
6月23・24日（土・日）
みなとパーク芝浦フェスティバル

つなぐ“みなとパーク芝浦”サブアリーナ棟
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リーブラホール
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障害者スポーツ普及イベント

・�パラリンピック競技種目の体験会
・パネル展示　・ステージイベント

港区スポーツセンター

6月23日（土）

・タブレットで脳のトレーニング
・けん玉にチャレンジ　等

介護予防総合センター

ラクっちゃ
チャレンジパーク

6月24日（日）

6月23･24日（土･日）

つなぐ“みなとパーク芝浦”

みなとパーク芝浦を利用しているさまざまな世代が交流し、地
域を盛り上げることのできるイベントを、みなとパーク芝浦の
各施設が連携して開催します。詳しくは、4面をご覧ください。

介護予防総合センター 男女平等参画センター

港区スポーツセンターアリーナ港区スポーツセンター
サブアリーナ

消費者センター

芝浦区民協働スペース芝浦港南地区総合支所

芝浦公園みなとパーク芝浦

・移動動物園　・運河クルーズ　・子育て相談会
・発見ドクターイエロー

芝浦港南地区総合支所
芝浦港南地区KIDSフェスタ

・�安全安心な消費生活を送るために役立つ
展示・発表やさまざまなイベントを用意
しています。

消費者センター
第46回港区消費生活展

6月23・24日（土・日）

悪質商法被害防止キャンペーン
キャラクター「カモかも」（左）、
「サギだもん」（右）

・�白河桃子さん講演会「全世代に贈る、多様な時代
の生き方・働き方・暮らし方」

男女平等参画センター

男女平等参画フェスタinリーブラ2018
 “私”がひらく現在・未来

6月23・24日（土・日）

ちぃばす
「みなとパーク芝浦」

ちぃばす
「みなとパーク芝浦」

ちぃばすちぃばす
「芝浦一丁目」「芝浦一丁目」

旧海岸通り

田町駅東口

東京工業大学附属
科学技術高等学校

愛育病院

芝浦公園
しばうら
保育園

子育てひろば
あっぴぃ芝浦

芝浦工業大学
芝浦キャンパス
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う連絡網を整備しました。
②各種の職員研修に危機管理のカリ
キュラムを追加した他、職員がエレ
ベーター保守会社の施設で実機の構
造を確認しながら、仕組みを学ぶ研
修を行っています。さらに、エレ
ベーター事故の風化防止のため、事
故後に採用した職員を対象に事故原
因や区の対応等について研修を行っ
ています。

区民の皆さんへ
(マンションエレベーター安全装
置等設置助成制度について)

　港区安全の日は、区民の皆さんに
もエレベーター等の施設、設備の安
全について考えていただく日です。
　普段は、意識することなく利用し
ている施設でも、小さな損傷や不具
合が思わぬ大きな事故につながるか
もしれません。自分の身の回りを
「安全」の視点で確認し、気づいたこ
とがあった時は、修繕を行ったり、
施設の管理者に伝えたりする等の対
応をお願いします。
　なお、区では、民間を含めたエレ
ベーターでの事故を防止するため、
区内の民間マンションのエレベー
ターに戸開走行保護装置等の安全装
置等を設置する費用の一部を助成す
る制度を設けています。
助成制度の問い合わせ
建築課建築設備担当

☎3578－2300・1

「6.3安全な社会づくりを目指して～
港区安全の日制定記念～」開催の
お知らせ

　エレベーター事故を風化させず、
今後の安全対策等に生かしていくた
めの講演会を開催します。これは、
ご遺族とその支援者からなる赤とん
ぼの会と港区が共催するものです。
皆さんの参加をお待ちしておりま

も安全・安心の確保を推進していき
ます。
　区民の皆さんも、毎年6月3日を身
近な施設や設備の安全について考え
ていただく機会とされるようお願い
します。

エレベーター等の安全対策につ
いての区の取り組み

（1）戸開走行保護装置設置について
の取り組み
　区は平成25年度から、戸開走行保
護装置（※）が未設置の区有施設エレ
ベーターについて、計画的に装置の
設置を進めています。対象となって
いる103台のうち、平成29年度末現
在で90台について戸開走行保護装置
の設置を完了しています。
※戸開走行保護装置とは、エレベー
ターの扉が開いたまま動く戸開走行
事故を防ぐため、二重ブレーキやか
ごの移動を感知する仕組みを備えた
装置です。建築基準法施行令の一部
改正により、平成21年9月28日以
降、新たに設置されるエレベーター
には戸開走行保護装置の設置が義務
付けられています。
（2）区有施設の安全対策の強化
　全ての区有施設では、毎年4～5月
に、施設管理を担当する職員が定め
られた点検項目に沿って、区有施設
安全総点検を行っています。平成29
年度には、566施設について点検を
行い、1267カ所の不具合を発見し、
修繕等の対応を行いました。また、
事故発生時の施設職員の対応力向上
や情報連絡体制の確認を目的とし
て、平成29年度からは、エレベー
ター閉じ込め事故発生を想定した通
報、救助訓練を行っています。
（3）庁内の緊急連絡体制の整備と職
員研修による取り組み
①全庁的な緊急時連絡網の点検を
行った他、夜間・休日を含め24時間
体制で幹部職員に情報伝達されるよ

港区安全の日について 　

　平成18年6月3日、区立住宅シティ
ハイツ竹芝で、エレベーターの扉が
開いたまま上昇するという不具合に
よる事故が発生し、同住宅に居住す
る当時16歳の高校生が亡くなりまし
た。
　区は、この重大事故を受けて、港
区シティハイツ竹芝事故調査委員会
を設置し、事故原因の究明を行うと
ともに、エレベーターをはじめとし
た区有施設の安全対策の強化に取り
組んできました。また、ご遺族が区
やエレベーター事業者を相手として
起こされていた民事訴訟について
は、平成29年11月24日に和解が成立
しました。
　区は、事故が発生した6月3日を、
シティハイツ竹芝エレベーター事故
を風化させることなく、区民全体が
エレベーター等の安全対策について
考える日としていくとするご遺族と
の約束を踏まえるとともに、安全・
安心を最優先していくという区の姿
勢が今後も変わらないことを示すた
め、6月3日を港区安全の日とするこ
ととしました。
港区安全の日の目的

1　エレベーター事故を、風化
させないように区民及び区職員
がエレベーターをはじめ広く安
全について考える機会としま
す。
2　港区安全の日を定めること
で、安全に対する区の姿勢が今
後も不変であることを区の内外
に示します。

　区は、港区安全の日を中心とし
て、区有施設、民間施設を問わず、
エレベーター等の安全対策に主体的
に取り組むことで、二度とこうした
事故が起きることがないよう、今後

施設案内を郵送します。
空き室申し込み
　7月6日（金）から開始します。
対象
　区内在住・在勤者
空き室申し込み電話番号
JTBみなと予約センター（平日午前
10時30分～午後6時30分）

☎5434－7644

対象
　区の国民健康保険または後期高齢
者医療制度の加入者の代表で、部屋
を2～5人で利用する人（乳幼児によ
る人数超過はご相談ください）
※�詳しくは、国保年金課（区役所3
階）、各総合支所に置いてあるチ
ラシと専用はがき（緑色）をご覧く
ださい。
申し込み
　専用はがき（緑色）を、6月20日
（水・必着）までに郵送してくださ
い。
※�抽選後、当選者には利用承認書と

国保年金課事業係� ☎内線2637
国保年金課高齢者医療係
� ☎内線2654～9

問い合わせ

宿泊施設の概要

施設 新潟県　越後湯沢温泉
松泉閣　花月

神奈川県　湯河原温泉　
おんやど惠

部屋数 和室（定員5人）×2室 和室（定員5人）×2室

夕食 食事処 食事処

交通

【電車】上越新幹線「東京駅」から約
90分「越後湯沢駅」下車　徒歩5分

【車】関越道「湯沢I.C」から5分

※越後湯沢駅から無料送迎あり
（要事前予約）

【電車】JR東海道線、東京駅から湯河
原駅下車快速アクティー：約80分
湯河原方面行きバス「理想郷」バス
停下車1分

【車】東名高速道路（厚木）から小田
原厚木道路経由、西湘バイパス石
橋I.C経由：約70分
※湯河原駅から送迎なし

利用期間 7月20日（金）～8月28日（火）

抽選申し込み
ができる人

港区の国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が代表で、部屋
を2～5人で利用する人（乳幼児による人数超過はご相談ください）

利用料金
（1泊2食付・
税込）

　大人（12歳以上）	 1人　7020円
　小人（4～11歳）	 1人　4968円
　幼児（3歳）	 1人　1080円（寝具・食事なし）
　乳児（0～2歳）	 無料（寝具・食事なし）
※	予約取り消しは、利用当日の3日前（土・日曜、祝日を除く）からキャ
ンセル料がかかります（3日前～前日：20％、当日：50％）

※入湯税が別途必要です。

申込注意事項
専用はがき（緑色）による申し込みにより、2泊希望を受け付けます。
※	1泊の当選を基本とし、当選日の翌日に空室がある場合に限り、2泊当
選とします（申し込みのはがきは1世帯1枚しか出せません）。

表夏季保養施設一覧

国民健康保険・後期高齢者
医療制度加入者のための

夏季保養施設を
開設します

６月３日を「港区安全の日」とします

交番

駅
町
松
浜
Ｒ
Ｊ寺

上
増

ン
セ
易
貿

東京モノレール
浜松町駅

地下鉄
芝公園駅

地下鉄
大門駅

都バス
金杉橋

ちぃばす
金杉橋

金杉橋

金杉橋児童遊園

ちぃばす
金杉橋

園
公
芝

障害保健福祉センター

◦�ちぃばす芝ルート「金杉橋バス停」
徒歩3分
◦都バス「金杉橋バス停」徒歩3分
◦�JR・東京モノレール「浜松町駅」徒
歩10分
◦�地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」
徒歩7分
◦地下鉄三田線「芝公園駅」徒歩10分

す。
対象
　どなたでも
とき・ところ
　6月3日（日）障害保健福祉センター
献花　午後1時～午後7時：竹芝小記
念ホール（7階）
式典・講演　多目的体育室（6階）：
午後2時30分～5時（午後2時から受け
付け）
講演講師
前川　雄司さん（弁護士）
柳田　邦男さん（ノンフィクション
作家）
定員
　250人（会場先着順）
申し込み
　当日直接会場へ。
費用
　無料
主催
　赤とんぼの会・港区

防災課施設安全担当
☎3578－2158

問い合わせ
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定員　70人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。
HIV・性感染症検査
　感染の可能性があった機会から60
日以上経過したら検査を受けましょ
う。検査項目はHIV・梅毒・クラ
ミジア・淋菌です（申込順・要電話
予約）。
みなと保健所での検査
　原則毎月第1・3木曜に実施してい
ます。
AI（アイ）チェック
　区内在住・在勤・在学者が対象で
す。大学病院や区内21カ所の診療所
で受けられます。
※�検査はすべて匿名・無料です。
※証明書は発行できません。
※�各検査について詳しくは、港区
ホームページをご覧ください。

　エイズは、HIV感染により免疫
力が低下し発病する病気です。
　都は、平成29年に都内の保健所や
医療機関で新たにHIV感染者が367
件、エイズ患者と確認された人が97
件であったと発表しています。
　HIV感染者報告数は20～30歳代、
エイズ患者は30～40歳代に多くなっ
ています。
HIV・梅毒即日検査
　感染の可能性のあった機会から90
日以上経過したら検査を受けましょ
う。検査項目はHIV・梅毒です。
対象　16歳以上の希望する人どなた
でも
HIV・梅毒出張夜間即日検査
受付時間　6月1日（金）午後4時～7時
ところ　芝浦区民協働スペース（み
なとパーク芝浦1階）
定員　30人（会場先着順）
申し込み　当日直接会場へ。
新橋あんしん検査
受付時間　7月6日（金）午後4時～7時　
ところ　生涯学習センター

　｢みんなと安全安心メール｣は、
メールアドレスを登録すると、振
り込め詐欺やひったくり等の犯
罪、子どもや女性を対象とした声
かけ事案等の発生情報や、防犯・
防火等の安全対策に役立つ情報を
受け取れる区のサービスです。
　｢みんなと安全安心メール｣で、
安全対策を始めませんか。ぜひご
登録ください。
登録方法
　次のURLにアクセスし、画面
の指示にしたがって登録してくだ
さい。
携帯電話から
https://service.
sugumail.com/
minato/
パソコンから
https://service.sugumail.com/
minato/member/
サービス利用料
　無料（ただし通信料は自己負担）

　近年、局地的に短時間で多量の雨が降る「集中
豪雨」が増えています。区内でも過去に集中豪雨
や台風により、床上浸水等の大きな被害がありま
した。このような被害を防ぐためには、日頃から
の備えが必要です。
港区浸水ハザードマップをご活用ください
　「港区浸水ハザードマップ」には、日頃の備えや
浸水時の避難場所、関係機関の連絡先等、詳しい
情報が盛り込まれています。大雨への備えに浸水
ハザードマップをご活用ください。
※�土木課（区役所5階）および各総合支所で配布し
ている他、港区ホームページからもご覧いただ
けます。
6月は浸水対策強化月間です
　東京都下水道局では、6月を浸水対策強化月間
とし、大雨による被害を防ぐため、各種取り組み
を強化しています。なお、下水道については各問
い合わせ先へご連絡ください。
大雨が降ってきたら
（1）気象情報に注意してください
　テレビやラジオ、メールで、最新の気象情報を
確認しましょう。港区ホームページからも「水
位・雨量情報」をご覧いただけます。
　また、東京都下水道局のホームページでは、リ
アルタイムで都内の降雨状況が分かる「東京ア
メッシュ」を提供しています。「東京アメッシュ」
で検索するか、下水道局ホームページ
http://www.gesui.metro.tokyo.jp
からご覧ください。
（2）浸水を防ぐ準備をしましょう
　近所で協力して土のうを積む等、浸水防止を早
めに行いましょう。区では、いつでも自由に使用
できるように土のうを配置しています（表参照）。
　なお、都道や国道での水害等については、各問
い合わせ先へご連絡ください。
気象情報や避難情報にご注意ください
　強い降雨や台風の接近が予想される場合には、
気象庁から発表される注意報・警報にご注意くだ
さい。
　区は、災害が発生する恐れがある場合に避難情
報を発令します。区が発令する避難情報には「避

難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」、「避難
指示（緊急）」があります。避難情報の意味やとる
べき行動については、港区ホームページをご覧く
ださい。
防災情報メール・防災アプリをご活用ください
　区が発令する避難情報や、避難行動のために重
要な河川の洪水予報、土砂災害警戒情報等は、区
が配信する防災情報メールや防災アプリで確認す
ることができます。区内の雨量、古川の水位、気
象警報等も配信します。

　防災情報メールの登録、防災アプリのダウン
ロード方法は、港区ホームページをご覧いただく
か、次の二次元コードを読み込み、登録またはダ
ウンロードしてください。

○区道について
土木課事業推進係� ☎3578－2698
各総合支所まちづくり課土木担当� ☎欄外参照
（休日・夜間）区役所代表� ☎3578－2111
○都道について
東京都第一建設事務所港工区� ☎3452－1464
（休日・夜間）都道管理連絡室� ☎3343－4061
○国道について
◦国道（1号・15号）
　東京国道事務所品川出張所（休日・夜間とも）

☎3799－6315
◦国道（246号）
　東京国道事務所代々木出張所（休日・夜間とも）

☎3374－9451

○港区浸水ハザードマップについて
土木課土木計画係� ☎3578－2217
○避難情報・防災アプリ・防災情報メールについ
て
防災課防災係� ☎3578－2541
○土のう配置場所について
各総合支所まちづくり課土木担当� ☎欄外参照
○下水道について
東京都下水道局中部下水道事務所港出張所（台場
地区除く）� ☎3798－5243
東京都下水道局東部第一下水道事務所江東出張所
（台場地区）� ☎3645－9273
○水が引いた後の消毒の依頼について
生活衛生課生活衛生相談係� ☎6400－0043

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2270

メール画面例

６月１日～30日は東京都HIV検査・相談月間です

HIV検査等を受けてみませんか

地区 場所 所在地

芝
桜田公園 新橋3－16－15
塩釜公園 新橋5－19－7
南桜公園 西新橋2－10－13

麻　布

新広尾公園（小山橋） 麻布十番4－5－1
中ノ橋児童遊園 東麻布1－30－1
一の橋公園 東麻布3－9－1

南麻布一丁目児童遊園 南麻布1－7－29
古川橋児童遊園 南麻布2－15－11
古川沿緑地 南麻布3－19.20先
笄児童遊園 西麻布2－1－2

西麻布二丁目植込み地 西麻布2－24

地区 場所 所在地

赤　坂
氷川公園 赤坂6－5－4
青山公園 南青山2－21－12

北青山一丁目資材置場裏 北青山1－7－33

高　輪

白金公園 白金3－1－16
三光児童遊園 白金5－12－5

奥三光児童遊園脇 白金6－22－16
仏所護念会駐車場 白金台2－5

白金台四丁目児童遊園 白金台4－4－14
高輪公園入口 高輪3－21－1

芝浦港南
芝浦公園 芝浦1－16－25

港南緑水公園 港南4－7－47

表土のう配置場所
防災情報メール 防災アプリ

（iPhone）
防災アプリ
（Android）

集中豪雨や台風時の大雨に備えましょう集中豪雨や台風時の大雨に備えましょう

◆各総合支所まちづくり課土木担当◆　芝地区☎3578－2032　麻布地区☎5114－8803　赤坂地区☎5413－7015　高輪地区☎5422－7941　芝浦港南地区☎6400－0032

ご登録ください
みんなと安全安心メール

二次元コード
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※�空席がある場合は当日入場可
（正午から入場券を配布）
※�保育あり（4カ月～就学前、7人
程度。6月7日（木）までに、申し
込み時にお申し出ください）
※手話通訳あり
申し込み
　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。
団体企画の講座
　表1のとおり
団体の活動発表
　活動報告展示、作品展示・販
売、合唱・帯結びショー・舞踊・
各種ダンス・寸劇・お茶会・茶道
体験・軽食等
※�内容・時間・団体企画の講座の
申し込み方法等詳しくは、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。

男女平等参画センター
� ☎3456－4149

・申し込み

担当課　総務課人権・男女平等参
画係　

6月23～29日の男女共同参画週
間に合わせて、講演会と男女平等
参画センターの登録団体等による
講座・活動成果の発表・作品販
売・軽食販売等を行います。マス
コットキャラクター「りぶら」も登
場します。
対象　どなたでも
とき　6月23日（土）午前10時～午
後4時（ステージ部門は午後4時10
分まで）、6月24日（日）午前10時～
午後3時30分（ステージ部門は午後
4時まで）
ところ　男女平等参画センター
（みなとパーク芝浦1・2階）
イベント内容
白河桃子さん講演会「全世代に贈
る、多様な時代の生き方・働き
方・暮らし方」
講師
　白河桃子さん（少子化ジャーナ
リスト）
とき
　6月23日（土）午後1時～2時30分
ところ
　リーブラホール（みなとパーク
芝浦1階）
定員
　208人（申込順）

区長室広報係　☎3578－2036

　子どもから大人まで、楽しく体
験しながら介護予防を学びましょ
う。
対象
　どなたでも
とき・内容
　表3のとおり
ところ
　介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）

表3 ラクっちゃチャレンジパーク詳細
とき 内容

午前10時～10時45分
午前11時～11時45分
正午～午後0時45分
午後2時～2時45分
午後3時～3時45分

（1）コネコネせっけんにチャレンジ

（2）けん玉にチャレンジ

午前10時～午後4時

（3）地域のしゃべり場！集いの場！サロン活動の紹介
高齢者等が地域でいきいきと暮らせることをめざして自主
的に活動しているサロン活動の内容を紹介します。
協力：港区社会福祉協議会

（4）ボディペイントにチャレンジ

（5）つのつのファミリー（つのつのサイコロ＆つのつのテト
ラ）にチャレンジ
0～100歳を対象とした玩具“つのつのファミリー”であそび
ましょう。

午前11時～正午

（6）Ｌａフットキュアスペシャル
体が軽くなる、スムーズに動くコンディショニング方法を
お伝えします。
※裸足で行います。動きやすい服装でお越しください。

午後2時～4時 （7）タブレットで脳のトレーニングにチャレンジ

定員
　（1）各20人（2）各20人（6）35人程
度（いずれも会場先着順）
申し込み
　当日直接会場へ。

介護予防総合センター
� ☎3456－4157
担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

ラクっちゃチャレンジパーク

　移動動物園、運河クルーズ、子
育て相談会等、子ども向けのイベ
ントを中心とした各種イベントを
実施します（小雨決行、荒天中止）。
対象　どなたでも
とき　6月24日（日）午前10時～午
後3時

ところ　芝浦公園
申し込み　当日直接会場へ。

芝浦港南地区総合支所管理課
みなとパーク芝浦管理担当
� ☎6400－0036

芝浦港南地区ＫＩＤＳフェスタ24日6月
（日）

　パラリンピック競技種目体験会
やパネル展示等の障害者スポーツ
普及イベントを行います。
対象　どなたでも
とき　6月23日（土）午前9時～午後
5時45分
ところ　港区スポーツセンターア

リーナ、サブアリーナ（みなと
パーク芝浦内）
申し込み　当日直接会場へ。

生涯学習スポーツ振興課スポーツ
振興係� ☎3578－2753

障害者スポーツ普及イベント障害者スポーツ普及イベント23日6月
（土）

表1 団体企画の講座
とき 講座 定員(申込順)

6月23日（土）

午前10時30分～
午後0時30分

モラルハラスメントで嫌な思いをし
た事ありませんか？ 20人

午後1時～
3時15分

シニア女性・終活に向けての片づけ
術！ 30人

午後4時～
6時55分

クールシニア異文化交流サロン（タ
イの大学生とオンライン日本語レッ
スン先生体験）

30人
（各回6人）

6月24日（日）

午前10時30分～
午後0時30分

いまどきの共働き世代の“ワーク・妊
婦・バランス”を考える 30人

午後1時20分～
3時40分

フランスから気仙沼へ～北限のあい
栽培にチャレンジする女性の生き方
～

30人

6月23･24日（土･日）

つなぐ“みなとパーク芝浦”
　消費生活展は、年に1度の消費
者（区民）の祭典です。日常生活の
さまざまな問題を調査・研究した
成果を発表します。
　また、楽しく生活に役立つイベ
ントを用意しています。
　悪質商法被害防止キャンペーン
キャラクター「カモかも」「サギだ
もん」「相談インコ」も登場します。
対象　どなたでも

とき　6月23日（土）午前10時～午
後4時、6月24日（日）午前10時～午
後3時30分
ところ　消費者センター（みなと
パーク芝浦2階）
イベント内容
　表2のとおり

消費者センター� ☎3456－4159

第46回
港区消費生活展

表2 消費生活展
主催者 内容

消費者団体 活動発表＆販売

消費者団体
フード・ドライブ
※家で眠っている、賞味期限が2カ月以上ある
食品をお持ちください。

消費者団体 悪質商法コント
午前11時30分～11時40分

港区消費者問題推進委員

家庭における身近なキケン！
午前10時30分～正午、午後1時30分～3時30分
重曹活用術「暮らしの中に重曹を活かそう！」

（1）午前11時～正午（2）午後1時30分～2時30分
※当日分（1）（2）の整理券を、実習室前で午前
10時15分から配布します（定員各回18人）

つくば市 新鮮物産販売
港区リサイクル事業協同組合 ゴミの分別
みなと障がい者福祉事業団 美

お い

味しいパン等の販売
みなと工房 小物販売
芝浦工業大学 ロボット操作体験「すきなロボットであそぼう」
森永乳業(株） 環境対策等に関する展示
関東電気保安協会東京南事業本部 電気を正しく安全に
東京ガスライフバル港 知って安心、ガスのある暮らし
川柳クイズに挑戦！「めざせ！消費生活の達人」
午前10時30分～正午、午後1時30分～3時30分
※6月23日（土）のみ
バルーンアートショー
午前11時～11時20分頃、午後1時～1時20分頃
※プレゼントの当たるクイズがあります（数に限りがあります）
※6月23日（土）のみ

23・24日
6月

（土・日）

23・24日
6月

（土・日）

男女平等参画フェスタ
inリーブラ2018
“私”がひらく現在・未来

24日6月
（日）

講
師
　
白
河
桃
子
さ
ん
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　都は全国に比べ、晩婚化や未婚化
が進んでおり、中でも港区は、平均初
婚年齢が23区で最も高い状況です。
　そこで、結婚や異性との出会いを
求める若者を対象に、港区ならでは
の婚活イベントを開催します。
　港区ですてきな出会いを見つけて
みませんか。
実施内容
　｢婚活への心構え｣｢婚活イベント
必勝法｣等を学ぶ事前セミナーと、
区ならではの出会いの機会を提供す
る交流イベントを合わせて、平成30
年度中に3回実施します。
対象
　区内在住・在勤・在学の20～35歳

の独身者
定員
　各回男女各20人（区内在住者優先
で抽選）
※�参加者の男女比を考慮し、参加人
数を調整する場合があります。
第1回「謎解きコン」参加者募集
とき
　7月29日（日）
（1）事前セミナー：午後1時30分～3
時30分
（2）交流イベント：午後3時30分～7
時30分
ところ
（1）新橋区民協働スペース（きらきら
プラザ新橋内）

（2）旧新橋停車場、汐留ビヤホール
※�事前セミナーおよび交流イベント
いずれか一方のみの参加はできま
せん。
※�荒天の場合等、実施が延期または
中止となる場合があります。
プログラム
　男女一緒にセミナーに参加した後、
旧新橋停車場に徒歩で移動。グルー
プに分かれて謎解きゲームを楽しみ
ます。その後、汐留のビヤホールで食
事を楽しみながら、交流を深めます。
費用
　5000円
申し込み
　参加申込書を作成の上、ファック

スで、7月17日（火・必着）までに、
出会い応援プロジェクト事務局へ。
※�出会い応援プロジェクトホーム
ページ

　https://www.nem-project.
com
　からも申し込みできます。
　抽選結果については、締め切り後、
申し込み者にメールで送付します。
※�参加申込書は、子ども家庭課青少
年育成担当（区役所7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。

第2回、第3回について
　詳細が決まり次第、港区ホーム
ページでお知らせします。

たばこが及ぼす健康への影響
　たばこの煙には、喫煙者が吸いこ
む「主流煙」と、喫煙者が排出した呼
気に混じる「呼出煙」、燃えているた
ばこから生じる「副流煙」がありま
す。ニコチンやタールをはじめとし
た有害物質は副流煙に多く含まれて
おり、喫煙者だけでなく周りの人の
健康にも影響を及ぼします。
　喫煙は、がんや虚血性心疾患、脳
卒中、COPD（慢性閉塞性肺疾患）
等との関連性が強いことが分かって
います。特に妊娠中の喫煙は、早産
や低出生体重児の出産のリスクを高
めます。
　また、受動喫煙による健康への影
響も明らかとなってきており、肺が
んや虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児
突然死症候群、小児の喘息等との関
連性が指摘されています。
　健康づくりの推進のためには、禁
煙を希望する人への支援とともに、
受動喫煙を防止するための環境づく
りに努めることが大切です。
たばこをやめませんか
　喫煙者はニコチンに依存するた
め、なかなかやめにくく、気持ちだ
けで禁煙を成功させるのは困難で
す。まずは禁煙のコツを知ることか
ら始めましょう。また、禁煙外来を
利用する方法もあります。
（1）禁煙に向けての準備
　禁煙の方法には、禁煙外来を受診
する、禁煙補助剤を使う等の方法が
あります。
○自分に合った禁煙方法を選び、禁
煙開始日を決めましょう。
○自分がいつ、どのような状態の時
に喫煙しているのかを考え、たばこ
が吸いたくなった時の対処方法を考
えておきましょう。
（2）いざ、禁煙を開始
　禁煙をするとイライラする、だる
くなる、眠くなる、頭が痛くなる等
さまざまな離脱（禁断）症状が現れま

す。離脱症状は2～3日以内がピーク
となり、1週間以内に消失します。吸
いたい気持ちをいかにコントロール
できるかが禁煙成功のポイントです。
○たばこが吸いたくなったら、水を
飲む、ガムを噛

か

む、イライラしたら
深呼吸や軽い運動をする等、気分転
換をしてみましょう。
○灰皿やライター等喫煙に関するも
のを身の回りからなくしましょう。
○酒の席等たばこが吸いたくなる場
所を避けましょう。
（3）禁煙に成功したら、継続を
○禁煙して良かった事を考えましょ
う。
○禁煙できた自分に自信を持ちま
しょう。
○喫煙再開のきっかけを予測し、そ
の対処法を考えておきましょう。
（4）禁煙外来について
　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。
一定の要件を満たせば、保険診療に
よる禁煙治療を受けることができま
す。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。公的医療保険の適用でかかる医
療費の自己負担額の目安は、約1万
3000円～2万円です。
区の禁煙支援
港区禁煙支援薬局
　区内の禁煙支援薬局にて、薬剤師
による禁煙の相談が受けられます。
禁煙相談
　原則第2水曜午前、みなと保健所
で実施しています（予約制）。肺年齢
測定、一酸化炭素濃度測定も行って
います。
禁煙外来治療費助成
　平成30年6月から、保険適用とな
る所定の禁煙治療を終了した区民に
対し、自己負担額の一部を助成しま
す。対象となるのは、妊婦本人およ

び妊婦または18歳未満の子どもと同
居している20歳以上の区民です。
禁煙講習会
　禁煙治療のポイント等について、
医師がお伝えします。
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、みなとコール
（午前9時～午後5時受け付け）へ。
� ☎5472－3710

たばこの煙、吸わされていませんか
　健康増進法では、多くの人が利用
する施設の管理者は適切な受動喫煙
防止対策の実施に努めるよう定めら
れています。みなと保健所では、次
の内容で受動喫煙防止対策を進めて
います。
みなとタバコ対策優良施設登録
　禁煙等に取り組む施設を「みなと
タバコ対策優良施設」として認定し
登録しています。登録施設は、希望
により港区ホームページで紹介して
います。区内に住所を有する飲食店
や、事業所等が対象となります。

みなとタバコ対策優良施設サポー
ター
　受動喫煙防止対策に関する普及啓

発への取り組みにご協力いただける
事業所を募集しています。チラシや
ポスター掲示等、ぜひご協力をお願
いします。
みなとタバコ対策優良施設ガイドラ
イン
　施設の管理者向けに、受動喫煙防
止対策の実施方法を示しています。
みなとタバコ対策優良施設登録飲食
店ガイドブック「港区　煙（たばこ）
のないレストラン2」
　区内の飲食店で禁煙・分煙に取り
組み、「みなとタバコ対策優良施設」
に登録した飲食店を紹介するガイド
ブックの増補版を平成30年3月末に
作成しました。みなと保健所、総合
案内（区役所1階）等で配布していま
す。

※�みなと保健所で実施している禁煙
支援、受動喫煙防止対策について
詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。

情報アンテナ
■東北絆まつり2018盛岡
対象　どなたでも　とき　６月２日（土）午前
10時～午後７時、６月３日（日）午前10時～午後
５時　ところ　盛岡城跡公園多目的広場・芝
生広場（岩手県盛岡市内丸1－３７）他　内容　
東北６祭りパレードおよびステージイベン
ト、東北６市の観光・物産PRブース、岩手県
３３市町村のステージイベントおよび観光・
物産PRブース他　問い合わせ　東北絆ま
つりコールセンター（午前10時～午後５時受
け付け）☎019－６01－２444

出会い応援プロジェクト事務局
� ☎048－822－6091
� FAX048－834－5517
子ども家庭課青少年育成担当
� ☎3578－2435

健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083
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5月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	子育て支援施設ガイド(神明子ども中高生プラザ)、マンションエレベーター安全装置等の設置助成　他
放送期間 	 5月21日（月）～31日（木）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、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。

5月31日は
世界禁煙デーです

素敵な出会いを演出
「出会い応援プロジェクト」を実施します
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物流博物館見学

ないこと
〇協定木材が利用者から目立つ形で
使用されていること
〇立地や用途等から区民等へのPR
性が期待できること
〇協定木材の総使用量が、床面積1
平方メートル当たり0.001立方メー
トル以上であること
※�この他にも要件があります。ま
た、申請内容について審査会で審
査の上、助成を決定します。詳し
くは、港区ホームページをご覧の
上、担当までご相談ください。

者、物件所有者
助成金額等
　次の項目に係る経費の2分の1（上
限250万円）
（1）床、壁、天井等の内装工事およ
び木製建具工事等で、協定木材を仕
上げ材として使用する部分に係る経
費
（2）協定木材を使用した木製什器の
設置に係る経費
助成要件（一部）
〇利用者が原則として制限されてい

　区と協定を締結している林産地の
自治体から産出される木材（協定木
材）を、テナント店舗等において内
外装や家具等の目に見える場所に使
用したモデル店舗を創出するため、
協定木材を使用した際の経費を助成
します。助成金の活用を検討する場
合は、お問い合わせください。
助成制度の概要
対象
　区内に新たに店舗等を開設または
既存店舗等を改修するテナント事業

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2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、6月1日（金）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。

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

　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

とき
　6月15日（金）午後1時～2時30分
定員
　20人（抽選）
その他
　歩きやすい靴・服装で参加して
ください
費用
　無料
申し込み
　往復はがき（1人1枚まで。ただ
し、ともに60歳以上の夫婦の応募
は、2人1組で1枚まで）に、（1）

「ミュージアム巡り参加希望」（2）
住所（3）氏名（ふりがな）（4）年齢
（5）電話番号（夫婦で応募の場合は
2人とも（3）（4）を明記）を明記の
上、5月31日（木・必着）までに、
〒108－0075港南4－2－1　港南い
きいきプラザへ。

担当課　高齢者支援課高齢者福祉
係

　参加者同士の交流を深めなが
ら、生き生きと健康的に文化・芸
術に接するきっかけづくりとし
て、身近な区内のミュージアムを
巡るツアーを開催します。
　今回は、物流博物館を見学しま
す。港南いきいきプラザに集合
し、歩いて物流博物館へ移動しま
す。物流の仕組みや産業の歩みを
学ぶことができます。
対象
　60歳以上の区民
※付き添いなしで歩ける人

（1）介護福祉士資格取得助成事業
　介護福祉士の資格を取得する予
定の人に、入学金相当額を助成し
ます。区が介護福祉士養成施設等
に対して補助金を交付し、養成施
設等が対象者に入学金相当額を助
成します。
（2）介護職員初任者研修受講助成
事業
　介護職員初任者研修の受講費用
を助成します。
（3）介護職員実務者研修受講助成
事業
　介護職員実務者研修の受講費用
の一部を助成します。
※（2）（3）は研修修了後、1年以内
に申請してください。詳しくは、
お問い合わせください。
介護のしごと面接・相談会
　区内の介護サービス事業所が出
展する面接・相談会を開催し、働

　区では介護が必要になったと
き、安定的に介護サービスが受け
られるように、介護人材を育成す
るための支援を行っています。
介護人材育成支援事業
　区内で介護サービスに従事する
人を育成するため、資格の取得に
要した費用を助成しています。
対象
　表1のとおり

望する人、区内の介護事業所に勤
務している人、区内に介護事業所
を持つ介護事業者
相談日
　毎週火・木曜

◆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

環境課地球温暖化対策担当
� ☎3578－2477

表1	助成の対象者・助成金額
事業名 助成対象者 助成金額

（1）介護福祉士
　　　資格取得助成事業

資格取得後、区内の介護サービ
ス事業所で3年以上介護業務に
従事する予定の人

入学金相当額
（上限金額は25万円）
※1000円未満は切り捨て
とします。

（2）	介護職員初任者	
研修受講助成事業 研修を修了し、区内の指定訪問

介護事業所に勤務、または就職
予定で、3年以上介護業務に従
事する人

受講費用
（上限金額は10万円）
※1000円未満は切り捨て
とします。

（3）	介護職員実務者	
研修受講助成事業

受講費用の4分の3
（上限金額は13万1000円）
※1000円未満は切り捨て
とします。

表2	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
はじめての
マシントレーニング講座

青山いきいきプラザ 6 毎週月・金曜　午前10時～正午 7月2日 9月24日
2 高輪いきいきプラザ 10 毎週火・金曜　午前10時～11時30分 7月6日 9月25日

3 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 7月5日 10月4日

4 バランストレーニング
足腰元気講座 虎ノ門いきいきプラザ 10 毎週金曜　午前10時～11時30分 7月6日 10月19日

5

水中トレーニング講座

港南いきいきプラザ
10 毎週月曜　午前9時20分～10時50分 7月16日 10月15日

6 10 毎週火曜　午前9時20分～10時50分 7月3日 9月18日
7

港区スポーツセンター
（みなとパーク芝浦内）

12 毎週水曜　午後1時～2時30分 7月4日 9月26日
8 12 毎週水曜　午後3時～4時30分 7月4日 9月26日
9 12 毎週金曜　午後1時～2時30分 7月6日 9月21日

10 みんなの食と健
けんこう
口講座 白金台いきいきプラザ 10 毎週金曜　午後2時～4時 7月20日 8月31日

11 短期集中リハビリ講座 介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階） 8 毎週火・金曜　午後2時～3時30分 7月3日 9月28日

「
陸
海
空
の
物
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
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モデル店舗のイメージ

介護保険課介護事業者支援係
� ☎3578－2881

港南いきいきプラザ
� ☎3450－9915

テナント店舗等の内外装や家具等に、
国産木材を使用した際の経費を助成します

7月開始の介護予防事業

みんなと元気塾

いきいき
ミュージアム巡り

きたい人と介護サービス事業者を
結び付けます。
介護就労支援・雇用相談等支援事
業
　就労や雇用に関する相談支援事
業を行っています。詳しくは、港
区ホームページをご覧ください。
対象
　区内の介護事業所への就労を希

物流博物館見学物流博物館見学

参加者募集

介護の仕事に
従事する人を
支援しています

みんなと元気塾

各高齢者相談センター
� ☎欄外参照
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験のある人どなたでも
時（1）芝地区介護家族の会：6月19
日（火）午後1時30分～3時（2）南麻
布ホッと・ネット：5月24日（木）
午後1時30分～3時30分（3）北青山
「絆の会」：5月25日（金）午後2時～
4時（4）高輪地区みんなで語ろう
会：6月21日（木）午後2時～3時30
分（5）芝浦港南地区「かいごカ
フェ」：6月8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
� ☎欄外参照
担高齢者支援課高齢者相談支援係

区民保養施設の減額利用方法の
変更について
　4月から、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ご利用で
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）。
対65歳以上または平成30年度に65
歳を迎える区民(昭和28年4月1日
～昭和29年3月31日に生まれた人）
大平台みなと荘　利用料金（9500
～1万500円）を3000円に減額
通年借上区民保養施設　利用料金
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。
問地域振興課地域振興係
� ☎3578－2531

人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、5月30日（水）午後5時ま
でに、赤坂いきいきプラザへ。
� ☎3583－1207

はじめてのパソコン教室「基本
操作を覚えインターネットを使
えるようになろう」
対60歳以上の区民
時6月7日～7月26日（木･全8回）午
前10時～11時30分
所青山いきいきプラザ
人10人（抽選）
費用　2000円（8回分）
申電話または直接、5月27日（日）
までに、青山いきいきプラザへ。
� ☎3403－2011

かいごカフェ＆港南の郷deオ
レンジカフェ「ハンドマッサー
ジでリラックス」
対介護や認知症に関心のある区民
時6月8日（金）午後2時～3時30分
所港南の郷
人15人（申込順）
持ち物　フェイスタオル、エプロ
ン
申電話で、芝浦港南地区高齢者相
談センターへ。� ☎3450－5905

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）5月23日（水）（2）6月6日（水）
（3）6月9日（土）（4）6月13日（水）（5）
6月15日（金）（6）6月20日（水）午前
10時～午後4時※（3）のみ午後1時
30分～3時30分
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）赤坂区民センター（4）あり
すいきいきプラザ（5）高輪区民セ
ンター（6）赤坂区民センター
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
対家族を介護している人、介護経

申電話で、5月21日（月）～6月10日
（日）に、みなとコール（午前9時
（初日は午後3時）～午後5時受け付
け）へ。� ☎5472－3710
担高齢者支援課高齢者相談支援係

男性向け古地図ウオーキング
「麻布の暗

あ ん き ょ

渠を歩く」
対65歳以上の男性区民
時5月29日（火）午後1時30分～4時
30分
所麻布図書館
人15人（申込順）
申電話で、5月27日（日）までに、
麻布地区高齢者相談センターへ。
� ☎3453－8032

健康ピアニカ音楽教室（１）体験
会（２）教室
対50歳以上の区民
時（1）6月12日（火）午後1時30分～2
時30分（2）7月10日～9月25日（火・
全12回）午後1時30分～2時30分
所麻布いきいきプラザ
人各10人（60歳以上の人優先で抽
選）
費用　（1）無料（2）2000円（教材費
含む）
申電話または直接、（1）6月6日
（水）までに、（2）6月22日（金）まで
に、麻布いきいきプラザへ。
� ☎3408－7888

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時6月26・27日（火・水）
所赤坂いきいきプラザ

フラパージュ陶器トレー講座
対おおむね50歳以上の区民
時6月23日（土）午前10時～正午、
午後1時～3時　
所三田いきいきプラザ
人各12人（抽選）
費用　700円（材料費）
申電話または直接、6月11日（月）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

食べられるオリジナルアート
「デコレーションクッキー講座」
対おおむね50歳以上の区民
時6月29日（金）午前10時30分～正
午、午後1時30分～3時　
所三田いきいきプラザ
人各10人（抽選）
費用　500円（材料費）
申電話または直接、6月15日（金）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

元気な脳をめざそう「認知症に
強い脳をつくるウオーキング講
座」
対介護保険の要介護・要支援の認
定を受けていない60歳以上の区民
時6月26日～7月31日（火・全6回）
午後1時30分～3時30分
所三田いきいきプラザ
人12人（抽選）
内認知症予防の講話、ウオーキン
グ計画とグループ活動の実践※
ファシリテーター（実践活動支援
者）が参加します。

◆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

対象
　どなたでも
※小学生以下は保護者同伴
とき
　6月23日（土）午後1時～4時　
※�小雨決行。荒天の場合、6月30日
（土）に順延
ところ
　高輪コミュニティぷらざ4階集合
定員
　15人程度（抽選）
費用
　無料
その他　
・動きやすい服装で参加してくださ
い。
・デジタルカメラは区が用意しま

す。ご自身のデジタルカメラの使用
を希望する場合は、お問い合わせく
ださい。
　撮影された写真は、11月に開催す
る展示会で発表します。
申し込み
　電話で、5月22日（火）～6月4日
（月）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

高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当� ☎5421－7123

高輪地区地域事業　高輪今昔物語
ほっとな街　白金散歩

白金地区まち歩きイベント

　今回は、白金地区のまちを歩き、写真を撮影します。白金地区の魅力
を、高輪今昔物語実行委員会が案内します。立行寺や白金氷川神社等を
訪れます。

参加者
募集

雷神山児童遊園

立行寺

白金一丁目交差点から古川橋方面を望む

同和問題について正しく理解しよう
　同和問題（部落差別）は、日本社会
の歴史的過程で形づくられた身分差
別により、日本国民の一部の人々
が、長い間、経済的・社会的・文化
的に低い状態におかれることを強い
られ、今なお、日常生活の上でさま
ざまな差別を受ける等している、日
本固有の人権問題です。
　この問題を解決するため、昭和44
年、「同和対策事業特別措置法」が施
行されました。さまざまな地域改善
事業の実施により、住環境等の物的
な基盤整備は大きく改善しました
が、同和地区出身者に対する差別や
忌避はいまだに続いています。
　例えば、結婚や就職に際し、同和
地区出身者を排除する目的で、身元
調査を実施するといった行為が後を
絶たない他、公共施設等への差別落

書きも発見されています。また、不
動産会社等を通じ、同和地区であっ
たか調査を依頼する、土地差別調査
事件も繰り返し起きています。中に
は、行政機関へ問い合わせてくる
ケースもあります。同和地区に関す
る問い合わせ・調査は差別行為であ
り、許されません。
　このような中、平成28年12月に、
「部落差別の解消の推進に関する法
律」が施行されました。この法律
は、「現在もなお部落差別が存在す
る」と明記した上で、部落差別のな
い社会を実現することを目的として
いるものです。
　同和問題を解決するためには、私
たち一人一人が同和問題について理
解を深め、差別をすることや、させ
ることのないよう、行動していくこ
とが大切です。

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027
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幼稚園ってどんなところ？
　区立幼稚園では、遊びを中心と
した集団生活を通して、人格形成
の基礎となる幼児期の教育を進め
ています。
　自ら学び考える「主体性」や他人
を思いやる心、感動する心等の
「豊かな人間性」、たくましく生き
るための「健康や体力」等を育みま
す。
集団生活を通しての育ち
　教師や同年代の幼児と一緒に生
活する中で、基本的生活習慣の自
立を図り、自分の力で行動するこ
との重要性や社会生活における
ルール等を学びます。

遊びは学び
　幼児が自ら興味・関心をもって
夢中になって遊ぶことを大切にし
て、小学校以降の生活や学習の基
盤を育てています。
子育てを応援します
　区立幼稚園では、子育て相談や
未就園児の会、園庭開放等を行
い、家庭で子育てしている区民を
応援しています。
　詳しくは、各園にお問い合わせ
ください。
　この他、表1のとおり、お祭り
等のイベントを行います。内容
は、人形劇やコンサート、バ
ザー、縁日等です。皆さんの参加
をお待ちしています。

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

幼稚園名 実施日 内　容 住　所 電話番号
赤羽 6月20日（水） えんにちごっこ 三田1－4－52 ☎3452－0246
芝浦 6月6日（水） わくわくデー 芝浦4－8－18 ☎3452－0574
高輪 6月20日（水） 高輪子どもまつり 高輪2－12－31 ☎3447－3356
白金台 6月19日（火） わくわくまつり 白金台3－7－1 ☎3443－5666
三光 6月15日（金） さんこう祭り 白金3－13－8 ☎3444－4233
港南 6月8日（金） 港南子どもまつり 港南4－3－27 ☎3471－7347
麻布 7月11日（水） あざぶっ子まつり 麻布台1－5－15 ☎3583－1858
南山 7月12日（木） 南山なつまつり 元麻布3－8－15 ☎3408－4785
本村 6月20日（水） 本村夏まつり 南麻布3－9－33 ☎3446－3677
中之町 6月12日（火） 中之町まつり 赤坂9－7－8 ☎3405－7619
青南 6月21日（木） 青南まつり 南青山4－18－17 ☎3402－0758

にじのはし 6月19日（火） にじっこ祭り 台場1－1－5 ☎5500－2577

表1	区立幼稚園の催し

学務課学校運営支援係
� ☎3578－2779
各区立幼稚園� ☎表1参照

問い合わせ

麻布地区総合支所協働推進課
地区政策担当� ☎5114－8812

問い合わせ

　麻布地区総合支所では、麻布のま
ちの変化を保存する取り組みとし
て、地区内の企業や学校等の協力の
もと、区民とともに麻布の昔の写真
収集やまち歩きを行い、パネル展開
催の準備を進めてきました。

　このたび、今と昔の比較写真等の
パネル展を区内各施設にて開催しま
す。
とき・ところ
　表2のとおり

　地域で子ども・子育て支援に関
わる人・機関・団体等が直接顔を
合わせ、互いの取り組みを知り、
関係を築き、協働の可能性を広げ
ることを目的として、「港区地域
こぞってネットワーク会議」を開
催します。皆さんの参加をお待ち
しています。

対象
　子育てに関わる人・機関・団体
等
とき
　6月29日（金）午後6時30分～9時
ところ
　みなと保健所8階
定員
　150人（申込順）

※�保育あり（4カ月～就学前、5人
程度。6月20日（水）午後5時まで
にお申し込みください）
費用
　無料
申し込み
　電話で、5月23日（水）～6月27日
（水）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

　区では、地域の子育て・子育ち
子ども家庭支援センター子育て
支援係� ☎6400－0090

問い合わせ
港区地域こぞって 子育て懇談会

環境向上のため、子育て中の人た
ちと、子育てを応援する人たち
が、共に集う場として、毎年1月
に「港区地域こぞって子育て懇談
会」を開催しています。
　現在、平成29年度の報告書を配
布しています。希望する人は、子
ども家庭支援センターにお問い合
わせください。

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6月1日（金）・18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

のんびりサロン
対区民で、平成30年2～5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6月4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

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児と保護者
時6月6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

6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：6月5日
（火）②豊岡児童館：6月14日（木）
③高輪児童館：6月28日（木）④高
輪子ども中高生プラザ：6月5日
（火）・14日（木）・28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6月16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
対高輪地区在住の1歳未満のお子
さんと保護者
時6月19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）
内産後のストレッチ、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、フェイスタオル
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6月20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

なかよし会
対区内在住で、ダウン症児とその

保護者
時6月13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

平成30年7月１日に私立認可保育
園（高輪さつき保育園）を開設し
ます
　高輪さつき保育園は、民有地・
民間ビルの活用を図るため、区が
民間事業者に物件の情報提供を働
きかけた結果、開設することと
なった保育園です。
名称　高輪さつき保育園
所高輪1－16－15
人27人（0歳：6人、1歳：10人、2
歳：11人）
申各総合支所区民課保健福祉係で
配布している入所申込書（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、6月5日（火）までに、各総合支所
区民課保健福祉係へ。�☎欄外参照

とき ところ

区役所
1階ロビー

5月21日（月）～6月1日（金）
午前8時30分～午後5時
（土・日曜を除く）
※最終日は午後4時まで

麻布地区
総合支所
1階ロビー

6月18日（月）～7月13日
（金）午前9時～午後5時
※会期中は土・日曜も
　開催しています。

表2	とき・ところ
平
成
29
年
度
パ
ネ
ル
展
の
様
子

幼稚園区
立

体験を
通して学ぶ

港区
地域 こぞってネットワーク会議

麻 布 地 区 地 域 事 業

「麻布未来写真館」パネル展を開催します
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　区では、だれもが安全安心で快適に道路や公園等を利用できるよう、
整備・補修・修繕等を定期的に行っています。平成30年度の工事予定に
ついてお知らせします。

　地域環境の美化やごみの減量、資源
化等に取り組んでいる資源・ごみの集
積所やマンションの保管場所（以下「集
積所等」）を、「港区優良集積所」として
募集しています。「港区優良集積所」と
なった集積所等を対象に、平成31年2
月に表彰を行います。
優良集積所の要件
　資源・ごみの分別ルールおよび排出

時間が守られていること、区の資源・
ごみの収集後に積極的に集積所等を清
掃することにより清潔に保たれている
こと等、他の模範となる集積所等であ
ること
推薦方法
　電話またはファックスで、8月31日
（金）までに、要件に該当する集積所等
を、みなとリサイクル清掃事務所に応

募・推薦してください（自薦、他薦は
問いません）。
※�応募・推薦していただいた集積所等
の取り組みを区職員が確認の上、審
査会による審査により優良集積所を
決定します。

◆各総合支所まちづくり課土木担当◆　芝地区☎3578－2032　麻布地区☎5114－8803　赤坂地区☎5413－7015　高輪地区☎5422－7941　芝浦港南地区☎6400－0032

地区名 工事名 工事内容 工事場所 施工予定時期 問い合わせ

芝
地
区

道路の整備 路面補修（切削カバー） 三田一丁目3番先 10～12月

芝地区総合支所
まちづくり課土木担当

道路の整備 遮熱性舗装 芝公園一丁目3番先～6番先 6～11月
道路の整備 遮熱性舗装 芝公園一丁目7番先～芝大門一丁目10番先 6～11月
道路の整備 遮熱性舗装 新橋五丁目36番先～新橋六丁目9番先 7～12月
道路の整備 歩車共存道路整備 芝三丁目17番先～31番先 8月～平成31年2月
道路の整備 乗入部補修 芝大門一丁目13番先～芝大門二丁目4番先 7～8月
児童遊園の整備 便所建替 三田二丁目19番11号（三田綱町児童遊園） 10月～平成31年2月
児童遊園の整備 マンホールトイレ設置 芝二丁目12番3号（芝新堀町児童遊園） 10～12月
街路灯の維持 デザイン灯具取替（LED化） 芝五丁目14番先～20番先 6～8月
自転車利用環境の整備 自転車ナビライン、ナビマーク設置 虎ノ門三丁目13番先～芝公園三丁目2番先 10～12月

クールスポットの整備 ミストを活用した暑さ対策のためのクールスポット 新橋駅西口広場 8～9月 土木課事業推進係

麻
布
地
区

道路の整備 歩道整備 南麻布五丁目7番先～16番先 9月～平成31年2月

麻布地区総合支所
まちづくり課土木担当

道路の整備 車道整備 六本木七丁目7番先～9番先 7～9月
都市計画道路の整備 樹木移植等 南麻布五丁目7番29号（有栖川宮記念公園） 5～8月
私道の整備 排水施設補修、路面舗装 南麻布二丁目9番先 6～10月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 麻布地区管内 9月～平成31年1月
自転車利用環境の整備 自転車ナビマーク設置 六本木七丁目8番先～23番先 9月～平成31年1月
自転車利用環境の整備 自転車ナビマーク設置 南麻布五丁目6番先～15番先 9月～平成31年1月
公園の維持 ジャングルジム取替 南麻布五丁目7番29号（有栖川宮記念公園） 8～11月
児童遊園の維持 投球場建替 元麻布二丁目6番2号（宮村児童遊園） 9月～平成31年2月

赤
坂
地
区

道路の整備 遮熱性舗装 赤坂八丁目4番先～南青山一丁目2番先 10～12月

赤坂地区総合支所
まちづくり課土木担当

道路の整備 車道打換 南青山五丁目8番先～9番先 6～8月
道路の整備 遮熱性舗装 北青山二丁目8番先～13番先 平成31年1月～

平成32年5月
橋りょうの維持 耐震補強 赤坂一丁目14番先～13番先（赤坂一丁目陸橋） 7月～平成31年3月
街路灯の維持 街路灯建替 南青山五丁目9番先～17番先 6～10月
街路灯の維持 街路灯建替 赤坂八丁目5番先～南青山一丁目1番先 6～10月
自転車利用環境の整備 自転車ナビライン、ナビマーク設置 赤坂七丁目1番先～赤坂五丁目5番 平成31年1～3月
私道の整備 排水施設補修、路面舗装 北青山三丁目8番先 10～12月
私道の整備 排水施設補修、路面舗装 赤坂九丁目6番先 11月～平成31年3月
公衆便所の整備 公衆便所建替 赤坂六丁目10番18号（氷川神社前公衆便所） 6～12月
公衆便所の整備 公衆便所建替 元赤坂二丁目2番29号（権田原公衆便所） 6～12月

高
輪
地
区

道路の整備 排水施設補修、路面舗装 白金台三丁目2番先～14番先 8～9月

高輪地区総合支所
まちづくり課土木担当

道路の整備 排水施設補修、路面舗装 白金台三丁目4番先～5番先 9～10月
児童遊園の維持 複合遊具取替 白金台四丁目7番6号（白台児童遊園） 10～12月
児童遊園の維持 自転車置場復旧 白金台四丁目7番6号（白台児童遊園） 5～7月
公園の維持 複合遊具取替 高輪三丁目18番18号（高輪公園） 10～12月
街路灯の維持 街路灯建替 高輪三丁目9番先～14番先 10～12月
街路灯の維持 街路灯建替 高輪四丁目7番先～10番先 10～12月
街路灯の維持 街路灯建替 三田五丁目2番先～5番先 10～12月
街路灯の維持 街路灯建替 白金三丁目1番先～五丁目7番先 6～8月
街路灯の維持 塗装塗替 高輪管内 10月～平成31年1月
自転車利用環境の整備 自転車ナビライン設置 白金二丁目4番先～一丁目4番先 10～12月

芝
浦
港
南
地
区

道路の整備 遮熱性舗装 港南一丁目9番先 7月～平成31年3月

芝浦港南地区総合支所
まちづくり課土木担当

道路の整備 遮熱性舗装 芝浦四丁目9番先～8番先 10月～平成31年3月
児童遊園の整備 緑地整備 芝浦四丁目12番先（芝浦西運河沿緑地） 7月～平成31年3月
街路灯の維持 街路灯建替 芝浦四丁目14番先～15番先 5～11月
街路灯の維持 灯具取替（LED化） 芝浦港南管内 8～12月
橋りょうの維持 橋りょう補修 芝浦四丁目19番先（港栄橋） 6月～平成31年3月
橋りょうライトアップ 橋りょうライトアップ 芝浦三丁目2番先～7番先（新芝橋） 6～9月
橋りょうライトアップ 橋りょうライトアップ 港南二丁目13番先～港南四丁目1番先(御楯橋） 8月～平成31年3月
クールスポットの整備 ミストを活用した暑さ対策のためのクールスポット お台場レインボー公園 8～9月 土木課事業推進係

土木課事業推進係� ☎3578－2313
各総合支所まちづくり課土木担当� ☎欄外参照

みなとリサイクル清掃事務所作業係� ☎3450－8025　FAX3450－8063

平成30年度 道路・公園等の工事予定

港
区
リ
ユ
ー
ス
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー「
リ
ユ
ー
助
」

「資源・ごみの優良集積所」を募集します「資源・ごみの優良集積所」を募集します
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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。

管理栄養士が教える「外食だって
健康的に～メニュー選びのポイ
ント～（体験型講座）」
対区内在住・在勤者
時6月27日（水）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、10人。申し込み時にお申
し出ください）
申電話で、5月22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

再エネ体験ツアー
対3歳以上の区民で3人以上のグルー
プ※必ずグループの中に、小学生お
よび保護者が1人以上いること
時6月30日（土）午前7時～7月1日（日）
午後6時（1泊）※午前7時区役所集
合、往復バスで移動
所福島県白河市
人6組（抽選）
内太陽光発電所見学、蛍の鑑賞、ブ
ルーベリー狩り等
費用　大人：7000円（5人以上のグ
ループの場合は5000円）、子ども（小
学生以下）：5000円
申ファックスまたはメールで、6月3
日（日）までに、白河エナジー（株）（午
前8時30分～午後7時受け付け）へ。
※申込書は、港区ホームページから
ダウンロードできます。
� FAX0248－21－8893
Eメール：
info@shirakawa-energy.co.jp
問白河エナジー（株）
� ☎0248－21－8873
白河市産業部商工課商工振興係
� ☎0248－22－1111（内線2248）
環境課地球環境係� ☎3578－2497

平成30年度第3回港区男女平等参
画推進会議
時6月6日（水）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、5月30日（水）までに、
総務課人権・男女平等参画係へ。
� ☎3578－2025

10時～午後0時30分※（3）はサロン活
動体験
所（1）芝公園区民協働スペース（2）�
（4）（5）麻布地区総合支所、麻布区民
協働スペース（3）各サロン活動先
人（1）60人（2）～（5）15人（いずれも申
込順）
費用　（3）のサロン活動体験に費用
がかかる場合があります。
申電話またはファックスで、住�
所・氏名・電話・ファックス番号を
明記の上、6月14日（木）までに、港
区社会福祉協議会地域福祉係へ。
� ☎6230－0281　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

地域福祉活動・ボランティア活
動パワーアップ塾「傾聴ボラン
ティア養成講座」
対区内在住・在勤・在学者で、原
則、講座・施設体験全てに参加でき
る人
時（1）講座：6月21日（木）午前10時～
正午（2）講座：6月28日（木）午前10時
～正午（3）講座：7月5日（木）午前10
時～午後3時（4）講座：7月19日（木）
午前10時～正午（5）施設体験：7月20
日（金）～8月6日（月）（6）講座：8月9
日（木）午前10時～正午
所（1）～（4）（6）麻布区民協働スペー
ス（5）指定の体験先
人20人（申込順）
費用　無料※別途ボランティア保険
料300～1400円
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、6月14
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

都会で犬とおしゃれに暮らそう
「子犬のしつけセミナー」
対区内在住・在勤・在学者
時6月23日（土）午前10時～正午
所みなと保健所8階
人50人（申込順）※犬を連れての参加
はできません。
申電話で、5月21日（月）～6月22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
担生活衛生課生活衛生相談係

時（1）6月21日（木）（2）7月19日（木）
（3）8月23日（木）（4）9月25日（火）いず
れも午後6時30分～8時30分
所みなと保健所
内（1）病気の正しい理解と社会資源
について（2）うつ病・躁うつ病の薬
について（3）家族の接し方と社会復
帰・復職のポイント（4）まとめ、う
つ病・躁うつ病の正しい理解と支援
について
人各回20人（申込順）※4回全てに参
加できる人優先※保育あり（4カ月～
就学前、2人。各回1週間前までに、
申し込み時にお申し出ください）
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

芝の語り部講座「地形から探る港
区の歴史・地理」
対区内在住・在勤・在学者
時6月10日（日）午前9時30分～11時30
分
所芝コミュニティはうす
人40人程度（抽選）
申電話またはファックスで、5月31
日（木）までに、住所・氏名・電話番
号を、芝地区総合支所協働推進課地
区政策担当へ。
� ☎3578－3125　FAX3578－3180

弁護士による相続と財産管理の
基礎知識
対区民
時6月4日（月）午後1時30分～3時30分
所白金台いきいきプラザ
人40人（抽選）
申電話または直接、5月31日（木）ま
でに、白金台いきいきプラザへ。※
60歳以上でいきいきプラザの個人登
録証をお持ちでない人は、本人確認
書類をお持ちください。
� ☎3440－4627

小地域福祉活動入門講座
対（1）講演会：地域の福祉活動に関
心があり、区内の現状や活動につい
て学びたい人（2）～（5）講義：小地域
福祉活動を始めたい人や、始めたば
かりの人※講演会のみの参加も可
時（1）6月17日（日）（2）7月2日（月）（3）
7月3日（火）～8月20日（月）�（4）8月21
日（火）（5）9月4日（火）いずれも午前

国民健康保険加入者と後期高齢
者医療制度加入者の無料健康相
談
対国民健康保険加入者、後期高齢者
医療制度の加入者
時6月1日（金）～30日（土）※休診日を
除く。
所無料健康相談のポスターを掲示し
ている内科医・歯科医・薬局
内内科：血圧を主とした健康相談、
歯科：歯に関する衛生相談、薬局：
医薬品相談
申医院・薬局の窓口にある「相談券」
に必要事項を明記の上、保険証を添
えて、直接、各医院等へ。※相談と
は別に治療を受ける場合は、通常の
診療費用がかかります。
問国保年金課事業係� ☎内線2637
国保年金課高齢者医療係
� ☎内線2654～9

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。6月6日（水）までにお申し出くだ
さい）
時6月13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、6月6日（水）までに、健康推進
課地域保健係へ。すでに参加したこ
とのある人は、当日直接会場へ。
� ☎6400－0084

精神保健福祉相談（予約制）
対区内在住・在勤者
時6月8日（金）・11日（月）・20日
（水）・25日（月）※時間はお問い合わ
せください。6月11日（月）は児童精
神科医が担当します。
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

港区うつ病家族講座
対うつ病や躁

そう

うつ病の治療をしてい
る人の家族※ご家族または本人が区
内在住の人

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

5月27日（日） 白金台南薬局 白金6－6－1 5421－0880

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

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

※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。

５
月
27
日（
日
）

品川ハートメディカル
クリニック（内）

高輪2－15－11　
高輪ホワイトマンション105 5422－8841

東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191

外苑歯科（歯） 赤坂6－1－20　
国際新赤坂ビル西館地下1階 3587－2344

★高輪内科クリニック（内） 高輪1－16－4 3449－6748

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）

◆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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　男女平等参画センターでは、区内
企業や教育機関を対象に出前形式で
の講座を実施しています。男女平等
参画の観点から、悩みの解消、課題
の解決につなげる研修です。研修費
は原則として1回のみ無料です。申
し込みの後、打ち合わせを行い、内
容・実施日時・会場等を決定しま
す。講師は、それぞれの分野で活躍
する専門家をご希望にあわせて手配
します。

企業向け出前講座
対象
　区内企業・事業所
テーマ
（1）女性活躍推進
（2）LGBT理解促進
（3）イチから分かる　介護と仕事の
両立
（4）業務効率化で実現！ワーク・ラ
イフ・バランス
（5）女性の健康とライフキャリア

（6）ハラスメントを起こさない職場
づくり
（7）自分で描く「自律・自走」のキャ
リアプラン
教育機関向け出前講座
　詳しくは、お問い合わせください。
対象・テーマ
　表2のとおり

申し込み
　電話で、男女平等参画センターへ。

　人権擁護委員制度をご存じです
か。人権擁護委員は、基本的人権を
擁護し、見守る人権の番人として、
人権相談や啓発活動を行っていま
す。
　昭和24年6月1日に人権擁護委員法
が施行されたことから、6月1日を人

権擁護委員の日と定めています。
　現在、区には、法務大臣が委嘱し
た人権擁護委員が10人います。人権
問題で困っている人や悩んでいる人
は、お気軽に人権擁護委員にご相談
ください。
　区では、表3の日程で人権相談を

行っています。また、人権擁護委員
の日に合わせて、6月1日（金）に特設
相談を実施しますので、ご利用くだ
さい。

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

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

後5時、みなと図書館：午前9時～午
後8時※みなと図書館は、日曜は午
後5時まで。6月21日（木）は休館。
所教育センター、みなと図書館
申当日直接会場へ。
問教育センター� ☎5791－5661

人40人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
� ☎3452－4951

大人の海洋講座｢豊かな海、おい
しい東京湾の物語　浅草海苔を
中心に｣
対中学生以上どなたでも
時6月23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。
※6月21日（木）は休館�☎5421－7617

教科書展示会
　現在使用している小・中学校の教
科書、および平成30年度に採択する
教科書の見本を展示します。
対どなたでも
時6月1日（金）～7月4日（水）教育セン
ター：土・日曜を除く午前9時～午

所区役所他
人100人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、2人。申し込み時にお申し
出ください）
申電話・ファックスまたはメール
で、氏名・住所・日中連絡のとれる
連絡先等を、5月25日（金）までに、
ポート・スポーツ・サポーターズク
ラブ事務局（平日午前9時～午後5時
30分）へ。
� ☎6435－3347　FAX5539－4507
Eメール：
minato.pssc＠ssk-net.co.jp
問生涯学習スポーツ振興課スポーツ
振興係� ☎3578－2752

ミュージアムセミナー虎屋文庫
「6月１6日は和菓子の日！楽しい
和菓子の歴史」
対中学生以上どなたでも
時6月16日（土）午後2時～3時30分（午
後1時30分開場）
所三田図書館

シンポジウム「危機のユネスコ・
世界遺産」
対区内在住・在勤・在学者
時6月8日（金）午後6時30分～8時30分
所生涯学習センター
人60人（申込順）
申電話で、港ユネスコ協会（火～金
曜受け付け）へ。港ユネスコ協会
ホームページからも申し込みできま
す。� ☎3434－2300
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

ポート・スポーツ・サポーター
ズクラブ（スポーツボランティア
養成講座）
対区内在住・在勤・在学者で20歳以
上の人
時6月10日（日）午後2時～4時30分※
第2回以降の日程は第1回講義でお知
らせします（講義、実践活動合わせ
て年7回程度）。

出前講座を利用しませんか
男女平等参画センター

		人権相談開催日程

		対象・テーマ

表3

表2

相談名 「人権擁護委員の日」
全国一斉特設人権相談 人権身の上相談

と　き 6月1日（金）午後1時～4時
（受け付けは午後3時まで）

毎月第2・4木曜、午後1時～4時
※12月の第4木曜、1月の第2木曜は休み

ところ 区役所5階会議室 区役所3階区民相談室

申し込み 当日直接会場へ。 電話で、実施日の前日午後5時までに、
総務課人権・男女平等参画係へ。

対象 テーマ

区内の保育園・幼稚園の職員 ・性別で分けない保育
・児童虐待とその対応

区内の保育園・幼稚園の保護者 ・父親の家事・育児参画促進
・ワーキングママ支援

区内の中学校・高校・専門学校・
短大・大学の学生・職員

・デートDV（交際相手からの暴力）予防
・性の多様性を考える、LGBT理解促進

6月１日は人権擁護委員の日です

■歯周病予防のための無料唾液検査「だ液
でカンタン歯周病チェック！あなたの歯ぐ
きは大丈夫？」
　痛くない、つらくない、短時間でできる、
わかりやすい簡易検査で行うだ液検査を受
けて歯周病予防に役立てましょう。
対象　２0歳以上の人ならどなたでも　とき
　６月4日（月）午前11時～午後３時　ところ　
新橋駅西口ＳＬ広場　定員　３00人（会場先着
順）　申し込み　当日直接会場へ。※参加者に
は記念品を差し上げます。主催　（公社）東
京都港区芝歯科医師会　後援　港区　問い
合わせ　芝歯科医師会事務所　☎３4３1－７７
1６

　障害児・者の支援者を対象とし
て、支援に必要な知識や理解を深
める研修を実施します。
対象
　仕事、家族、ボランティア等で
障害児・者の支援や介護に携わっ

ている人、または興味のある区内
在住・在勤・在学者
とき・内容
　表1のとおり
ところ
　区役所9階会議室
定員
　70人（申込順）
費用
　無料
申し込み
　電話またはファックスで、障害
者福祉課障害者支援係へ。いずれ
か1回でも申し込めます。研修会
参加のため、自宅での介護あるい
は会場での保育が必要な人は、各
開催日の1週間前までにご相談く
ださい。

障害者福祉課障害者支援係
�☎3578－2674　FAX3578－2678

「障害児・者を
支援している人

への研修」

平成30年度

表1年間予定
回 開催日 時間 演題・講師

1 6月19日（火）

午後6時30分
～

8時30分

【障害者虐待防止センター　合同講演会】	
「怒りと上手に付き合うために	
～怒りで後悔しないためのアンガーマネジメントのすすめ～」
小林未果さん（（有）	美善Well-Being	代表取締役　臨床心
理士/医学博士）

2 7月6日
（金）

「難病ALSクリエイターの挑戦」
武藤将胤さん（（社）WITH	ALS	代表　コミュニケーション
クリエイター	/	EYE	VDJ）

3 8月10日（金）

「困難を乗り越えて～パラアスリートの軌跡～」
高田千明さん（視覚障害者、世界パラ陸上競技選手権ロン
ドン2017女子走り幅跳び銀メダル、リオ2016パラリンピッ
ク競技大会日本代表、ほけんの窓口グループ）

4 9月7日
（金）

「大災害でも障害者への支援を続けるために」	
高橋洋さん（（社）福祉防災コミュニティ協会　副理事長）

5 10月5日（金）
「精神障害者の社会参加～当院での実践～」	
五十嵐良雄さん（メディカルケア虎の門　院長）

6 11月2日（金）

「『事例』からさぐる知的障害の方の支援のヒント」
江國泰介さん（（特）ゆるら　相談支援事業所　地域相談室
ぽらりす　相談支援専門員）
神田市郎さん（障害保健福祉センター　工房アミ　施設長）

7 12月18日（火）
「いのちについて考える」
小林茂さん（映画監督）

8
平成31年	
1月18日
（金）

「障害者の権利を守るために～成年後見制度の活用～」	
福田健太郎さん（青木福田法律事務所　弁護士）

情報アンテナ
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1
（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）子ども家庭支援センター

映画会「みすゞ misuzu」 午後1時～2時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

2
（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「沓掛時次郎」 午後2時～3時5分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

3
（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
おやこシアター「劇場版ムーミン 
パペットアニメーション ムーミン谷の夏まつり」
（原題：Moomin and Midsummer Madness）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

4
（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

5
（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「かさ　さしてあげるね」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

8
（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

9
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「あめふりさんぽ」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

おはなし会「ゆかいなかえる」他 午前11時～11時30分 三田図書館
きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「三人の狙撃者」（原題：Suddenly） 午後2時～3時20分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

ロック講座「2018年、夏フェス大予習！」 午後2時～4時
（午後1時30分開場） みなと図書館（90人）

おはなし会「みずたまレンズ」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

10
（日）Storytime in English（英語でおはなし会） 午後2時30分～3時 麻布図書館

12
（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）神明子ども中高生プラザ

13
（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
おはなし会「かみなりゴロスケ」他 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会「いけのおと」他 午後3時～3時30分 赤坂図書館
子ども映画会

「パンダのタオタオ絵本館 雨になったシマウマ」
午後3時～4時40分
（開場午後2時30分）

高輪図書館分室
（50人）

14
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「どうぶつドドド」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3回「無煙化計画と電車時代の到来」

正午～午後1時5分
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

16
（土）

ぴよぴよおはなし会－おひざでだっこ－
「かみなりどんがやってきた」他 午前11時～11時20分 みなと図書館

映画会「理想の結婚」（原題：AN IDEAL HUSBAND） 午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

えいごとにほんごのおはなし会 「おつかい」他 午後3時～3時30分 みなと図書館

17
（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「ぽつぽつぽつだいじょうぶ？」他 午後2時30分～3時 麻布図書館

19
（火）

プレママおはなし会 午前10時～11時30分 みなと図書館

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
（金）映画会「悲恋」（原題：L'ETERNEL RETOUR） 午後2時～3時55分

（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

23
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）

芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

みなとシネクラブ「穴」（原題：Le Trou） 午後1時～3時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

おはなし会「あめの日のおさんぽ」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

24
（日）

おはなし会「おたのしみじどうはんばいき」他 午後2時～2時30分 高輪図書館

映画会「ジェーン・エア」（原題：JANE EYRE） 午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

子ども向け海洋講座
「みて！ さわって！ うみがめ教室
－標本で学ぶウミガメのからだのつくり－」

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 港南図書館（20人）

七夕おりがみ会 午後2時30分～3時30分
（午後2時開場） 麻布図書館（30人）

26
（火）おはなし会「だれといっしょにいこうかな？」他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

27
（水）

映画会「お遊さま」 午後1時～2時40分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

おやこおはなし会「さんかくみつけた」他 午前10時30分～11時 港南図書館

28
（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「カエルのおでかけ」他 午前10時30分～11時 三田図書館
DVDシアター

「神の領域を走る パタゴニア極限レース141km」
午後6時～6時50分

（午後5時30分開場） 麻布図書館（30人）

29
（金）

夜のDVDシアター
「世界遺産 日本編 厳島神社 日光の社寺」

午後6時～6時50分
（午後5時30分開場） 赤坂図書館（35人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

June

子ども家庭支援センター� ☎6400－0090
みなと図書館� ☎3437－6621
高輪図書館� ☎5421－7617
赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830
麻布図書館� ☎3585－9225

港区スポーツセンター� ☎3452－4151
白金台児童館� ☎3444－1899
飯倉学童クラブ� ☎3583－6355
台場区民センター� ☎5500－2355
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576
三田図書館� ☎3452－4951
港南図書館� ☎3458－1085

神明子ども中高生プラザ� ☎5733－5199
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
赤坂図書館� ☎3408－5090
高輪図書館分室� ☎3443－1666
麻布子ども中高生プラザ� ☎5447－0611
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ� ☎5443－7338
高輪子ども中高生プラザ� ☎3443－1555

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。

福島県白
し ら

河
か わ

市
し

第10回

　白河市は、福島県の南部中央にあり、
自然豊かな「みちのくの玄関口」として
知られています。港区とは平成30年3
月、再生可能エネルギーの活用につい
て協定を締結しました。4月からは、白
河市の太陽光発電施設等で発電した電
力を区内の公共施設で活用していま
す。地球温暖化を防止し、観光や産業
等で相互の地域発展をめざして連携す
る取り組みです。
　白河市は、慶応4年（1868年）に起き
た戊辰戦争の中で、旧幕府軍と新政府
軍による約100日間もの激戦が繰り広
げられた「白河戦争」の地です。市民は
先祖代々、今日に至るまで両軍の犠牲
者を丁重に弔い、供養し続けてきまし
た。今年は、白河戊辰150年の節目の
年です。「甦

よみがえ

る『仁』のこころ」と題して、
さまざまな記念事業が行われます。7
月14日に30年ぶりの両軍合同慰霊祭
が執り行わ
れる他、市
内各地で有
識者による
講演会やシ
ンポジウ
ム、音楽ラ

イブのイベント等が開催されます。
　白河市では、独自の厳しい基準を満
たしたおいしい産品を『白河ブランド』
として認証しています。「安全・安心
で高品質な白河ブランドの産品は、ふ
るさと納税の返礼品にも含まれてい
て、大変人気です」と白河市企画政策
課の渡辺さん。「もう一つ力を入れて
いる取り組みの、白河産コシヒカリは
その味わいだけでなく、名産品の『白
河だるま』をモチーフにしたパッケー
ジでも人気を集めています」
　また、ふるさと納税の寄付金は、東
日本大震災で崩落した国指定史跡・小
峰城の石垣修復や白河戊辰150周年記
念事業、福祉事業への支援等に活用さ
れています。
　「白河市は、歴史と風土豊かなまち
です。ぜひ一度、白河市にお越しくだ
さい」と渡辺さんは話してくれました。

歴史と風土豊かなみちのくの玄関口

小峰城

白
河
産
コ
シ
ヒ
カ
リ

（
だ
る
ま
パ
ッ
ケ
ー
ジ
）

宇宙から見たフランス
とき　6月7日（木）～21日（木）　
午前8時～午後11時（6月21日（木）
は午後3時まで）
ところ　みなとパーク芝浦1階
ロビーアトリウム等
協力　フランス観光開発機構

パキスタンを巡る旅－驚きに出
会う国－
とき　6月4日（月）～18日（月）午
前8時30分～午後5時30分（6月
6・13日（水）は午後7時まで）※
土・日曜を除く。
ところ　区役所1階ロビー
協力　パキスタン・イスラム共
和国大使館

脈動－台湾生態写真展－
とき　6月5日（火）～20日（水）　
月～土曜　午前9時～午後8時
日曜、祝日　午前9時～午後5時
場所　麻布図書館5階視聴覚室
協力　台湾文化センタ―、麻布
図書館

地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2046

　区では、海外の文化、伝統の魅
力をより多くの皆さんに紹介する
ため、写真展示をさまざまな会場
で定期的に行っています。どなた
でも無料でご覧いただけます。

区役所1階ロビー展示の様子

脈動－台湾生態写真展－

海外の文化や伝統を
写真展示で紹介します
海外の文化や伝統を
写真展示で紹介します




