前月比759人増）
25万5,320人

死亡等 278人
転出 3,040人

出生等 244人

23万5,348人
10万9,697人男

(前月比700人増）
12万5,651人女

1万9,972人
1万477人男

(前月比59人増）

14万5,218世帯 (前月比840世帯増）
13万1,160世帯日本人世帯数

外国人世帯数
複数国籍世帯数

(前月比792世帯増）
1万864世帯 (前月比53世帯増）
3,194世帯 (前月比5世帯減）

9,495人女

転入 3,833人

世帯数

外国人

日本人

ら新設されるエレベーターには、戸
開走行保護装置の設置が法律で義務
化されました。しかし、それ以前に
設置されたエレベーターには、法律
による義務がないため、戸開走行保
護装置の設置が進んでいません。
地震時管制運転装置とは
　地震時に初期の揺れを検知し、エ
レベーターを最寄り階に停止させ、
乗客の閉じ込めと機器の損傷を防ぎ
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子育て中の働き盛り世代を対象に
禁煙外来治療費の一部助成を開始します

禁煙相談
　みなと保健所では、喫煙者やその
家族を対象に禁煙相談を実施してい
ます（原則、毎月第2水曜の午前。予
約制）。肺年齢測定、一酸化炭素濃
度測定も行います。

禁煙講習会
　たばこをやめるヒントや禁煙外来
の流れ等について、医師による講習
会を開催します。
対象
　どなたでも
とき
�　5月30日（水）午後7時～8時30分
ところ
　みなと保健所
定員
　40人（申込順）
申し込み
　電話で、5月3日（木・祝）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

図2 �手続きの流れ

④ 事後アンケートに記入

助成金の交付

　② 禁煙外来で治療を受ける
（5回・12週間）

③ 助成金交付・請求
申請をする

（治療終了後）

① 登録申請をする
（治療開始前）

その他の禁煙支援
禁煙支援薬局
　港区禁煙支援薬局では、禁煙相談
が無料で受けられます。

既存エレベーターの戸開走行保護装置等の設置を支援します
と かい そう こう ほ ご そう ち
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5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)
内容  新たなワークステージ　シルバー人材センター　他
放送期間  5月1日(火)～31日(木)

　平成30年度の年金額は次のとおり
です。
老齢基礎年金（年額）
　77万9300円
障害基礎年金（年額）
1級　97万4125円
2級　77万9300円
遺族基礎年金（年額）
　77万9300円
障害基礎年金、遺族基礎年金の子の

7月利用分抽選申し込み
対象　区民
施設　大平台みなと荘、熱川プリン
スホテル、夏季保養施設
申し込み　専用はがきを郵送で、5
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、地域
振興課（区役所3階）、JTB新橋・赤
坂見附店にあります。または、区民

初めてのパソコン教室
　マウスの使い方から学びます。
対60歳以上の区民
時6月2日～7月28日（7月7日を除く
毎週土曜、全8回）午後3時30分～5
時、午後5時30分～7時
所三田いきいきプラザ
人各10人（いずれも抽選）
申電話または直接、5月20日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

本気のカレースパイス講座
　本格的なカレーのスパイスを学
びます。
対おおむね50歳以上の区民
時6月6日（水）午前10時～11時、午
前11時～正午

所三田いきいきプラザ
人各25人（いずれも抽選）
申電話または直接、5月25日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

タイムトラベル6「江戸城外堀を
巡る旅②虎ノ御門から浜離宮大
手門」※健脚者向けコース
　芝の語り部による史跡巡りで
す。
対おおむね50歳以上の区民
時6月3日（日）午前9時20分～11時
50分
所東京メトロ銀座線虎ノ門駅11番
出口地上集合、浜離宮周辺にて解
散
人20人（抽選）
申電話または直接、5月20日（日）

までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。� ☎3539－2941

おしゃれ教室。ハンドケアマッ
サージ＆スキンケア（肌と頭皮）
対50歳以上の区民
時5月19日（土）午後1時30分～3時
所南麻布いきいきプラザ
人20人（60歳以上の人優先で抽選）
申電話または直接、5月10日（木）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。� ☎5232－9671

タブレット体験会
　初めて参加する人を対象に行い
ます。
対50歳以上の区民
時5月16・23・30日（水）午後1時30
分～3時

所飯倉いきいきプラザ
人各15人（60歳以上の新規の人優
先で抽選）
申電話または直接、5月10日（木）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
� ☎3583－6366

知って得する港区高齢者サービ
ス
　平成30年度から開始した港区高
齢者サービスを中心にご紹介しま
す。
対介護に関心のある区民
時5月11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

月中旬に申請書を郵送していま
す。詳しくは、お問い合わせくだ
さい。
　なお、高額介護合算療養費は、
事由発生日から2年を経過します
と、時効となり申請できませんの
で、ご注意ください。

　世帯内で同一の医療保険（国民
健康保険や後期高齢者医療制度
等）に加入している人が、医療保
険と介護保険のどちらにも一部負
担金を支払っており、年間（平成
28年8月1日～平成29年7月31日）の
自己負担額の合計が表1・2の限度
額を超えた場合に、申請をして認
められると、その超えた差額がそ
れぞれの制度から支給されます。
　基準日（平成29年7月31日）現在
で、港区国民健康保険または後期
高齢者医療制度および介護保険に
加入している人で、対象期間に医
療保険、介護保険とも異動がな
く、払い戻しの対象となる人がい
る世帯等には、国民健康保険は2
月上旬、後期高齢者医療制度は2

国保年金課国民年金係
� ☎内線2662～6
港年金事務所（代表）�☎5401－3211

問い合わせ

○後期高齢者医療制度について
国保年金課高齢者医療係
� ☎内線2654～9
○国民健康保険について
国保年金課給付係
� ☎内線2640～2
○介護保険について
介護保険課介護給付係
� ☎3578－2876～80

問い合わせ

表1�70歳以上の人
後期高齢者医療制度

＋介護保険
国民健康保険＋介護保険

（世帯内の70歳以上75歳未満）
現役並み所得者 67万円 67万円

一般 56万円 56万円

住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円

●現役並み所得者� �後期高齢者医療制度の保険証または、国民健康保険の高齢受給
者証の一部負担割合が3割の人

●低所得者Ⅱ� 世帯の全員が住民税非課税の人
●低所得者Ⅰ� 世帯の全員が住民税非課税で、所得が一定基準以下の人
●一般� 上記以外の人

高額介護合算療養費の自己負担限度額

表2�69歳までの人
所得区分（賦課基準額） 国民健康保険＋介護保険

上位所得者 （901万円超） 212万円
上位所得者 （600万円超～901万円以下） 141万円
一般 （210万円超～600万円以下） 67万円
一般 （210万円以下） 60万円

住民税非課税世帯 34万円

●�賦課基準額とは、前年の総所得金額および山林所得金額、株式・長期（短期）譲渡
所得金額等の合計から、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）。

※�自己負担額は保険適用のものに限ります。世帯で合算する場合、70歳未満の人の
医療費については医療機関ごと（入院、外来、歯科別）に、それぞれ自己負担2万
1000円以上（月額）を支払ったときのみ合算対象になります。

※�月単位での一部負担の合計額は、高額療養費および高額介護（予防）サービス費の
支給分は除きます。

※限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。

平成30年度の年金額が決まりました

保養施設テレホンサービス・区民保
養施設予約システムで、5月18日
（金）までにお申し込みください。抽
選結果は5月末にご自宅に送ります。
空き室申し込み
対象　区民・在勤者
施設　大平台みなと荘、ホテル暖香
園、熱川プリンスホテル
申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日から区民保護施設テレホンサー

ビス、区民保養施設予約システム、
またはJTBみなと予約センターで申
込順に受け付けます。
※�ホテル暖香園は5月31日（木）利用
分まで、熱川プリンスホテルは6
月1日（金）利用分から。

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。
臨時休業のお知らせ
　大平台みなと荘は7月3日（火）～5
日（木）の間、熱川プリンスホテルは
7月10・11日（火・水）の間、休業し
ます。休業日の宿泊はできません。
施設の減額利用の方法が変わりまし
た
　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
（区民保養所利用手帳は平成29年度
をもって廃止しました）。
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

加算額（年額）
1・2人目（それぞれ）
　22万4300円
3人目以降（1人につき）
　7万4800円

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。

JTBみなと予約センターの電話番号
が変わりました
変更後� ☎5434－7644

○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）� ☎5434－7644
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

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘・通年保養施設・夏季保養施設

高額介護合算療養費の
申請はお済みですか
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5月1日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣
内容  民生委員・児童委員、障害者のための「音楽セラピー」、港区ミュージアムネットワーク紹介(フジフイルム スクエア) 他
放送期間  5月1日(火)～10日(木)

主な申し込み資格
　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。詳しくは、募集案内をご確認ください。
募集住宅
家族向け・単身者向け
（1）世帯向け（一般募集住宅）：2350戸
（2）若年夫婦・子育て世帯向け（定期使用住宅）：

　750戸
（3）病死の発見が遅れた住宅等：300戸
申込書・募集案内の配布期間
　5月7日（月）～15日（火）
※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等
※�郵送を希望する場合は、指定管理者にお問い合
わせください。

申込受付期間
　全て郵送で、5月17日（木・必着）までに、渋谷
郵便局へ。

表 基準額
整　備　内　容 基　準　額

出入口までの通路の段差解消、スロープ設置等 100万円
出入口の拡幅等 100万円
出入口自動扉の設置 300万円　
廊下の段差解消、スロープ設置等 100万円
階段の床材改善、手すり設置等 100万円
便所（洗面所を含む）の整備・改善（車いすで利用できるものへの
改善、ベビーチェア、ベビーベッドの設置等） 750万円

昇降機（エレベーター、エスカレーター等）の設置、改善等 1000万円
標示、案内設備、非常放送設備の設置等 50万円
和式便所の洋式化および手すり等の設置 100万円
その他区長が必要と認めるもの 100万円

抽選日
　6月21日（木）午前9時30分開始
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　都営募集課
（1）5月7日（月）～17日（木）� ☎0570－010－810
※土・日曜を除く。
（2）上記以外の期間について� ☎3498－8894
※土・日曜を除く。

担当課　住宅課住宅管理係

サ
ロ
ン
活
動
の
様
子

　今、地域には自然災害発生時の助け合いや、高
齢者や障害者、子育て家庭の社会的孤立等、さま
ざまな課題があり、地域が「ゆるやかに」協力して
いくこと、地域の「つながり」、地域の「絆」が見直
されています。
　港区社会福祉協議会では、地域の支え合いの仕
組みづくりをお手伝いしています。
サロン活動
　サロン活動を通じてつながりづくりを進め、社
会的孤立を防止する活動です。
　特定の趣味活動やサークル活動ではなく、誰も
が気軽に定期的に集まれる場を作り、閉じこもり
がちな人に声をかけます。
　お互いをさりげなく気にかけ合える関係ができ
ることで、ちょっとした変化にも気付き、必要な
時の福祉サービス等の利用や専門機関への相談に
役立ちます。
　子育て中の母親等の、育児に関する悩みや不安
による孤立防止の活動も同様に対象としていま
す。

声かけ見まもり活動
　町会・自治会、集合住宅管理組合等で、少し気
になる地域の人に対し、地域や活動に合った方法
を工夫して、「日常的にさりげなく」声をかけ、ゆ
るやかに見守る活動です。普段から顔の見える関
係をつくり、ご近所のつながりを広げていくこと
は、社会的孤立の防止や防災・防犯にも役立ちま
す。
　また、既にサロン活動をしている地域グループ
で、サロン参加者等を対象に「声かけ見まもり活
動」を行うことも可能です。
みんなの会議（小地域福祉活動協議会）
　町会・自治会、集合住宅管理組合等に福祉部や
福祉委員会等の組織を位置付けます。地域のこと
を皆さんで話し合い、少し気になる福祉課題を解
決するために地域でできる活動に取り組みます。
専門機関とも連携して、地域のつながりづくりを
進め、地域の福祉力の向上をめざします。
社会福祉協議会の支援内容
　活動を始めたい人だけでなく、既に活動中の人

に対しても、社会福祉協議会の職員が出向き、お
手伝いします。
・必要な情報の提供や立ち上げ支援
・入門講座の開催
・活動に関する相談支援
・行政や専門機関への橋渡し
・活動費用の助成（要登録）
・傷害保険の加入（要登録）
・活動者同士の情報交換会の開催
　活動に関することや支援内容等、詳しくはお問
い合わせください。

港区社会福祉協議会地域福祉係
� ☎6230－0281　FAX6230－0285

担当課　保健福祉課福祉活動支援係

申請者
（整備、改善を行うもの）

　

港区

事前相談

特定都市施設の新設、増築、改築、大規模
の修繕、大規模の模様替えまたは用途変更

東京都福祉のまちづくり
条例に基づく届出対象

○内容確認後、
補助金申請手
続説明

該当しない 該当する

×補助金対象外

【内容確認】

申請書の作成・提出 申請受理・審査

決定通知の受理・工事着工

補助金確定通知

補助金の交付

報告書審査

補助金交付決定通知

報告書受理

請求書受理

履 　行　 （現　  場）　 確　 認

確定通知の受理

交付請求書作成・提出

工事竣工
実績報告書作成・提出

図 申請から補助金交付までの流れ　区では、多くの人が利用する民間
の公共的施設等のバリアフリー整備
が進むよう、整備費用を補助してい
ます。
対象
◦中小企業基本法第2条に規定する
中小企業者
◦医療法人、公益法人等
整備内容
　民間の公共的施設等を次のとおり
整備・改善するもの（新設、増築、
改築、大規模の修繕、大規模の模様
替えまたは用途変更をする特定都市
施設を除く）。
一般の建築物
◦車いすを使用する人が、円滑に利
用できるトイレの改修を含むバリア
フリー整備
小規模建築物（床面積の合計が200平
方メートル未満の建築物）

◦和式トイレの洋式化および手すり
の設置
◦出入り口の段差解消
補助率・上限
　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向け、平成30年度
～平成32年度の3年間は、補助率を
次のとおり引き上げます。
◦整備・改善に要する費用または基
準額（表）のうち、いずれか少ない
額の3分の2（上限500万円）
申し込み
　工事着工前の申請が必要です。必
要書類等詳しくは、お問い合わせく
ださい。

民間建築物のバリアフリー整備費用を補助します

都営住宅入居者
募　集 

みんなで支え合える地域をつくりませんか
みんなと地域の福祉活動

（小地域福祉活動推進事業）

保健福祉課地域保健福祉担当
� ☎3578－2377
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　港区の魅力やブランドを国内外に
広く発信する個人・団体を｢クルー｣
と位置付け、その取り組みを
｢MINATOシティプロモーション
クルー認定事業｣として認定し、ク
ルーの活動に係る経費の一部を認定
区分に応じて助成します。

募集区分および事業内容、募集対象
　■表のとおり
助成金額（区分A・区分Bのみ）
　助成対象経費から総収入を引いた
金額の範囲内で■表のとおり
申請受付期間
区分A・区分B　6月15日（金）まで
区分C　平成31年2月1日（金）まで

募集要項および申請書
　募集要項および申請書は、観光政
策担当（区役所3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。
申し込み
　募集要項を確認の上、申請書およ
び関係書類を申請受付期間内に、直

接、産業振興課シティプロモーショ
ン担当へ。

す。六本木のさまざまな場所で、出
会い、語らい、聴き、動き、体感す
る、参加することで得られるアート
の楽しみ方が、ここにあります。
各館プログラム
　六本木ヒルズ、森美術館、東京
ミッドタウン、サントリー美術館、
21_21�DESIGN�SIGHT、国立新美
術館、六本木商店街
※�プログラムについて詳しくは、六
本木アートナイト2018公式サイト
をご覧ください。

六本木アートナイト2018公式サイト
http://www.roppongiartnight.
com/
Facebook
https://www.facebook.com/
RoppongiArtNight/
Twitter
https://twitter.com/r_artnight
Instagram
https://www.instagram.com/
roppongi_art_night_official/

を用いた作品、東京ミッドタウンで
は、宇治野宗輝さんによる家電製品
や自動車等を用いた作品が展開さ
れ、六本木の街に、はかなくも美し
いアートの夢を見せてくれます。
○街なかインスタレーション
　「六本木アートナイト」の魅力は、
街中の店やストリート、交差点や公
園等にアート作品を点在させること
で、普段とは違った街の表情を楽し
めることです。平成30年もさまざま
なアート作品を街中で体験すること
ができます。また、平成30年は、国
立新美術館において、アール・ブ
リュット＆障害をもった人の作品展
を開催します。区内の障害者施設で
制作した作品等も展示し、六本木
アートナイト2018に訪れた人々に、
障害者への理解促進と、一人一人違
う個性の素晴らしさを感じてもら
い、文化芸術活動を通じて、誰もが
共生できる地域社会の実現をめざし
ます。
○街なかパフォーマンス
　六本木の街中でいくつものパ
フォーマンスが開催されます。臨場
感あふれるパフォーマンスが、特別
な世界へと導きます。
○街なかミーティング
　アーティストや参加者が一つに
なって楽しむ交流型プログラムで

開催概要
正式名称　六本木アートナイト2018
とき　5月26日（土）午前10時～27日
（日）午後6時
コアタイム　5月26日（土）午後6時～
27日（日）午前6時
※�コアタイムはメインとなるアート
作品を体験するイベントが集積す
る時間帯です。

ところ　六本木ヒルズ、森美術館、
東京ミッドタウン、サントリー美術
館、21_21�DESIGN�SIGHT、国立
新美術館、六本木商店街、その他六
本木地区の協力施設や公共スペース
費用　無料（ただし、一部のプログ
ラムおよび美術館企画展は有料）
主催　東京都、アーツカウンシル東
京（（公財）東京都歴史文化財団）、港
区、六本木アートナイト実行委員会
（国立新美術館、サントリー美術
館、東京ミッドタウン、21_ 2 1�
DESIGN�SIGHT、森美術館、森ビ
ル、六本木商店街振興組合※五十音
順）
プログラム
広域プログラム
○メインプログラム
　六本木ヒルズでは、金氏徹平さん
による絵・彫刻・写真・パフォーマ
ンス等の作品、国立新美術館では、
鬼頭健吾さんによる布・鏡等既製品

　「六本木アートナイト」は、生活の
中でアートを楽しむという新しいラ
イフスタイルの提案と、大都市東京
における街づくりの先駆的なモデル
創出を目的に平成21年から開催して
いるアートの饗宴で、平成30年で9
回目を迎えます。
　平成30年のテーマは「街はアート
の夢を見る」です。不夜城のように
輝くネオンやヘッドライトの光の中
で、街のあちこちに登場するアート
作品やパフォーマンス。その中心と
なるのは、歌う塔、動く彫刻、彩り
を与える布の滝です。多様なアート
が物語を描き、驚きと感動を与えて
くれる一夜限りのアートの祭り「六
本木アートナイト2018」にご期待く
ださい。
　平成30年のメインプログラムは、
日本の現代アート界を牽引する金氏
徹平さん、鬼頭健吾さん、宇治野宗
輝さんが手掛けます。3人が六本木
を舞台にどのような作品を展開する
のか、ぜひご注目ください。

六本木アートナイト実行委員会
� ☎5777－8600（ハローダイヤル）
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2343

■表�MINATOシティプロモーションクルー募集概要等
募集区分 区分Ａ 区分Ｂ 区分Ｃ

区分内容 区の魅力発信に寄与しうるコンテンツ（ポスター、冊
子、映像、PR製品等）の制作、発信に対する助成

区が作成したPRツール（プロモーション映像、観光ガ
イドブック等）の活用、発信協力に対する助成

区のブランドや魅力を国内外に広めることに寄与し
うる取り組みの認定および支援

事業要件

区の魅力発信に寄与し、プロモーション波及効果の期待できる事業のうち、次の要件を全て満たすものが対象となります。
（1）申請する団体の責任で、自ら主催（企画、実施、経理）する事業
（2）�新たに実施する事業、または新たな展開を伴う既存事業（ただし、助成対象は新たな事業展開部分のみと
なります）

（3）助成の申請のあった年度の3月15日までに完了する事業

新規事業・既存事業問わず、申請する団体または個人
の責任で、自ら主催（企画、実施、経理）する事業

募集対象 団体（企業を含む） 個人・団体（企業を含む）
助成金額 助成対象経費の2分の1以内で上限100万円 助成対象経費の5分の4以内で上限10万円 経費の助成なし

助成団体数（予定） 5件 10件 ―

事業認定

いずれの区分の取り組みも「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」として認定されます。「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」として認定
されると次の支援が受けられます。
●SNSや観光冊子、メールマガジン等の区の情報発信媒体で認定事業をPR
●港区シティプロモーションシンボルマークの使用許可
●シティプロモーショングッズ（法被やプロモーションDVD）の貸し出し等
※PRに使用する発信媒体は、区が選択します。

「六本木アートナイト2018」開催のお知らせ

六
本
木
ア
ー
ト
ナ
イ
ト
２
０
１
８
ポ
ス
タ
ー

金氏�徹平さん（撮影：川島�小鳥） 宇治野�宗輝さん（撮影：NIDIN�SANCHES�
Courtesy�:�YAMAMOTO�GENDAI）

鬼頭�健吾さん（撮影：大木�太）

港区の魅力発信を担う

「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」を募集します

産業振興課シティプロモーション
担当� ☎3578－2554
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　多くの区民、事業者等の参加をお
待ちしています。活動に興味のある
人は、気軽にお問い合わせくださ
い。

地区総合支所で配布する募集チラシ
等をご覧ください。
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、事業所等、
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。

定5周年であることを好機とし、ま
ちのルールの更なる浸透と認知度の
向上のため、憲章をより広く発信し
ていきます。
賛同いただける店舗・事業所等を募
集しています
　憲章に賛同いただける店舗・事業
所（以下、事業所等）を募集し、応募
いただいた事業所等の名称を港区
ホームページ等に公表します。詳し
くは、港区ホームページまたは麻布

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
たまちのルール「六本木安全安心憲
章」を制定しています。

「六本木安全安心憲章」を制定し5周
年になりました
　平成30年7月で「六本木安全安心憲
章」は制定5周年となります。憲章制

ラストを活用したプロモーションを
行うことです。イラスト画の展示や
はがき・ファイル等のグッズへの印
刷を通して、イラストならではの温
かく味わいのある｢港区｣を発信して
います。

（特）プラチナ美容塾（区分C）
　プラチナ美容塾の取り組みは、区
内の高齢者の元気・若さ・素敵な姿
を全国、世界に知らしめることで
す。東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の開催で、世界の
目が港区に注がれることを好機とし
て、港区シニアのはつらつとした若
さと、ボランティア活動をPRした
いとの思いのもと、高齢者向け美容
学習をはじめとするボランティア活
動を積極的に展開しています。

ヤマト運輸（株） 新東京主幹支店（区
分C）
　58拠点ある区内のヤマト運輸直営
店の一部店舗に、区が発行した観光
ガイドブックやバリアフリー観光冊
子、観光地図等を配置し、来店者に
港区の魅力的な観光情報を提供して
います。また、日頃から区内を配達
で回る配達員、移動経路等の道案内
も観光情報の発信と合わせ対応して
います。宅急便ネットワークを活用
した観光客へのおもてなしが日々育
まれています。

を「港区情報コーナー」と銘打ち、新
たに設置しました。設置した「港区
情報コーナー」には、区の広報紙や
区が発行した観光冊子、啓発チラシ
等を配置し、来店者に区からのお知
らせや魅力的な情報を提供していま
す。

（公財）日本交通公社旅の図書館（区
分B）
　南青山に立地し、観光の研究や実
務に役立つ図書・資料をそろえる専
門図書館｢旅の図書館｣では、旅や観
光に関するさまざまな雑誌やガイド
ブックが並ぶ館内一角に、区の観光
情報を発信・提供する｢パンフレット
ラック」を、新たに設置しました。来
館したお客様に港区の魅力的な観光
情報を提供しています。

浜松町・芝・大門マーチング委員会
（区分C）
　浜松町・芝・大門マーチング委員
会では、浜松町・芝・大門エリアを
中心に、まちの魅力を幅広く発信し
ています。その主なPR手法は、街
並みをイラスト画に描き起こし、イ

DMO六本木（区分A）
　外国人をはじめとする来街者に、
六本木周辺エリアの魅力を知り、よ
り長い時間滞在してもらうことで、
六本木エリアの認知度を高めるとと
もにリピーター意識の向上を図るこ
とを目的とした地図｢六本木周辺エ
リア紹介MAP（英語版）｣を制作しま
した。胸ポケットに収まる持ち運び
しやすいサイズ感と、街並みや建物
の特徴を押さえたイラスト画等を採
用し、六本木を回遊するのにもって
こいの地図です。

芝百年会（区分B）
　芝地区で100年にわたって営業し
てきた老舗によって創成した会が芝
百年会です。芝百年会では、芝の老
舗文化や特徴、歴史等を、座学と歩
学（まち歩き）を通して人々に発信し
ています。この座学と歩学を実施す
る際に、区が発行した｢芝の名店探
訪マップ｣を資料として配布活用
し、日本人や外国人に向けて、老舗
文化の根付く、芝の魅力を発信して
います。

さわやか信用金庫（区分B）
　区内に8店舗の営業店を構える｢さ
わやか信用金庫｣では、営業店の窓
口やロビー等に、カタログスタンド

（特）アップタウン青山コンシェル
ジェ（区分A）
　青山を訪れた人一人一人が、自分
だけの街歩きマップとイベント情報
を得ることができるサービス｢青ナ
ビ｣を制作しました。青山にある観
光案内所グローカルカフェに設置さ
れた専用端末の利用や、アプリをダ
ウンロードすることで、街の情報を
入手でき、また、青山に住み、働く
人が利用することで、地域への愛着
やおもてなしの心も育まれます。

小泉義士堂（区分A）
　忠臣蔵にまつわる区内の史跡と、
関連グッズ等を販売している店舗へ
の行き方を分かりやすく紹介する、
便利なA2サイズの観光地図｢ぶらり
忠臣蔵｣を制作しました。地図に掲
載された史跡や店舗情報をスマート
フォンでかざすと、アプリが起動
し、地図から動画が再生されるAR
動画機能を取り入れた、新しいかた
ちの観光案内地図です。

赤坂地区活性化協議会（区分A）
　赤坂の食や歴史、観光スポット、
イベント情報等を幅広く紹介する、
赤坂に特化した総合サイト「赤坂広
報室」を制作しました。「赤坂という
地域を『歴史文化の溢れる街』なのだ
と認識を広めたい」という地域の思
いが込められたサイトです。新たな
情報の追加や更新、さらには英語サ
イトを新設する等、サイトの多言語
化に取り組みました。

麻布地区総合支所協働推進課協働
推進係� ☎5114－8802

産業振興課シティプロモーション
担当� ☎3578－2554

ルール違反ゼロの六本木へ
合い言葉は、

「MINATOシティプロモーションクルー認定事業」平成29年度

認定団体の活動を紹介します

港区ホームページ
の二次元コード

イ
ラ
ス
ト
画
の
展
示

赤坂地区活性化
協議会
二次元コード
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持ちを、グループで分かち合い共
感する場です。※保育あり
ふたごの会（予約制）
　双子（多胎児）のお子さんと保護
者の集いです。妊娠中から参加で
きます。※保育あり
なかよし会（予約制）
　ダウン症のお子さんと保護者の
集いです。
ぷちとまとの会（予約制）
　おおむね2000グラム以下で生ま
れたお子さんとその保護者の集い
です。専門家の講話もあります。
子育て講演会（年1回）
　講師をお招きして子育てに関す
る講演を行います。
4カ月児育児相談（通知）
　おおむね3～4カ月のお子さんと
保護者のための育児相談です。
はじめての離乳食教室（予約制）
　生後5カ月頃のお子さんと保護
者を対象に離乳食の始め方につい
て、調理実演を交えてお話します。
子どもの食事相談会（予約不要）
　乳幼児を持つ保護者を対象にグ
ループに分かれて食事の相談に応
じます。
乳幼児健診・予防接種（通知）
　乳幼児健診は、3・4カ月、6・7
カ月、9・10カ月、1歳6カ月、3歳
の時にあります。
　健診・予防接種は、住民登録が
ある住所に案内をお送りします。
　母子保健事業について詳しく
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。

助産師または保健師が訪問しま
す。母子健康手帳内の出生通知書
（はがき）をみなと保健所健康推進
課地域保健係へお送りください。
計測や育児・母乳等の相談、子育
てサービス情報等のご紹介をしま
す。里帰り先、里帰り後の訪問も
お受けします。
※�ご連絡がない場合は、区から電
話や直接訪問をさせていただく
場合があります。

助産師による母子保健相談窓口
　月・水・金曜午前9時～午後5時
（昼休憩あり）、専用の電話（☎
3455－4431）または面接で、助産
師が妊娠・出産・育児の相談に応
じます。
ママの健康相談（予約制）※出産後
1年未満に3回
　産後の体調や母乳について家庭
訪問による相談が受けられます。
Helloママサロン（予約不要）
　生後1～2カ月のお子さんを持つ
母親同士の交流と、助産師による
個別相談や小講話を行っていま
す。
定員　50組（会場先着順）
のんびりサロン（予約不要）
　生後1～3カ月のお子さんと保護
者の自由な交流の場です。開催時
間中の出入りは自由です。
うさちゃんくらぶ（予約制）
　生後2～3カ月の第1子のお子さ
んと保護者の集いです。月ごとに
参加できる月齢が決まっていま
す。
すくすく育児相談（予約不要）
　就学前までのお子さんの発育・
発達・食事・歯のケア・心理面や
しつけに関する相談・育児中の保
護者自身の悩み等の相談に応じま
す。計測も行います。
グループ「お母さんの時間」（予約
制）
　子育てや家庭内での心配事、親
同士の人間関係等日頃のつらい気

両親学級（予約制）※1回制
　妊婦とそのパートナーが、お子
さんが生まれる前から協力して出
産・育児に取り組んでいただくよ
う、実習や講義を通して学べる内
容です。
開催日　毎月2回、土曜
会場　（社福）恩賜財団母子愛育会
（南麻布5－6－8）
母親学級（予約制）※3回制
　妊娠・出産・育児についての情
報提供と、これから母親になる人
の地域での仲間づくりを目的とし
ています。
妊婦訪問（予約制）※妊娠中1回
　妊娠中の体調の変化や、心配
事、産後の生活についての相談
を、助産師が家庭を訪問し、お受
けします。
妊娠中の歯科健診（予約制）
　妊娠期より健康な口

こう

腔
く う

で過ごせ
るよう、ご利用ください。
母子メンタルヘルス相談（予約制） 
※毎月2回
　妊娠・出産・育児期の女性は、
心のバランスを崩し、育児不安や
心の問題を抱えることがありま
す。専門の医師が相談に応じま
す。※保育あり
こんにちは赤ちゃん訪問（全戸訪
問事業）
　お子さんが生まれた全てのご家
庭を、おおむね生後120日以内に

「妊娠届」の提出と「母子健康手帳」
等の交付
　医療機関で妊娠を確認後、早い
時期に「妊娠届」を提出しましょ
う。申請場所は各総合支所区民課
および台場分室です。「母子健康
手帳」「妊婦健康診査受診票」等が
入った「母と子の保健バッグ」「港
区妊娠・子育て情報ファイル」を
お渡しします。
健康・安全なお産のために「妊婦
健康診査」を受けましょう
　健診の記録は「母子健康手帳」に
記載され、妊娠中の健康管理に役
立ち、産後は母親とお子さんの健
康の記録として大切なものとなり
ます。健診や予防接種を受けると
きは必ず「母子健康手帳」を持って
行きましょう。
　「妊婦健康診査受診票」は、妊婦
健康診査14回、超音波検査2回（前
期・後期）、子宮頸がん検診1回
を、都内共通受診券により費用の
一部助成を行うものです。利用
は、都内の委託医療機関に限りま
す。
※�助産院や里帰り出産等で都外医
療機関を利用した場合、費用の
一部が助成されます。「港区妊
娠・子育て情報ファイル」の中
にあるご案内・申請書をご覧く
ださい。

母親学級
対区民で、出産予定日が6～10月
の妊婦
時6月8・15・22日（金・全3回）午
後2時～4時※第3回のみ午後1時～
2時30分と午後3時～4時30分の2回
制
所みなと保健所
人80人（申込順）
持ち物　母子健康手帳、筆記用具
申電話で、5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6～9月の
妊婦とそのパートナー（1人での参
加可）
時6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（社福）恩賜財団母子愛育会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
申電話で、5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
※参加予定者には詳細を5月下旬
頃郵送予定
担健康推進課地域保健係

うさちゃんくらぶ
　初めてのお子さんと保護者の交
流会です。
対区民で、平成30年3月生まれの
第1子と保護者
時芝・麻布・赤坂地区在住者：6
月13日（水）、高輪・芝浦港南地区
在住者：6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
人各50組（抽選）
持ち物　バスタオル、母子健康手
帳
申電話で、5月1日（火）～10日（木）
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
※抽選結果は5月中旬発送予定
担健康推進課地域保健係

5月の乳幼児健診・育児相談
対4カ月児育児相談：平成30年1月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査：平成28年10月生まれの人、3
歳児健康診査：平成27年4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

はじめての離乳食教室
対区民で、平成29年12月生まれの
お子さんのいる保護者
時5月25日（金）午前11時～正午、
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
申電話で、5月1日（火）～10日（木）
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
※抽選結果は全員に5月15日（火）
発送予定
担健康推進課健康づくり係

子育て座談会「他の子どもとの
関わりかた」
対麻布地区総合支所管内にお住ま

いの区民で、3歳未満の子どもが
いる保護者
時5月31日（木）午後1時30分～3時
所麻布区民センター
人10人（申込順）※保育あり（4カ月
～3歳未満、10人。申し込み時に
お申し出ください）
申電話で、5月18日（金）までに、
麻布地区総合支所区民課保健福祉
係へ。� ☎5114－8822

「子ども家庭支援センター子育
て講座〜子育て家族のためのア
クティブ防災講座〜」
　東日本大震災を経験した母親か
ら、自分と家族を守るために本当
に必要な防災とは何か、便利な防
災グッズやいざという時にとるべ
き行動を学びます。
対区民で、就学前のお子さんがい
る保護者
時5月21日（月）午前10時～正午
所みなと保健所8階
人30人（申込順）
申電話で、5月2日（水）～13日（日）
に、みなとコール（午前9時（初日
は午後3時）～午後5時受け付け）
へ。� ☎5472－3710
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084
○離乳食、食事相談について
健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083
○予防接種について
保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

母子保健に
関するご案内

港区の
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は、車両や歩行者の通行の障害にな
り危険です。取り付ける前に、屋外
広告物に該当するかどうかを相談の
上、許可を受けてから設置してくだ
さい。また、設置工事等は、都に登
録した｢屋外広告業登録業者｣に限ら
れます。設置工事等を業者に依頼す
る場合は、都への登録の有無を必ず
ご確認ください。

「東京都屋外広告物条例」では
　屋外広告物を出せない場所や物件
が定められています。道路の置き看
板やガードレール等に付けているの
ぼり旗や看板は、条例に違反してい
るので、必ず敷地内に移動してくだ
さい。
　安全で、良好な街並みや景観を形
成するために、屋外広告物を設置す
るときは、取り付け前に、必ず許可
を受けてください。

　屋外に広告物を設置するときは、
許可が必要です。また、屋外広告物
が道路に突き出た場合は、道路占用
許可も必要となります。
｢屋外広告物｣とは
　（1）常時または一定の期間継続し
（2）屋外で（3）公衆に表示されるもの
であって（4）看板、立看板、はり紙
およびはり札ならびに広告塔、広告
板、建物その他工作物等に掲出さ
れ、または表示されたものならびに
これらに類するものをいいます（屋
外広告物法第2条第1項）。
　屋外広告物というと商業広告がす
ぐに頭に思い浮かびますが、具体的
なイメージや観念を表しているもの
は、（1）～（4）の全ての要件を満たし
ているものとなります。営利的なも
のはもちろん、絵・商標・シンボル
マーク等も、その表示する内容にか
かわらず、歩行者等不特定多数の目
に触れるものは、全て屋外広告物と
なります。
　看板を出す際の基準等は、｢東京
都屋外広告物条例｣で細かく定めら
れています。特に、設置高が低い看
板や、道路に大きく突出した看板

公衆浴場児童無料開放デー（菖
蒲湯）
対区内在住の小学生以下の子ども
と、子ども1人につき同伴の保護
者2人まで
時5月5日（土・祝）
所

浴場名 ところ 時間
アクアガー
デン三越湯

白金
5－12－16

午後3時30分～
10時

麻布黒美水
温泉　竹の湯

南麻布
1－15－12

午後3時30分～
11時30分

南青山
清水湯

南青山
3－12－3

正午～
午後11時

ふれあいの
湯

芝
2－2－18 午後2時～11時

申当日直接浴場へ。区民であるこ
とが分かるものをお持ちいただ
き、各浴場フロントで確認を受け

てください。※マナーを守って気
持ち良くご利用ください。他の利
用者の迷惑となる行為があった場
合、入浴をお断りすることがあり
ます。
問保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381
各浴場� ☎欄外参照

ぜん息児サマー・スクール
対区内在住・在学の小学2～6年生
のぜん息がある児童
時7月27日（金）～30日（月）※3泊4
日
所文化北竜館（長野県飯山市）
人25人（初めての人優先で抽選）
申電話で、5月18日（金）までに、
保健予防課公害補償担当へ。
� ☎6400－0082

◆各総合支所まちづくり課まちづくり係◆　芝地区☎3578－3104　麻布地区☎5114－8815　赤坂地区☎5413－7038　高輪地区☎5421－7664　芝浦港南地区☎6400－0017
◆各浴場◆　アクアガーデン三越湯☎3441－9576　麻布黒美水温泉 竹の湯☎3453－1446　南青山 清水湯☎3401－4404　ふれあいの湯☎5442－2639

保育園名 住所 電話番号 実施時期 日時

芝地区
芝保育園 芝5－18－1－101 3455－5039

5月～平成31年2月
月1～2回（水）　午前10時～11時

芝公園保育園 芝公園2－7－3 3438－0595 月1回（火）　午前10時～11時
神明保育園 浜松町1－6－7　プラザ神明1～3階 5733－6822 月2回（水）　午前9時30分～11時

麻布地区

本村保育園 南麻布4－6－7 3444－5087

5月～平成31年2月

月2回程度　午前10時～11時20分
（麻布子ども中高生プラザとの共催）

南麻布保育園 南麻布4－2－29－101 3442－5907 月1～2回　午前10時～11時30分
西麻布保育園 西麻布2ー13－3 3407－5031 月1回　午前9時30分～11時
麻布保育園 六本木5－16－46 3583－0648 月2回程度　午前10時～11時

飯倉保育園 東麻布1－21－2 3583－5805 4月～平成31年3月 月2～3回程度（月・金）　午前11時～11時45分
（学童クラブ（いくらんであそぼう）との共催）

東麻布保育園 東麻布2－1－1 3584－3811 5月～平成31年2月 月1回程度　午前10時～11時

赤坂地区
赤坂保育園 赤坂5－5－26－101 3583－5107 5月～平成31年2月 月1～2回　午前10時～11時30分
南青山保育園 南青山1－3－15 3401－5047

5月～平成31年1月
月1回程度　午前9時30分～11時

青山保育園 北青山3－4－14－101 3401－1723 月1回程度　午前10時～11時15分

高輪地区
高輪保育園 高輪3－18－15 3449－5047

5月～平成31年2月
月1～2回（火）　午前9時30分～11時

伊皿子坂保育園 三田4－19－30 3444－5404 月1～2回　午前10時～11時30分
白金保育園 白金3－10－12 3441－5022 4月～平成31年3月 月2～3回程度（水）　午前9時30分～11時30分

芝浦港南地区

こうなん保育園 港南4－2－3－101 3450－5004
5月～平成31年2月

月1回（月）　午前10時～11時30分
台場保育園 台場1－5－1 5500－5097 月1回　午前10時～11時30分

芝浦アイランドこども園 芝浦4－20－1 5443－7337 5月～平成31年3月 月1回　午前10時～11時
たかはま保育園 港南4－3－7 5781－0255 5月～平成31年2月 月1回（木）　午前10時～11時30分
しばうら保育園 芝浦3－1－16 5232－1130 5月～平成31年3月 月1回　午前10時～11時

　区立保育園では、親子で安全に遊
べる場として「保育園であそぼう」を

実施しています。
　内容は各園で異なりますが、行事
の参加や給食の試食会を行う園もあ
ります。育児に関するご相談もお受
けしますので、お気軽にご利用くだ
さい。
対象
　保育園に入園していない未就学児
と保護者
実施園等
　表のとおり。

土木管理課監察指導係（平成30
年6月まで）� ☎3578－2353～6
各総合支所まちづくり課まちづ
くり係（平成30年7月以降）
� ☎欄外参照

 のご案内

実施予定一覧表

※詳しくは、各園へお問い合わせください。

保育園
であそぼう

助成金の額
　40万円を上限として、区で定めた
標準工事費単価から算定した額を助
成します。
※�設置する雨水浸透施設は区で定め
た構造に準拠する必要がありま
す。

※�一般的な雨水ますを浸透ますに取
り替える場合等も対象となりま
す。

※�助成にあたっては、工事を始める
前に申請等の手続きが必要となり
ます。

　詳しくは、港区ホームページをご
覧いただくか、お問い合わせくださ
い。

　区では、雨水浸透施設（浸透ま
す、浸透トレンチ）の設置に対し
て、工事費の助成を行っていますの
で、ご活用ください。
事業の目的
　近年、短時間で大量の雨が局地的
に降る集中豪雨による都市型水害が
頻発するとともに、湧水量の減少が
懸念されています。そのため、雨水
の地下浸透を促進することで、水害
による被害の減少と湧水の保全を図
ります。
助成対象
　個人が所有する住宅等に設置する
雨水浸透施設の工事費（ただし、敷
地面積500平方メートル以上の新築
に設置する場合は除く）
※�住宅等には、戸建住宅、アパート
等の集合住宅、事務所・店舗等と
の兼用住宅が含まれます。

土木課土木計画係
� ☎3578－2243

雨水浸透施設設置に対する助成について屋外広告物(看板)は、許可を受けて設置してください屋外広告物(看板)は、許可を受けて設置してください

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。

（2人まで）、申込者全員の住所・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
「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。
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
産業振興課観光政策担当
� ☎3578－2552

世界赤十字デー記念イベント
　5月8日は、赤十字の創始者アン
リー・デュナンの生誕日を記念した
「世界赤十字デー」です。　
　港区赤十字奉仕団主催でバザー・
パネル展示等の記念イベントを開催
します。
時バザー：5月8日（火）午前10時～午
後3時、パネル展示：5月8日（火）～
16日（水）
所区役所1階ロビー
問保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381

平成30年度総合水防訓練
　台風や大雨に備えるため、区内四
消防署および各消防団等と区が合同
で水防工法等の操作訓練を行いま
す。
　訓練は見学することができます。
対どなたでも
時5月19日（土）午前9時30分～11時30
分
所六本木中学校
申当日直接会場へ。
問土木課事業推進係� ☎3578－2313

時5月12日（土）午後1時30分～3時
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941

映画音楽コンサート25
　ピアノとフルートの音色を生演奏
でお楽しみください。
対どなたでも
時5月19日（土）午後1時30分～2時30
分
所虎ノ門いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941

植木市（グリ－ンフェスタ）
　苗木・草花・肥料等の販売と、記
念品配布・緑の相談および青空園芸
教室・竹細工教室・グリーンウオッ
チング（自然観察会）を開催します。
対どなたでも
時5月26日（土）午前10時～午後3時30
分※小雨決行・荒天中止
所有栖川宮記念公園
申当日直接会場へ。
問麻布地区総合支所まちづくり課ま
ちづくり係� ☎5114－8815

明治の宮廷外交と遺構をたどる
まち歩き
対小学生以上で全行程歩ける人
時5月19日（土）午前9時～11時
コース　明治記念館集合（内部・庭
園見学）～葬

そう

場
じょう

殿
で ん

趾
し

～聖徳記念絵画
館（入館しません）
人20人（抽選）※同伴者は1人まで
申次のいずれかの方法で、5月10日
（木・必着）までにお申し込みくださ
い。5月15日（火）までに申込者全員
に当落通知を発送します。（1）往復
はがきに、コース名、申し込み人数

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

5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

5月26日（土）
午後1時30分～4時30分

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

5月3日（木・祝） グリーン薬局 六本木7－15－14　塩業ビル
地下1階 3497－0848

5月4日（金・祝） 子安薬局 六本木7－14－7 3401－8667

5月5日（土・祝） 薬樹薬局六本木泉ガー
デン

六本木1－6－1泉ガーデンタ
ワー4階 3568－3370

5月6日（日） オバタ薬局 麻布十番1－7－11 3401－8717

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

５
月
３
日（
木・祝
）

カピバラあかちゃんこどもクリ
ニック（小） 白金1－26－4　アイム白金高輪1階A 6277－3008

赤坂見附　前田病院（内・外） 元赤坂1－1－5 3408－1136
野﨑歯科医院（歯） 東麻布2－20－5 3583－1376

★南赤坂クリニック（内） 赤坂1－11－36
レジデンスバイカウンテス420 5561－9258

５
月
４
日（
金・祝
）

西麻布クリニック（内） 西麻布3－20－6　杉友ビル1階 3403－6696
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 3588－1111
牧野歯科医院（歯） 芝大門2－5－1　アルテビル芝大門1階 3578－9700
山下歯科医院（歯） 北青山3－5－17 3408－3317
★白金坂の上診療所（内・小） 白金台4－7－8　ストーリア白金2階 3447－3232

５
月
５
日（
土・祝
）

六本木北浜診療所（内・小） 六本木6－1－20　六本木電気ビル2階 3402－0792
国際医療福祉大学三田病院
（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

南青山添野歯科医院（歯） 南青山5－16－3－302 6450－5788
★川島医院（内） 虎ノ門1－8－14　三昭ビル3階 3519－6651

５
月
６
日（
日
）

ニュー新橋クリニック（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル4階 3580－6775
古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
日比谷通りデンタルクリニック
（歯） 西新橋2－8－4　寺尾ビル1階 3591－4090

児玉歯科医院（歯） 赤坂6－4－20 3583－7883
★麻布光輝クリニック（内・小） 西麻布3－3－2 6240－2912
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

障害者のための料理教室「簡単か
わいいお寿司作り」
対18歳以上で身体障害者手帳、愛の
手帳、精神障害者保健福祉手帳のい
ずれかを所持、難病により障害支援
区分認定を受けた区民
時5月30日（水）午前10時30分～午後0
時30分
所障害保健福祉センター
人8人（抽選）
費用　500円程度（食材費）
申電話またはファックスで、5月16
日（水）までに、障害保健福祉セン
ターへ。申し込みの際、身体状況の
確認をすることがあります。手話通
訳・介護者が必要な人は、ご相談く
ださい。また、一般の交通機関の利
用が困難な人は、巡回送迎バスを利
用できます。
� ☎5439－2511　FAX5439－2514

胃・大腸がん検診（予約制）
対35歳以上の区民
時6月1日（金）～29日（金）午前8時30
分～9時30分受け付け
所こころとからだの元氣プラザ（千
代田区飯田橋3－6－5）
人20人（申込順）
申電話で、健康推進課健康づくり係
（午前9時～午後5時受け付け）へ。
� ☎6400－0083

昭和歌謡コンサート
　あなたの青春を彩った昭和歌謡を
一緒に歌いましょう。
対どなたでも

東京消防庁麻布消防署�☎3470－0119

あきる野環境学習（農業体験）
　春と秋の年2回、農作業を体験し
ます。今回は、ジャガイモの収穫、
サツマイモの植え付け等を体験し、
植え付けたサツマイモを秋に収穫し
ます。
対3歳以上の区民で両日参加できる
人
時6月3日、11月18日（日・全２回）い
ずれも午前8時30分～午後5時30分頃
※午前8時15分に区役所1階ロビー集
合、往復バスで移動
所あきる野市戸倉の畑
人40人（抽選）
費用　大人（中学生以上）：2000円、
小学生：1000円※未就学児は無料
申電話またはファックスで、5月22
日（火）までに、（株）タビックスジ
ャパン八重洲支店（土・日曜、祝
日を除く午前9時30分～午後6時受け
付け）へ。
� ☎3275－3200　FAX3275－0880
　その他、（株）タビックスジャパン
特設ページ
http://www.tabix.co.jp/akiruno/
からも申し込めます。※「タビック
ス　あきる野環境学習」で検索でき
ます。
問環境課地球環境係� ☎3578－2497

私らしく生涯輝くための女性の
キャリアアップ講座
対区内在住・在勤・在学、または
テーマに関心がある女性
時5月17・24日（木・全2回）いずれも
午後6時30分～8時30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、4人程度。5月2日（水）まで
に、申し込み時にお申し出くださ

区長室広報係　☎3578－2038
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して仲間づくりを行う中で、社会参
加や自立する力を高めるための事業
の支援者を募集します。
募集職種　（1）看護師（2）ボランティ
ア
対（1）看護師資格を有する人（2）18歳
以上の人
時5月26日（土）～3月（土・日曜、全
13回）※登録制。ご自身の都合に合
わせて参加できます。
所生涯学習センター、障害保健福祉
センター他
人若干名
費用　活動場所までの交通費、外出
時の食事代等は自己負担
報酬　（1）半日：1万4000円、1日：1
万7000円、宿泊行事：3万6000円
申電話で、5月1日（火）午前11時か
ら、東京YMCA南センター（月・
土・日曜、祝日を除く）へ。
� ☎3420－5361
問障害者福祉課障害者福祉係
� ☎3578－2383

　平成29年度に港区地区に寄せられ
た活動資金の金額は、409万6369円
でした。ご協力ありがとうございま
した。
問日本赤十字社東京都支部
� ☎5273－6742
保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381
各総合支所協働推進課協働推進係
� ☎欄外参照

放置自転車リサイクル
時5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

神明いきいきプラザ臨時休館
　施設の設備点検のため臨時休館し
ます。
時6月3日（日）
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500
芝地区総合支所管理課施設運営担当
� ☎3578－3135

本村小学校屋内プールの休止
　給排水設備の改修工事のため、次
の期間、本村小学校屋内プール開放
を休止します。
時7月2日（月）～8月31日（金）※工事
の進捗状況により、休止期間が変更
になる可能性があります。
問生涯学習スポーツ振興課スポーツ
振興係� ☎3578－2747

いちょう学級の看護師・ボラン
ティア
　知的障害者がさまざまな活動を通

時5月26日（土）午前10時30分～正
午、午後1時～2時30分、6月1日（金）
午前10時30分～正午、午後1時～2時
30分、6月2日（土）午前10時30分～正
午（3日間、全5回）
所みなと図書館
人30人（抽選）※当選者には、5月23
日（水）までに、電話で連絡します。
申電話で、5月2日（水）～18日（金）
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。
� ☎5472－3710
担図書文化財課学校支援担当

商店街の小売業等の店舗の改装
費用を助成します
　小売業・飲食業等が、店舗を改装
する際、費用の一部を区が助成しま
す。アドバイザーを派遣して、改装
計画づくりのお手伝いもします。
対小売業・飲食業・一部サービス業
で、区内に店舗を有する区内商店会
加盟または加盟見込みの中小企業者
（個人事業も含みます）
内看板、入口等の外観に関わる改装
等に係る経費の助成
補助金額　補助対象経費の2分の1
（上限50万円）
人5店舗（抽選）
申申込用紙に必要事項を明記の上、
直接、5月25日（金）までに、産業振
興課産業振興係（区役所3階）へ。詳
しくは、産業振興課ホームページ
http：//www.minato-ala.net
をご覧ください。
問産業振興課産業振興係
� ☎3578－2556

5月は「赤十字運動月間」です
　期間中は、皆さんのご自宅に赤十
字協賛委員（町会や自治会の役員）や
赤十字奉仕団等が、活動資金のご協
力のお願いに伺います。
　皆さんから寄せられた活動資金
は、地震や台風等の大規模災害発生
時に、被災地の緊急支援や医療救護
等の他、年間を通じて、さまざまな
赤十字の人道支援活動に使われま
す。

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。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149
担総務課人権・男女平等参画係

平成30年度（1）第1回港区男女平
等参画推進会議（2）第2回港区男
女平等参画推進会議
時（1）5月16日（水）（2）5月23日（水）い
ずれも午前10時～正午
所区役所5階会議室
申傍聴を希望する人または保育（4カ
月～就学前、3人程度）を希望する人
は、電話で、（1）5月9日（水）まで
に、（2）5月16日（水）までに、総務課
人権・男女平等参画係へ。
� ☎3578－2025

講演会｢水を活かしたまちづくり
－郡上八幡の取り組みー｣
対どなたでも
時5月12日（土）午後2時～3時30分（開
場午後1時30分）
所赤坂図書館
人30人（申込順）
申電話または直接、赤坂図書館へ。
� ☎3408－5090

大人の趣味講座「鉄道模型への招
待」
対中学生以上どなたでも
時5月26日（土）午後2時～4時
所高輪図書館
人18人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※5月14日（月）・17日（木）は休館
� ☎5421－7617

絵本読み聞かせ講座（港区立図書
館児童サービスボランティア養
成講座）
対絵本の読み聞かせに興味がある区
民（全5回を受講した人は、港区立図
書館児童サービスボランティアに登
録することができます）

（2）車道は左側を通行
　自転車レーンや路側帯があって
も右側通行は禁止です。

（3）歩道は歩行者優先で、車道寄
りを徐行
　歩道上では、車道寄りの部分を
ゆっくり走り、歩行者が多い場合
は一旦、自転車を降りましょう。

（4）安全ルールを守る
　飲酒運転、信号無視、交差点の
一時不停止、二人乗り、二台以上
での並進走行、運転中のスマート

フォンやヘッドホン等の使用、傘
差し運転、ブレーキのない自転車
の運転は禁止です。

（5）子どもはヘルメットを着用
　保護者は安全のため、お子さん
に必ずヘルメットを着用させま
しょう。
自転車ナビマーク・ナビラインと
は
　道路の左側に表示している「自
転車ナビマーク・自転車ナビライ
ン」は専用通行帯としての交通規

　自転車は車やバイクと同じ「車
両」です。交通ルールやマナーを
守って、安全・快適に自転車を利
用しましょう。
自転車安全利用五則「知っていま
すか？自転車のルール」

（1）自転車は、車道が原則、歩道
は例外
　13歳未満の子どもや70歳以上の
高齢者等以外は、標識がある場合
や車道の通行が危険な場合等の他
は歩道を通れません。

制ではありませんが、自転車の通
行・進行方法を明示する法定外の
道路標示です。自転車はそれぞれ
のマークの矢印の方向に進行して
ください。
自転車利用者の皆さんへ
　「自転車ナビマーク・自転車ナ
ビライン」には「自転車優先」等の
意味はありません。設置している
道路でも、自動車や歩行者に十分
注意してください。
ドライバーの皆さんへ
　車道通行をしている自転車、特
に交差点における左折時の自転車
の巻き込み事故に十分注意して運
転してください。

地域交通課地域交通係
� ☎3578－2349

自転車安全利用
TOKYOキャンペーン

情報アンテナ
■羽田空港見学会の開催（募集）
　国は、羽田空港機能強化の一環として新
飛行経路の運航を検討しています。情報提
供の一環として、地域住民の皆さんに羽田
空港の現状についてご覧いただける住民見
学会が開催されます。詳しくは国土交通省
ホームページ
http：//www.cab.mlit.go.jp/tcab/
post_234.html
をご覧ください。
問い合わせ　国土交通省東京空港事務所環
境・地域振興課� ☎5757－3021
■第74回健康セミナー「皮膚科における抗
体医薬品の現在～乾癬、アトピー性皮膚
炎、慢性蕁麻疹～」
対象　どなたでも　とき　5月26日（土）午
後2時～3時30分（午後1時開場）　ところ
国際医療福祉大学三田病院（三田1－4－3）
定員　200人（申込順）　申し込み　電話ま
たはホームページ
http://mita.iuhw.ac.jp/
から、国際医療福祉大学三田病院総務企画
課へ。� ☎3451－8123

◆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

5月1日（火）
� ～31日（木）
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　区では、災害時に外国
人に正確な情報を提供す
るとともに、意思疎通が
スムーズに行えるよう、
国際防災ボランティアの
登録制度を実施していま
す。災害時に、ボラン
ティアが多言語でコミュ
ニケーションの橋渡しを
することで、外国人の言
葉の不安を軽減し、安
全・安心を確保します。
募集要件
　次の全てに当てはまる人（区外
在住者も可）
（1）外国語と日本語の通訳・翻訳
ができる。
（2）研修に参加できる（研修は日本
語で行います）。
（3）連絡手段としてEメールが使
える。
（4）災害時にボランティア活動が
できる十分な心構えと体力がある。
活動内容
災害発生時
　区内の避難所等での対応および
通訳、災害情報の翻訳等
平常時
　防災訓練等地域活動やイベント
での通訳等
研修の実施  
　毎年1回、「防災・ボランティア
の基礎知識」「通訳・コミュニケー

ちぃばす編
6第 回

高輪ルート
品川駅高輪口～高輪警察署前～高輪二丁目～魚籃坂下

　5月のみなとく散歩は、ちぃばす「高輪ルート」に乗車します。品川駅港南口から
高輪地区総合支所前、浅草線三田駅前を経由して品川駅に戻る周回路線で、今回は
品川駅の高輪口から乗車して高輪警察署前、魚籃坂下付近を散策します。

「高輪警察署前」停留所に降り立つと目を引くのが、
東京消防庁二本榎出張所（旧高輪消防署）。1933年
（昭和8年）にドイツ表現派の設計で建てられたもの
で、東京都選定の歴史的建造物。昭和20～30年代に
活躍した国産の消防ポンプ車も展示されています。
　この二本榎出張所を中心に延びる商店街「メリー
ロード高輪」を歩くと、パンを焼く香ばしい匂いが
漂い、豆腐店や和菓子店も軒を連ねます。友達と楽

しそうに話しながら下校するランドセル姿の子どもたちとも行き交いました。
　ここから少し北へ向かうと、「高輪二丁目」停留所。
このあたりは忠臣蔵ゆかりの地で、赤穂義士の身柄を
預かった肥後熊本藩細川家の下屋敷がありました。
「大石良雄等自刃ノ跡」の石碑から都営アパート群を抜
けた先にあるのが、「大石良雄外十六人忠烈の跡」。大
石内蔵助良雄ら17人が切腹した現場で、塀に囲まれて
屋敷の一部が残っています。

　伊皿子の交差点を左折し、「魚籃坂下」停留所へ。そ
の近くに「高松くすのき公園」が広がっています。大き
なクスノキが立つ園内には、鉄棒やブランコ、丸太の
他に、足ツボマッサージや背伸ばしベンチといった健
康遊具もあります。さまざまな世代の方に楽しんでい
ただくことができます。
　この他にも高輪ルートには、散策スポットがたくさ

んあります。のんびり巡ってみてはいかがでしょうか。

次回は、暖かい日差しの下、虎ノ門、新橋付近を巡ります。

平成30年度港区
国際防災ボランティアを募集します

地域振興課国際化推進係
�☎3578－2565　FAX3438－8252

申し込み・問い合わせ

ション技術」「やさしい日本語」等
の研修に参加し、ボランティアの
スキルを身に付けます。
ボランティア保険の加入
　全員がボランティア保険に加入
します。費用は区が負担します。
申し込み方法
　登録申込書に必要事項を明記
し、ご自身の写真を添えて、郵送
または直接、〒105－8511港区役
所地域振興課国際化推進係（区役
所3階）へ。
※�登録申込書は、港区ホームペー
ジからダウンロードできます。

※�郵送の場合、記載内容について
問い合わせをする場合がありま
す。記載内容を確認後、手続き
完了をお知らせします。

第38回エコライフ・フェアMINATO2018を開催します

○古着・布団・廃食用油・小型家電・不用園
芸土の資源回収について
みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係
� ☎3450－8025
○エコライフ・フェアMINATO2018全般につ
いて
環境課地球環境係� ☎3578－2498

実施時間　午前11時30分～午後1時30分※各回20
分程度
申し込み
　電話で、5月2日（水）～11日（金）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。� ☎5472－3710
※当選者には、後日通知を郵送します。

平成29年のステージの様子

ワークショップの様子

バザーの様子

燃料電池自動車

研修の様子

高輪消防署二本榎出張所

大石良雄外十六人忠烈の跡

高松くすのき公園

　エコライフ・フェアMINATOは、展示やス
テージイベント、ワークショップ等を通して環境
について考える催しです。
　年齢を問わず、誰もがさまざまな環境問題につ
いて楽しく学べます。皆さんのご来場をお待ちし
ています。
とき
　5月19日（土）午前10時～午後3時※小雨決行
ところ
　有栖川宮記念公園
さかなクントークショー「ギョギョッとびっくり！
海の環境とお魚のおはなし」
とき　午後2時～2時40分
緑のカーテン用苗の無料
配布
整理券の配布　午前9時30分
～午後1時30分
苗の引き渡し　午前10時15
分～午後2時
※整理券、苗ともになくな
り次第終了

古着・布団・廃食用油・小型家電・
不用園芸土の資源回収
受付時間　午前10時15分～正午
古着　洗濯し、中身の見える袋に入れてください。
小型家電　30センチメートル未満の製品に限りま
す。
廃食用油　ふたの閉まる容器に入れてください。
不用園芸土　ビニール袋に入れてください。
エコクイズラリー
　ブースを回ってクイズに答えて、景品をもらお
う。
みなと環境アプリをダウンロードして
景品をもらおう
　当日に、本部テントでみなと環境アプリをダウ
ンロードした人（先着100人）に間伐材の景品を差
し上げます。
その他のイベント
・リサイクル自転車販売
　※午前10時15分開始、先着10台
・自転車無料簡易点検
・リサイクルバザー
　※午前10時15分開始
・クリーンエネルギー自動車の展示等

【事前申し込みイベント】
燃料電池自動車試乗会（後部座席に乗車）

対象　小学生以上かつ
身長140センチメート
ル以上の区民
定員　6組（抽選）※1組
最大3人までさかなクン




