
正しい「手洗い」が感染予防の基本
❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽

手の平 手のこう 指先、爪の間 指の間 親指 手首 流水でよくすすぐ 清潔なタオルで拭く

つけない
やっつける

ふやさない

肉の色が変わり、
肉汁が透明に
なるのが目安

洗浄後はぬれた
ままにしないよう
にしましょう

熱湯または
塩素系消毒剤で
消毒しましょう

内部までしっかり
加熱しましょう

冷凍庫内は
-18度以下

冷蔵庫内は
10度以下

詰めすぎに
注意

肉の色が変わり、
肉汁が透明に
なるのが目安

するようにしましょう
肉は、生や加熱不足
のまま食べないよう
にしましょう

中心温度75度で、1分間以上加熱
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鶏肉を生のまま
食べるのは
やめましょう

　生の状態の鶏肉はカンピロバク
ター等の食中毒菌の汚染率が高く、
新鮮な鶏肉でも食中毒菌に汚染され
ています。鶏刺し、鶏たたき、鶏わ
さ等による食中毒は毎年多く発生し
ています。鶏肉はよく加熱をしてか
ら食べるようにしましょう。

食中毒予防の三原則　

手洗いと調理器具の洗浄
をしっかり行いましょう
　手洗いは「ゆっくり・30秒間」を目標
に行い、汚れを確実に落としましょう。
また、肉等を切った後の包丁やまな板に
は細菌が多く付着しています。使用後は
よく洗浄し、乾燥させるようにしましょ
う。

つけない
食材はよく冷やして

保管しましょう
　期限の早いものから食材を
使い、冷蔵庫の整理整頓に努
めましょう。冷蔵庫の温度は
10度以下、冷凍庫の温度はマ
イナス18度以下を目安に温度
管理を行いましょう。

ふやさない
食材はよく加熱
して食べましょう
　食中毒の原因となる細菌や
ウイルスの多くは熱に弱く、加
熱調理をすることで死滅しま
す。食品を加熱する際には、
中心温度75度で、1分間以上を
目安にしっかり加熱しましょう。

やっつける

　気温や湿度が上がると、細菌が増えやすくなり、食中毒が発生する危険性が高まります。食品の衛生的な取り扱いを心掛け、食中
毒予防の三原則を守り、夏場の時期を健康に乗り切りましょう。

夏場の食中毒に注意しましょう
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数月・計6回）に世帯主の年金から特
別徴収となります。
　4・6月は平成29年度の保険料率等
を基に計算した仮徴収額です。納入
通知書で年間保険料額と8月期以降
の特別徴収額をお知らせします。
※�一定の要件により該当しない世帯
もあります。その世帯は今までど
おり、納付書または口座振替によ
る納付となります。

加入、脱退、所得金額の変更等が
あった場合
　加入、脱退した場合や賦課基準額
に変更があった場合は、その都度保
険料を計算し直して納入通知書によ
りお知らせします。

国保年金課資格保険料係
☎内線2643～5、 7～9

問い合わせ

不法就労を防止するために
　事業主は、外国人を雇用する際、
その外国人が就労できるかどうかを
確認するため、本人が所持する在留
カードを確認してください（在留
カードには、表面に就労制限の有
無、裏面の資格外活動許可欄に就労
の条件等が記載されています）。な
お、在留カードを所持していない外
国人は、就労が認められていない可
能性がありますので、入国管理局へ
ご相談ください。詳しくは、入国管

　毎年6月は、「不法就労外国人対策
キャンペーン月間」です。
不法就労とは
　次の3つの場合があります。不法
就労した外国人だけでなく、不法就
労させた事業主も処罰の対象です。
（1）不法滞在者（不法入国者・不法残
留者等）が働く場合
（2）入国管理局から働く許可を受け
ていないのに働く場合
（3）入国管理局から許可された条件
を逸脱して働く場合

理局ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/
をご覧ください。
　不法就労を防止し、誰もが安心し
て過ごせるまちを実現するため、事
業主をはじめとした皆さんのご理解
とご協力をお願いします。

納付書（払込用紙）
　口座振替同様、6月～翌年3月の10
回割になります。今回お送りする納
入通知書に、6月期～3月期分の納付
書と1年分の一括納付書を同封しま
す。
　銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、
信用組合、コンビニエンスストア、
モバイルレジ、または区役所・各総
合支所の窓口で保険料をお納めくだ
さい。
　ただし、1枚の納付書の金額が30
万円を超える場合は、コンビニエン
スストア、モバイルレジでのお取り
扱いはできませんので、ご注意くだ
さい。
特別徴収（年金からの天引き）
　65～74歳（平成30年4月1日現在）の
人で構成される世帯の保険料は、原
則、4月～翌年2月の年金支給月（偶

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。
非自発的失業者による軽減措置
　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、保険料が軽減さ
れる場合があります。雇用保険受給
資格者証をお持ちいただき、届け出
てください。
納付方法について
口座振替
　1年分の保険料を6月～翌年3月の
10回で引き落とします。

◦屋外では、帽子や日傘を使用し、
日差しを避けましょう。
◦白っぽい服や体を締め付けない服
を着用しましょう。
◦水分をこまめに補給しましょう
（持病のある人は水分補給の方法を
主治医に相談しましょう）。
◦日頃からバランスよく食事をし、
定期的な運動を行って、汗をかきや
すい体づくりをしましょう。

　平成29年中の所得金額に基づき決
定した国民健康保険料の納入通知書
を、6月13日（水）に世帯主宛てに発
送します。
保険料の計算について
　国民健康保険料は、世帯を単位と
して、国民健康保険加入者の人数と
賦課のもととなる所得金額（※）を基
に年間保険料を計算しています（表
のとおり）。
※�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
た金額です（雑損失の繰越控除は
行いません）。

保険料の減額・軽減
保険料均等割額の減額
　前年1～12月の1年間の所得金額が
一定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
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
が国保加入者だった場合、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が
必要です。
旧被扶養者に対する軽減
　社会保険、船員保険、共済組合等

　例年、梅雨が明けると熱中症の患
者が増加します。予防を心掛け、急
に暑くなる日や、気温が高い日・風
が弱い日・湿度が高い日には注意を
しましょう。熱中症は室内でも起こ
ります。高齢者や子どもは特に注意
が必要です。
熱中症の予防法
◦エアコン・扇風機を上手に利用し
ましょう。

国民健康保険料の納入通知書をお送りします
平成30年度

＝ ＋ ＋

＋   

  

＝

＋ ＝

＋ ＝

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パーセント

第2号被保険者全員の賦課のもととなる所得金額×1.18パーセント

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パーセント

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

表 保険料の計算方法

熱中症を
予防しましょう

環境課環境政策係� ☎3578－2506
健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

問い合わせ

問い合わせ
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熱中症の症状
軽度
　めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗
がとまらない
中度
　頭痛、吐き気、体がだるい
重度
　けいれん、呼びかけに反応しな
い、意識がない、高体温
熱中症の対処法
　すぐに涼しい場所へ移って体を冷
やし、イオン飲料等を飲み、水分と
塩分を補給してください。軽度の人
でも誰かがそばで見守り、改善しな
い場合や中度以上の症状になった場
合は、医療機関への受診が必要で
す。

熱中症予防情報サイト（環境省）
　暑さ指数の予測値、個人向けの
メール配信サービス等、熱中症予防
に役立つ情報が掲載されています。
http://www.wbgt.env.go.jp/

開設・提供期間
　9月28日（金）まで

携帯電話版 スマート
フォン版

熱中症予防
情報メール
サービス

東京入国管理局� ☎5796－7111
防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2270
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　防災行政無線が聞きとりにくい世
帯を対象として有償配布している
280メガヘルツ帯防災ラジオについ
て、各総合支所にて期間限定の特設
窓口を設けます。
280メガヘルツ帯防災ラジオとは
　出力が大きく、区内全域で受信で
き、気密性の高い集合住宅の室内
や、建物の陰にも回り込んで届きや
すい専用の電波（280メガヘルツ帯）
を利用して、区の災害情報を送信し
ます。
　AM・FMラジオ放送も聞くことが
できます。
とき・ところ
（1）6月18～20日（月～水）：麻布地区
総合支所、赤坂地区総合支所
（2）6月25～27日（月～水）：高輪地区
総合支所、芝浦港南地区総合支所
※�時間はいずれも午前8時30分～午
後5時（6月20・27日は午後7時まで）
※�防災課（区役所5階）では、常時申
請を受け付けています。

必要書類等
◦申請書（その場で記載することも
できます）

◦運転免許証、健康保険証等の住
所・氏名が分かるもの
◦現金1000円（住民税非課税世帯お
よび生活保護受給世帯は無料）
◦住民税非課税の人は、非課税証明
書（書類がなくても申請できます。
お手元にない場合は、事前にご相談
ください）
◦生活保護受給者は、生活保護受給
証明書（書類がなくても申請できま
す。お手元にない場合は、事前にご
相談ください）
◦聴覚障害者は、身体障害者手帳
注意事項
◦防災ラジオの配布は1世帯1台に限
ります。
◦申請書は、防災課・各総合支所で
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。
◦特設窓口以外にも、郵送による申
請等を実施しています。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。

区内のＰＭ2.5の１日平均値

区内の放射線量の１日平均値
5月23日（水）の区内2カ所のモニタリングポストの放射線量の１日平均値は次のとおりです。

5月23日（水）の各局の１日平均値（速報値）は次のとおりです。

区
　
局

赤坂局 8.5㎍/㎥

一の橋局 10.7㎍/㎥

芝浦局 8.5㎍/㎥

都
　
局

高輪局 12.2㎍/㎥

第一京浜高輪局 10.1㎍/㎥

台場局 10.1㎍/㎥

※㎍／㎥＝１立方メートル当たりのマイクログラム
※速報値ですので、後日訂正されることがあります。
※ＰＭ2.5の環境基準は、１年平均値が１5㎍／㎥以下、かつ１日平均値が35㎍／㎥以下です。
その他の測定結果やリアルタイムの数値は、港区ホームページまたは東京都ホームページ 
をご覧ください。

問い合わせ 環境課環境指導・環境アセスメント担当 ☎35７8－2492

問い合わせ 環境課環境政策係 ☎35７8－248７

　※μＳｖ／ｈ＝１時間当たりのマイクロシーベルト
　※地表から5０ｃｍの地点で測定。
その他の放射線量等測定結果は、港区ホームページをご覧ください。

区役所（植え込み）
0.074μS v／h

お台場学園
0.042μS v／h

もへの支援も行います。
個別相談・個別支援　子どもの状
況により、専門職員が保護者の相
談に応じながら、必要な支援を行
います。未就学児が対象です。
就園児グループ　こども療育パオ
を利用したことのある、保育園や
幼稚園に通っている3～5歳児を対
象としたグループ活動です。
学齢児グループ　心身に障害のあ
る、またはその傾向のある小学生
に対し、地域での日常生活の充実
と自立に向け、創作やレクリエー
ション等のグループ活動を行いま
す。
おもちゃ図書館　心身に障害のあ
る乳幼児と保護者が親子で来館
し、興味があるおもちゃで一緒に
遊んだり、そのおもちゃを借り、
家で継続的に遊ぶことにより、家
庭での遊びの充実を図ります。

○相談事業について
障害保健福祉センター

☎5439－8053・2511
FAX5439－2514

○子ども療育パオについて
障害保健福祉センターこども
療育パオ
☎5439－8055　FAX5439－8069

　相談事業
　障害保健福祉センターでは、障
害のある人やその家族が、安心し
て生活できるよう、各種相談をお
受けしています。
相談支援（「なんでも相談」）　生活
に関する相談、医療・保健・健康
管理・介護・人間関係・就労、余
暇活用や社会参加等に関する相談
や各種福祉サービスの利用につい
ての相談等を受け付け、一緒に問
題解決に向けて支援します。
専門相談　理学療法士、作業療法
士、言語聴覚士、栄養士等の専門
スタッフが相談を受けます。
対象　原則65歳未満の区民で、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お
持ちの人およびその家族、障害者
総合支援法に指定された難病等に
り患している人およびその家族
相談受付内容
（1）つえ、装具、車いす等の製作
に関わる相談
（2）補装具の選定や生活用具の工
夫、リハビリ相談
（3）生活環境を整えるために必要
な住宅改修・福祉用具の利用の相
談や紹介

（4）ご家族や支援者への介護方法
や支援方法の相談
（5）食生活に関する栄養管理や介
護食や治療食等の栄養相談
※訪問相談も受け付けます。
専門医相談（予約制）　障害のある
人がより健康に生活するため、本
人やその家族に対し、整形外科、
内科、精神神経科、眼科、耳鼻咽
喉科の専門医が相談を受けます。
日時について詳しくは、お問い合
わせください。
計画相談支援　自立した地域生活
を支え、希望する生活を実現する
ために、生活の中で抱える課題の
解決や適切なサービス利用に向け
て支援します。
対象　障害福祉サービス、障害児
通所支援を利用する人
支援内容　相談支援専門員が「サ�
ービス等利用計画」「障害児支援利
用計画」を作成します。

　こども療育パオ
　こども療育パオでは、18歳未満
の児童で、歩き始めが遅い、友達
と上手に関われない等の心身の発
達に関する相談をお受けしていま
す。また、未就学児を対象に、早
期療育を通して心身の発達を促

し、日常生活に必要な力の習得が
できるように支援をしています。
通園事業
指定日クラス（0～2歳児）　保護者
と一緒に通います。月齢に応じた
小集団での活動において、子ども
の発達に合わせた工夫をし、保護
者と一緒に楽しめる遊びをしま
す。また、日常生活を過ごしやす
くし、身の周りのことが自分でで
きるように支援します。
通園日　週2日
とき　午前9時35分～正午
日々クラス（3～5歳児）　保護者か
ら離れ、小集団での活動から友達
や大人とのやり取りを学び、ま
た、さまざまな遊びを体験し、社
会経験を広げ、基本的な生活習慣
を身に付けます。
通園日　週5日（月～金曜）
とき　午前9時35分～午後2時
在宅訪問事業　子どもの状態によ
り来所できない場合に、専門職員
が家庭を訪問し、家庭や地域での
生活が充実するよう、実際の家庭
生活場面での健康維持と日常生活
の支援を行います。
重症心身障害児通園事業（0～5歳
児）　地域の障害児施設等への通
所が困難な心身に重度の障害があ
る子どもが体調を維持し、生活リ
ズムをつくることで、家庭や地域
の中で楽しく豊かに過ごせるよう
支援します。
　また、医療的ケアが必要な子ど

内レクリエーションや創作活動等
人各回20人程度※定員に達した場
合、選考審査あり
費用　課税世帯は1日当たり480円
申直接、6月22日（金）までに、各
総合支所区民課保健福祉係へ。
問障害者福祉課障害者支援係
� ☎3578-2671

精神障害者社会復帰援助事業
（デイケア）
対区民で、こころの病気がある人
時毎週金曜午前9時30分～正午
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
� ☎6400-0084
または、各総合支所区民課保健福
祉係へ。� ☎欄外参照

者団体連合会加入の障害者団体に
所属している人は、各所属団体か
らお申し込みください。
� ☎6230－0284　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

平成30年度重度障害児の日中一
時支援事業(夏期)利用者募集　
対区内在住で特別支援学校等に通
学する、小学部4年生～高等部3年
生の重度障害児
時7月23日～8月30日（毎週火・水・
木曜※7月25日（水）は7月23日（月）、
8月22日（水）は8月20日（月）に振り
替えます）（火：知的障害児、水：
知的障害児・肢体不自由児、木：
肢体不自由児）午後1時30分～5時
所障害保健福祉センター

所品川プリンスホテルボウリング
センター（高輪4－10－30）
人30人（抽選）
申はがきに、「障害者ボウリング大
会参加希望」・障害の種別（車いす
利用者は明記）・住所・氏名・電
話番号を明記の上、郵送で、7月
23日（月・必着）までに、〒106-
0032六本木5－16－45　港区社会
福祉協議会ボランティア・地域活
動支援係へ。※港区心身障害児・

心身障害者（児）ボウリング大会
　障害者用のボールや投球補助台　　
を用意し、障害のある人が楽しめ
る大会です。また、区内障害者団
体との交流もできます。
対区内在住で、身体障害者手帳・
愛の手帳・精神障害者保健福祉手
帳のいずれかをお持ちの人とその
介助者※介助送迎はありません。
時8月18日（土）午前9時～11時

相談事業・こども療育パオの利用案内
障害保健福祉センター

280メガヘルツ帯防災ラジオ有償配布のための
特設窓口を開設します

防災課防災係� ☎3578－2545

◆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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　学校の夏休みに合わせ、青少年
対策地区委員会（※）と区の共催で
「みなとキャンプ村」を開催しま
す。
　キャンプ村では、野外炊飯や川

（2）三田・高松・高陵・赤坂・お
台場地区：8月18～20日（土～月）
ところ
　平山キャンプ場（山梨県北都留
郡小菅村）
申し込み
　各区立小中学校等で配布するチ
ラシをご覧ください。

子ども家庭課青少年育成担当
� ☎3578－2435

います。
※�青少年対策地区委員会は、区立
中学校の通学区域ごとに設置さ
れています。

対象
　小学生以上の児童、生徒（地区
委員会ごとに対象年齢が異なりま
す）
とき
（1）御成門・港南・白金・六本
木・青山地区：8月11～13日（土～
月）

遊び、ハイキング、キャンプファ
イヤー等、都心ではなかなか味わ
えないさまざまな体験ができま
す。キャンプは各地区委員会ごと
に内容の企画や参加者の募集を行

家庭
◦思い通りにならないと泣いて暴
れる
◦チックや爪噛

か

み、夜尿がある
◦万引きや夜遊びをする
◦頻繁に手を洗う　　　　　　等
申し込み
　予約制です。電話でお申し込み
ください。
専用電話 ☎5791－5682
　相談したい内容・お子さんの名
前・年齢・連絡先をお聞きしま
す。お子さんの都
合がつかないとき
には保護者だけの
相談もお受けしま
す。
※�初回の相談、継
続相談ともに時
間は1回50分で
す。

対象
　18歳までの区内
在住・在学者およ

守秘義務によって守られますの
で、安心してお気軽にご相談くだ
さい。
主な相談内容
学校および友達関係
◦学校に行きたがらない
◦教師の指示に従えない
◦落ち着きがない、忘れ物が多い
◦言葉の発達が遅い
◦いじめられる
◦引っ込み思案で友達ができない
◦友達とトラブルが多い
◦些

さ

細なことで怒り出す　　　等

　子育ての中で不安を感じたり一
人で悩んだりしていませんか。教
育相談室では、よりよい解決方法
を保護者と一緒に探っていきま
す。
　遊びや面接を通して、本来持っ
ている力を発揮できるようお子さ
んと関わっていきます。必要に応
じて知能検査や心理検査を行うこ
ともできます。
　18歳までのお子さんに関するさ
まざまな相談を、心理学の専門家
がお受けしています。個人情報は

びその保護者
開室時間
　月～金曜　午前9時～午後5時
※�土・日曜、祝日、年末年始を除�
く。

ところ
　教育センター

教育センター� ☎5791－5661

こんにちは赤ちゃん訪問
　お子さんが生まれたご家庭を助
産師や保健師が訪問します。訪問
では、（1）お子さんの体重測定や
育児相談（2）産後の体調の相談（3）
母子保健サービスの紹介等を行い
ます。
対おおむね、生後120日以内のお
子さんのいる全ての家庭※第2子
以降の人もご利用ください。里帰
り中、里帰り後も訪問できます。
詳しくは、お問い合わせくださ
い。
申母子健康手帳交付時にお渡しし
ている「出生通知書」のはがきを郵
送してください。
問健康推進課地域保健係

☎6400－0084

Helloママサロン
　助産師による相談・交流会を行
います。
対区民で、平成30年4・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18日（月）午前9時30分～11時
30分（受け付けは午前10時15分ま
で）
所みなと保健所
人50組（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。
問健康推進課地域保健係

☎6400－0084

ママの健康相談
　助産師がご家庭を訪問し、産後

の体調・母乳等の相談に応じま
す。
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　3回まで可
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

グループお母さんの時間
　育児や家庭でのつらい気持ちを
語り合い、分かち合う集いの場で
す。
対区民で、育児中の母親※保育あ
り（申し込み時にお申し出くださ
い）
時6月28日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

バースデイ歯科健診「年に一度
は歯科健診を受けましょう」
　歯科健診・歯磨きの話・食事相
談等を行います。
対1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月を
過ぎても受診できます）※3歳のお
子さんは「3歳児健診」（個別に通知
します）をご利用ください。
時7月13日（金）、8月3日（金）いず
れも午後1時30分～2時30分
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ
申当日直接会場へ。※妊産婦の歯
科健診を同日に行っています。詳
しくは、健康推進課地域保健係
へ。
問みなとコール� ☎5472－3710
健康推進課地域保健係

☎6400－0084

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～」
対小学1～3年生
時6月24日（日）午後2時～3時30分
所港南図書館
人20人（申込順）
申電話または直接、6月23日（土）
までに、港南図書館へ。※6月21
日（木）は休館。� ☎3458－1085

子ども向け海洋講座「夏のクジ
ラ教室　クジラの食事をのぞい
てみよう！」港南図書館
対小学1～3年生
時7月1日（日）午後2時～3時30分
所港南図書館
人20人（申込順）
申電話または直接、6月30日（土）
までに、港南図書館へ。※6月21
日（木）は休館� ☎3458－1085

子ども向け海洋講座｢夏のクジ
ラ教室　クジラの食事をのぞい
てみよう！｣高輪図書館
対小学生とその保護者
時7月8日（日）午後1時30分～3時
所高輪図書館
人20組（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

生物多様性講座｢みんなの知ら
ない、ふしぎな島　マダガスカ
ルについて学ぼう！｣
対小学生とその保護者
時7月15日（日）午後1時30分～3時

所高輪図書館
人20組（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

区立中学校合同学校説明会を開
催します
　学校選択希望制と区立中学校10
校の特色について紹介します。
時7月7日（土）午後2時～4時15分
所赤坂区民センター
人360人（会場先着順）�※保育あり
（4カ月～就学前、5人程度。希望
する人は、6月27日（水）までに、
学務課学校運営支援係へ）
申当日直接会場へ。
問学務課学校運営支援係

☎3578－2728

セルフエステDEリフレッシュ
「ママの時間も楽しもう」
対区民で、0～18歳のお子さんが
いる母親
時7月10日（火）午前10時～11時30
分
所みなと保健所5階会議室
人15人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人。6月20日（水）まで
に、申し込み時にお申し出くださ
い）
申電話で、6月11日（月）～27日
（水）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
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

お困りのことを話してみませんか

明治通り・首都高2号線

桜
田
通
り

光林寺前バス停

教育センター

地下鉄
白金高輪駅

麻布十番
方面

出口 3番

五反田方面

三田・田町
方面

天現寺
方面

三光坂下
バス停

恵比寿方面

白金の丘
学園 高輪地区

総合支所

教育
センター
入り口

「みなとキャンプ村」を
開催します

「みなとキャンプ村」を
開催します

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

教育相談室をご利用ください

6月11日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	議会報告会、港区長の一日民生委員・児童委員、第38回エコライフ・フェアMINATO2018、港区マラソン開催案内　他
放送期間 	 6月11日（月）～20日（水）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。
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たさまざまな取り組みが全国的に実
施されます。
　区では、全ての人が性別にとらわ
れず自分らしく豊かに生きることの
できる男女平等参画社会を実現する
という固い決意をこめ、平成16年に
港区男女平等参画条例を制定しまし
た。
　この条例に基づき、港区男女平等
参画行動計画を策定し、男女平等参
画施策を総合的かつ計画的に推進し
ています。
　また、平成27年3月には「第3次港

　6月23～29日は「男女共同参画週
間」です。男女共同参画社会基本法
の目的や基本理念について皆さんの
理解を深めることを目的に設定され
ています。平成30年度内閣府では、
「スポーツに関わるあらゆる分野で
の女性の参画を推進し、様々なス
ポーツに男性も女性も親しみ、チャ
レンジし、活躍できるようになるた
めのキャッチフレーズ」を募集し、
“走り出せ、性別のハードルを超え
て、今”が選定されました。期間中
は、男女共同参画社会の実現に向け

青少年健全育成大会in六本木
　記念式典を行い、区の小学校の児
童等による演奏や演技等が披露され
ます。
　また、六本木ヒルズアリーナ会場
から、“社会を明るくする運動”に賛
同する団体がパレードを行います。
対象　どなたでも
とき
　7月7日（土）午後1時30分～4時40分
（オープニングセレモニー：午後1時
25分～1時30分、パレード：午後4時
～4時40分）
ところ
　六本木ヒルズアリーナ会場（六本
木6－10－2）
申し込み
　当日直接会場へ。

　“社会を明るくする運動”は、全て
の国民が、犯罪や非行の防止と罪を
犯した人たちの更生について理解を
深め、それぞれの立場において力を
合わせ、犯罪や非行のない明るい社
会を築こうとする全国的な運動で、
平成30年で68回目を迎えます。
　区では、7・8月を強調月間とし
て、駅頭でのPR活動をはじめ、さ
まざまな催しを行います。多くの皆
さんの参加をお待ちしています。

保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2379

問い合わせ

平成29年度みなと区民の集い
（青山中学校吹奏楽部の生徒による演奏の様子）

平成29年度青少年健全育成大会in六本木
（芝小学校芝シンフォニックブラスの演奏の様子）

みなと区民の集い
　区立中学校生徒による演奏・演
技、親子で楽しむプロによるクラ
シックコンサートが開催されます。
対象
　どなたでも
とき
　7月14日（土）午後1時～4時30分
定員
　250人（会場先着順）
ところ
　高輪区民センター
申し込み
　当日直接会場へ。

区男女平等参画行動計画―広げよう
男女平等―（平成27年度～32年度）」
を策定しました。
　計画を実効性のあるものにするた
めに、区民の皆さん、事業者の皆さ
ん、関係団体・関係機関の皆さんと
の連携・協働に努め、男女平等参画
社会の実現をめざして、取り組みを
進めていきます。
男女平等参画フェスタinリーブラ20１8
　区では、男女共同参画週間に合わ
せて、男女平等参画センターで、男
女平等参画をより身近なものとして

男女平等参画センター
� ☎3456－4149
男女平等参画センターホームペー
ジ� http://www.minatolibra.jp/
総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2026

問い合わせ

“社会を明るくする運動”
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

7・8月は

強調
月間で

す

感じ、考えるために「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」を開催します。詳
しくは、「広報みなと」5月21日号を
ご覧ください。

男 女 共 同 参 画 週 間

6月20日（水）～7月19日（木）

　薬物乱用の問題は、我が国を含め世界
全体で取り組まなければならない社会問
題です。健康被害を引き起こすだけでな
く、薬物乱用が要因と考えられる事件や
事故が発生することもあり、私たちの暮
らしの安全・安心を脅かしています。
　我が国の平成28年の覚醒剤事犯の検挙
人員は過去20年間で最も少なかったもの
の依然として1万人を超えており、大麻
取締法に違反して検挙された人数は3年
連続で増加しています。 生活衛生課医務・薬事係�☎6400－0044

問い合わせ

　さらに、平成28年の覚醒剤の押収量
は、統計を始めた平成14年以降で、過去
最高の押収量を記録しました。
　薬物乱用は使用した本人だけでなく、
周りの人の人生も破壊してしまうため、
1回でも｢ダメ。ゼッタイ。｣という意識
を強く持つことが大切です。薬物乱用の
恐ろしさについて正しい知識を身に付け
て、決して薬物には手を出さない、薬物
乱用を許さない社会環境をつくっていき
ましょう。
　区では、｢東京都薬物乱用防止推進港
区協議会｣と協働して、地域に根ざした
広報・啓発活動を行っています。皆さん
のご協力をお願いします。
｢6・26国際麻薬乱用撲滅デー｣都民の集い
とき
　6月24日（日）午後1時30分～4時
ところ
　歌舞伎町シネシティ広場イベントス
ペース（新宿区歌舞伎町1－19先）

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
｢ダメ。ゼッタイ。｣ 普及運動

引っ越しサービスをめぐるトラ
ブルに注意
Ｑ　引っ越しに関するトラブル
を防ぐには、どのようなことに
注意をしたらよいですか。
Ａ　引っ越し業者を選ぶ際は、
複数の事業者から見積もりを取
り、作業員数や補償等、価格以
外の条件についてもよく検討す
ることが大切です（見積もりは
輸送依頼の基になるものです。
業者にしてもらいたいこと、自
分たちですることを明確にし、
分からない点はよく確認し、疑
問が残らないようにしましょ
う）。
　事業者と口頭で打ち合わせた
場合であっても、必ず見積書に
記載してもらい内容を確認しま
しょう（電話やインターネット
の見積もりだけでは、打ち合わ

消費者センター相談専用電話� ☎3456－6827
相談時間（祝日、年末年始を除く月～土曜午前9時30分～
午後4時）� ※土曜は電話相談のみ

問い合わせ

区長室広報係　☎3578－2036

せ不足によるトラブルが起こり
やすいので、避けましょう）。
　梱包用の段ボールの返送料等
をめぐり、トラブルになること
があります。契約先が確定する
前には受け取らないようにしま
しょう。
　契約時は、約款に解約料の発
生時期や荷物の紛失・破損、遅
延への対応等について記載され
ていることを必ず確認しましょ
う。
※�運送業者は国土交通省が定め
た「標準引越運送約款」に基づ
くルールにより引っ越しを行
います。必ず読みましょう。
平成30年6月に改正され、解
約・延期手数料率が変更され
ましたので、ご注意くださ
い。

もしトラブルにあってしまった
ら
　事業者に苦情を申し出たのに
もかかわらず、対応してもらえ
ない、また対応に納得できない
場合には、すぐに消費者セン
ターに相談しましょう。
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「MY HOME TOWN」を使った盆踊りを制
作します
　赤坂地区総合支所では、この「MY　
HOME　TOWN」をより地域の皆さんに親
しんでもらうために、曲に合わせて

ます。気付かずに室内に取り込むと
刺されることがあります。
万が一刺されてしまったら
　ハチの毒は、急激に強いアレル
ギー反応を起こす場合があるので、
早めに医師に診てもらいましょう。
ハチに関する相談を受け付けていま
す
　みなと保健所ではハチに関する相
談を受け付けています。ハチは種類
や巣の状況、季節によって対処方法
が異なるので、ご希望により、自宅に
伺ってアドバイスを行っています。
※巣の除去は行っていません。

　「港区健康づくりサポーター」は、
健康づくりに取り組む個人や団体
が、現在行っている活動を通じ、こ
れから健康づくりをしたい区民を応
援する取り組みです。
　現在、港区健康づくりサポーター
には71団体（平成30年4月現在）が登
録しており、区内施設等を会場に、

　赤坂地区総合支所では、港区政70
周年を記念して、平成29年3月に赤坂
青山イメージソング「MY　HOME　TOWN」
を地域の皆さんと制作しました。
　制作して以降、地域の保育園や学
校等を中心にさまざまな場所やイベ
ントで親しまれています。
　曲のプロモーションビデオは、作
詞作曲を手掛けた男性2人組アーテ
ィスト「吉田山田」が赤坂・青山のさ
まざまなスポットを巡る内容となっ
ています。港区ホームページや赤坂
地区総合支所2階エレベーターホー
ルでご覧いただけます。

ハチの活動が活発化しています
　ミツバチ類は、花が咲き出す3月
下旬頃から活動が活発になり、蜜や
花粉を集め始めます。
　アシナガバチやスズメバチ等の狩
りバチ類は、樹木害虫の毛虫・青虫
や小さな昆虫等が多くなる4月下旬
頃から、女王蜂が単独で巣作りを始
めます。その後、6月上旬頃から働
きバチが増加していきます。
アシナガバチ類
　写真１はアシナガバチの巣です。
お椀をひっくり返したような形をし
ていて、幼虫が育つ穴がたくさん見
えます。
　軒下、窓枠、戸袋の中、外階段の
ステップの裏、枝葉が密生した植木
の枝等に巣を作ります。巣の色は灰
色です。
　脚をだらりと下げてふらふらと飛
ぶのが特徴です。
スズメバチ類
　写真2は、コガタスズメバチの初
期の巣です。下部に出入りのための
穴があります。外壁があり中は見え
ませんが、巣の中にはアシナガバチ
の巣と同じように、たくさんの穴が
ある巣盤が何重にもなり、幼虫が育
てられています。外壁は茶系統でま
だら模様をしています。
　軒下、屋根裏、大ぶりの樹木の枝
等に巣を作ります。土の中に作る種
類もいます。

赤坂地区のイメージソング

をご存じですか

赤坂地区総合支所協働推進課地区
政策担当� ☎5413－7013

健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

生活衛生課生活衛生相談係
� ☎6400－0043

収録には地域の皆さんにご参加いただきました

港区健康づくりサポーターを
募集します

　アシナガバチと比べると飛ぶス
ピードが速く、直線的に飛びます。
ハチの攻撃
　刺傷事故の多くは、ハチの巣に気
付かずに、巣の付近を振動させた
り、誤って巣に触れたりして、ハチ
を刺激したときに発生しています。
ハチは、むやみに刺しに来るのでは
なく、巣を守るために近づく敵に対
して攻撃します。事前に巣があるこ
とを知ることで、事故を防ぐことが
できます。
巣の確認
　ハチは、巣を雨風の当たらないと
ころに作ります。家の周りで多くの
ハチを頻繁に見かけるときは、巣を
作っている可能性があります。ハチ
を刺激しないように少し離れた場所
からハチの集団を観察し、ハチが飛
ぶ方向等から、ゆっくり慎重に、巣
の位置を確認しましょう。
巣の確認時の注意
　巣を確認する時は、巣に近づきす
ぎない限り、ハチがいきなり攻撃し
て来ることはありません。ハチは、
速い動きに対して興奮するので、ハ
チが体の近くに飛んで来た時に手で
追い払おうとしたり、慌てて走って
逃げたり、体を急激に動かして避け
ようとしたりしないようにしましょ
う。その場で一旦静止し、ゆっくり
後ずさりしてその場から離れるよう
にしましょう。

　黒っぽい色の服やひらひらする物
が付いた服、化粧品等の匂いにも強
く反応するので気を付けましょう。
また、大きな音にも反応します。
巣ができていたら
　巣のできている場所が生活に支障
のない場所であれば、そのままにし
ておくのもいいでしょう。なぜな
ら、アシナガバチやスズメバチ等の
狩りバチ類は、青虫や毛虫、ハエ等
の小昆虫を幼虫のエサにする益虫と
しての面もあるからです。また、狩
りバチ類の巣は1年限りで、翌年も
続けて同じ巣を使用することはあり
ません。
洗濯物への注意
　気温が下がる秋口は、洗濯物や布
団に注意しましょう。温まった干し
物にハチがとまっていることがあり

子どもから大人までを対象とした食
生活・運動等の分野で活動していま
す。
　健康づくりに関心のある皆さん、
港区健康づくりサポーターに登録し
ませんか。
登録手続きの方法
（1）区へ問い合わせをする。
（2）面談を受ける。
（3）登録申込書を作成・提出する。
（4）登録証が発行されると登録完了
（登録期間5年間）
　健康づくりサポーターの活動状況
や登録申込書は、港区ホームページ
をご覧ください。

登録団体の活動風景

盆踊りの振り付けを制作します。平
成30年の夏のイベントから順次、さ
まざまな機会で披露していく予定で
す。
　詳しくは、完成次第、港区ホーム
ページ等でお知らせします。
赤坂親善大使が活躍しています
　赤坂親善大使は地域に賑わいをも
たらし、地域の魅力を発信するため
に誕生した赤坂地区のマスコット

キャラクターです。地区管内のさま
ざまなイベント等に出演し、地域を
盛り上げるべく活動しています。
「MY　HOME　TOWN」のプロモーションビ
デオにも出演していますので、ぜひ
探してみてください。

赤坂親善大使（左からアカオくん、アユミン、
アカサカメン）

ハチに気を付けましょうハチに気を付けましょう
写真１ アシナガバチの巣 写真2 コガタスズメバチの初期の巣
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　平成30年第2回定例会は、6月13
日（水）から開かれます。
　議案は、区政資料室（区役所3
階）および港区議会ホームページ
http://www.gikai.city.minato.
tokyo.jp/
でご覧になれます。
　また、各区民センター・港区立
図書館・各いきいきプラザ等、区
の各施設でも議案の概要をご覧に
なれます。

　「平成29年度港区食品衛生監視
指導の実施結果」を取りまとめま
したので、食品衛生法に基づき公
表します。
公表開始日
　6月21日（木）
閲覧方法
　｢平成29年度港区食品衛生監視
指導の実施結果｣は、生活衛生課
（みなと保健所5階）、区政資料室

※�購入する「共通券」と「限定券」の組
み合わせは自由です。
例：共通券2万円と限定券3万円購
入、共通券のみ5万円購入、限定券
のみ5万円購入
※�代理分は1人分まで購入できま
す。購入上限額は本人分と代理分
で10万円までです。

販売期間
　7月2日（月）午前10時から完売まで
※台場地域は午前11時から
販売場所
　港区商店街連合会事務局等区内20
カ所
※販売所一覧は表のとおり
購入方法
　各販売所の窓口に準備されている
指定用紙「商品券購入申込書」に必要
事項を明記の上、ご購入ください。
※�購入時に、購入者の本人確認書類
（運転免許証、健康保険証等）の提
示が必要です。
※�代理で購入する場合は、代理人の
本人確認書類（コピーでも可）も併
せて提示してください。
※�インターネットで6月19日（火）正
午～23日（土）午後5時に購入引換
券の申し込みができます（抽選）。
詳しくは、港区商店街連合会ホー
ムページをご覧ください。

注意事項
◦今回販売のプレミアム付きスマイ
ル商品券の利用期限は、平成30年12
月31日（月）までとなります。
◦プレミアムが付かないスマイル商
品券「一般券」の使用可能店舗は「共
通券」と同じです。

場が少ない。オレンジカフェという
ものがあると聞いたが、これだけで
は足りない。もっと勉強する場を設
けてほしい。
区の対応・考え方
　区では、高齢者の介護をしている
人の負担軽減を図るため、認知症高
齢者とその家族が気軽に参加でき
る、みんなとオレンジカフェを実施
し、介護や認知症に関する知識の習
得の場としてご利用いただいており
ます。
　また、地域の高齢者や高齢者を介
護している家族の総合的な相談、支
援の窓口として区内5地区に設置し
ている高齢者相談センターでは、介
護の技術を学べる講座等を開催して
おります。
※�その他のご意見・ご提案等は、港
区ホームページをご覧ください。

　区では、開かれた透明性の高い区
政の推進・区民参画の推進のため
に、皆さんから区政に対するさまざ
まなご意見・ご提案等（以下「区民の
声」）をいただき、信頼される区政の
実現をめざすとともに区政運営の参
考としています。
　回答が必要なものについては、担
当課から文書または電話で、原則14
日以内に回答することとしていま
す。
「区民の声」の公表について
　電話・来訪・手紙・広聴はがき・
広聴メールおよび広聴ファックス等
でお寄せいただいた「区民の声」は、
個人情報に関する内容等を除き、ご
意見・ご提案の内容と区の対応・考
え方の要旨等を港区ホームページ等
で原則として公表します。
区に寄せられた「区民の声」の一部を
ご紹介します
介護する側の勉強の場について
　窓口に置いてある冊子を見たが、
介護をする側の人間に対する勉強の

　港区商店街連合会では、7月2日
（月）からプレミアム付きスマイル商
品券を販売します。今回は、これま
で発行してきた、10パーセントのプ
レミアムが付いたスマイル商品券
「共通券」に加え、新たに小規模店舗
等でのみ使用することができる、20
パーセントのプレミアムが付いた
「限定券」を発行します。
共通券概要
プレミアム率
　10パーセント（額面500円×22枚つ
づり）
販売総額
　1億円（額面総額1億1000万円・1万
冊）
使用可能店舗・機関
　全取り扱い店舗、医療機関、タク
シー
※�これまで発行してきたプレミアム
付きスマイル商品券と同じです。

限定券概要
プレミアム率
　20パーセント（額面500円×24枚つ
づり）
販売総額
　5000万円（額面総額6000万円・
5000冊）
使用可能店舗
　大型店舗を除く取り扱い店舗のみ
※�詳しくは、港区商店街連合会ホー
ムページ
　�http://smile－shohinken.net/
　�または、「共通券」
「限定券」購入時にお
渡しする小冊子「ス
マイル商品券取扱店
　�・医療機関一覧（平
成30年5月現在）をご
覧ください。

対象
　区内在住・在勤者
販売単位・購入限度額
　1冊1万円で1人5冊（5万円）まで

港区商店街連合会事務局
� ☎3578－2555
産業振興課産業振興係
� ☎3578－2556

区長室広聴担当�☎3578－2050～2

区議会事務局議会広報担当
� ☎3578－2920

生活衛生課食品安全推進担当
� ☎6400－0047

地元商店街購買促進ロゴマーク プレミアム付き区内共通商品券

港区議会定例会

港区食品衛生監視指導の
実施結果を公表します

本会議の生中継をインターネット
でご覧になれます
　港区ホームページ「港区議会」か
ら、｢港区議会インターネット中
継｣をご覧ください。
　過去の録画映像もご覧になれま
す。

（区役所3階）、各総合支所、各港
区立図書館（高輪図書館分室を除
く）、消費者センターの他、港区
ホームページでもご覧になれま
す。

表 プレミアム付きスマイル商品券販売所一覧（2０販売所）　
地区 販売場所 住所 電話番号

芝
地
区

港区商店街連合会事務局
※ 一部インターネットでもご

案内しています（詳しくは、
港区商店街連合会ホーム
ページをご覧ください）。

芝公園１－5－25　区役所3階 ☎3578－2555

薬局　桑山清心堂 芝2－１2－１ ☎3452－872１
日在堂文具 芝5－１3－１6 ☎345１－4367
慶愛堂 芝5－34－7　田町センタービル2階 ☎345１－552１
化粧品のエルメdeボーテ 新橋2－１6－１　ニュー新橋ビル１階 ☎35０１－4０9０

麻
布
地
区

西麻布郵便局 西麻布１－8－１１ ☎34０8－3543
ワガヤ電気 西麻布4－１9－１１ ☎34００－6266
六本木商店街振興組合事務
所

六本木5－5－１　六本木ロアビル6０7号
室 ☎34０１－945１

麻布十番商店街振興組合事
務所 麻布十番2－3－１０　麻布十番会館2階 ☎345１－58１2

ファッションハウスはせがわ 東麻布１－１8－１2 ☎3583－１9０6
赤
坂
地
区

エスプラナード赤坂商店街
振興組合事務所 赤坂3－１０－5　赤坂クインビル4階 ☎556１－9１25

外苑前郵便局 南青山2－27－23 ☎34０8－354１

高
輪
地
区

港三田四郵便局 三田4－１－3１ ☎345１－9754

魚らん商店会館 高輪１－１－3 ☎3446－8826
（竜雲つり具店）

テーラー大駒 高輪2－6－2０　 ☎3473－4253
メンズショップ小林 白金１－6－１4 ☎344１－6434
白金台南薬局 白金6－6－１ ☎542１－０88０

白台二商栄会館 白金台4－8－4　白台二商栄会館１階 ☎344１－4０69
（台二長寿庵）

芝
浦
港
南
地
区

芝浦ハウス 芝浦3－１5－4 ☎3453－37１8
（ミナトヤ）

SASH! SATO SHOES 
STUDIO
※午前１１時から販売開始

台場１－7－１　アクアシティお台場3階
☎3599－47００

（アクアシティ
お台場代表）

※完売した時点で終了です。

港区商店街連合
会ホームページ
の二次元コード

プレミアム付き区内共通商品券(スマイル商品券)の販売プレミアム付き区内共通商品券(スマイル商品券)の販売

平成
29年度

区政への ご意見・ご提案について

これまでの券種「共通券」に加えて新しい券種「限定券」が発行されます
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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。

港ユネスコ協会「坐禅会」
対区内在住・在勤・在学者
時6月25日（月）午後6時30分～8時30
分
所青松寺（愛宕2－4－7）
人40人（申込順）
申電話で、港ユネスコ協会（火～金
曜）へ。港ユネスコ協会ホームページ
からも申し込めます。�☎3434－2300
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

赤坂図書館ブッククラブ
対どなたでも
時6月24日（日）午後2時30分～3時30
分（午後2時開場）
所赤坂図書館
人15人（申込順）
持ち物　おすすめの本
申電話または直接、赤坂図書館へ。
※6月21日（木）は休館�☎3408－5090

目黒川流域河川整備計画を策定
しました
　都は、地域の皆さんや学識経験者
のご意見を伺い、「目黒川流域河川
整備計画」を策定しました。
閲覧方法　東京都建設局河川部、東
京都第一建設事務所※東京都建設局
ホームページ
http://www.kensetsu.metro.
tokyo.jp
からもご覧になれます。
問東京都建設局河川部計画課
� ☎5320－5414
土木課土木計画係� ☎3578－2219

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　（仮称）赤坂二丁目プロジェ
クト
時6月20日（水）～7月9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　本事業に係る
環境影響評価書案の縦覧と併せて募
集した意見書の提出がなかったこと
から開催しません。
問環境課環境指導・環境アセスメン
ト担当� ☎3578－2490

人30人（申込順）※保育あり（1歳～就
学前、6人。6月18日（月）までにお申
し込みください）
申電話で、6月11日（月）午前9時か
ら、消費者センターへ。
� ☎3456－4159

公衆浴場区民無料開放デー
対区民
時6月19日（火）
所

浴場名 ところ 電話番号 時間
アクア

ガーデン
三越湯

白金
5－１2－１6

☎344１
－9576

午後
3時3０分～

１０時
麻布

黒美水温泉
竹の湯

南麻布
１－１5－１2

☎3453
－１446

午後
3時3０分～
１１時3０分

南青山
清水湯

南青山
3－１2－3

☎34０１
－44０4

正午～
午前０時

ふれあい
の湯

芝
2－2－１8

☎5442
－2639

午後
3時～１１時

申平成30年度に初めて利用する場合
は、各浴場フロントにある「無料開
放カード」に住所・氏名を明記の
上、確認を受けてください（区民で
あることが分かるものが必要で
す）。※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

港区シルバー人材センター設立
40周年記念コンサート
対どなたでも
時6月25日（月）午後3時10分～3時50
分
所赤坂区民センター区民ホール
人30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問（公社）港区シルバー人材センター
� ☎5232－9681
担保健福祉課福祉活動支援係

平成30年度第4回港区男女平等参
画推進会議
対傍聴を希望する人はどなたでも
時6月27日（水）午前10時～正午
所区役所9階会議室
人5人程度（申込順）
申傍聴または保育（4カ月～就学前、
3人程度）を希望する人は、電話で、
6月20日（水）までに、総務課人権・
男女平等参画係へ。� ☎3578－2025

ン・トウモロコシ等の産直野菜の販
売（なくなり次第終了）（2）スイカ割
り、ゲーム大会、スイカ・メロンの
試食（なくなり次第終了）
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500

ありす「ちょこっと立ち寄りカ
フェ」地域ボランティア養成講座
対区内在住・在勤・在学者
時6月28日、7月5・12日（木・全3回）
午後1時30分～4時30分
所ありすいきいきプラザ
人20人（申込順）
申電話またはファックスで、住所・
氏名・電話番号を明記の上、6月27
日（水）までに、（特）介護者サポート
ネットワークセンター・アラジン
（月・土・日曜、祝日を除く午前11
時～午後6時）へ。
� ☎5368－1955　FAX5368－1956
問麻布地区総合支所区民課保健福祉
係� ☎5114－8822

第36回ゆかた着付け講習
対中学生以上の区内在住の女性
時7月8日（日）午後2時～4時
所白金台いきいきプラザ
人15人（抽選）
持ち物　浴衣一式
申本人が電話または直接、6月30日
（土）までに、白金台いきいきプラザ
へ。※当選者のみ、7月1日（日）以降
にご連絡します。� ☎3440－4627

オーストリア大使館主催「ゴル
ナー＆マハーン LIVE 2018」
対どなたでも
時6月24日（日）午後2時～3時30分（午
後1時30分開場）
所赤坂区民センター区民ホール
人100人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2565

一日消費者教室「プロに聞く！夏
のスキンケア～UV対策を中心に
～」
対区内在住・在勤・在学者
時6月27日（水）午後2時～4時
所消費者センター
内夏を乗り切るために紫外線との上
手なつきあい方や正しい商品知識に
ついて学びます。

出張結核健康診断
対普段胸部エックス線撮影を受ける
機会のない人
時7月3日（火）（1）午前10時30分～11
時30分（2）午後1時30分～3時
所（1）みなとパーク芝浦（2）白金の森
※いずれも車いす利用の人でも参加
可能。車いすをご利用の人はあらか
じめご連絡ください。
人各25人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

健康相談・禁煙相談
対区民
時7月11日（水）、8月8日（水）午前※
時間はお問い合わせください。※保
育あり（4カ月～就学前、3人。各開
催日の1週間前までにお申し込みく
ださい）
所みなと保健所
申電話で、開催日の前日までに、健
康推進課健康づくり係へ。
� ☎6400－0083

芝の語り部とのまち歩きツアー
「 芝 公 園 の 花 と 樹 木 を 訪 ね て
（パート2）」
対長時間歩行できる人
時6月24日（日）午前9時30分～11時30
分
所午前9時20分に都営三田線芝公園
駅A4地上出口付近集合、都営三田
線御成門駅付近で解散予定
人20人程度（抽選）
申電話またはファックスで、6月19
日（火）までに、住所・氏名・電話番
号を、都立芝公園サービスセンター
へ。� ☎3431－4359　FAX3431－4363
問芝地区総合支所協働推進課地区政
策担当� ☎3578－3121

とれたてメロン・スイカ・トウ
モロコシまつり
対どなたでも
時6月30日（土）（1）午前11時～午後4
時（2）午後1時45分～2時30分
所神明いきいきプラザ
内（1）茨城県阿見町のスイカ・メロ

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

6月17日（日） 玉菊薬局 白金3－2－3 3441－1972

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

6
月
１7
日（
日
）

谷村クリニック（内・小） 赤坂7－6－52　ハイツ赤坂112 3587－1239

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011

新橋デンタルクリニック（歯） 新橋3－11－9　烏森通りビル4階 3436－6480

貴美島デンタルオフイス（歯） 南麻布5－2－35　5階 6277－4217

★岸本クリニック（内） 六本木5－16－4　
六本木エーワンビル4階 3589－2112

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
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交流プラザへ。� ☎5443－7338

シニアのための合同就職面接会
対おおむね55歳以上の就職希望者
時6月22日（金）午後1時30分～3時
（午後1時～2時30分受け付け）
所港勤労福祉会館
持ち物　履歴書
申当日直接会場へ。
問みなと＊しごと55�☎5232－0255
担保健福祉課福祉活動支援係

� ☎3449－1643

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時7月10・11日（火・水）
所芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、6月20日（水）午後5時ま
でに、芝浦アイランド児童高齢者

楽しく踊ろう！はじめての社交
ダンス
対60歳以上の区民※初心者のみ参
加可能
時7月8日～9月23日（第2・4日曜、
全6回）午後2時～3時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人20人（抽選）
申電話または直接、6月26日（火）
までに、虎ノ門いきいきプラザ
へ。� ☎3539－2941

食べて美
お い

味しい栄養士講座7月
「夏の水分補給、あなたは何を
飲む？」
対おおむね50歳以上の区民
時（1）7月11日（水）午後2時～3時
（2）7月17日（火）午前11時～正午
（3）7月20日（金）午後2時～3時
所（1）三田いきいきプラザ（2）虎ノ
門いきいきプラザ（3）神明いきい
きプラザ
人（1）25人（2）15人（3）30人（いずれ
も抽選）
費用　300円（材料費）
申電話または直接、（1）6月25日
（月）までに、（2）7月2日（月）まで
に、（3）7月5日（木）までに、各い
きいきプラザへ。� ☎欄外参照

簡単！男性のためのおつまみ講
座
　包丁を使わない簡単なおつまみ
作りをご紹介します。
対おおむね50歳以上の男性区民
時7月14日（土）午後5時～7時
所三田いきいきプラザ
人6人（抽選）
申電話または直接、6月30日（土）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

スマートフォン教室
対50歳以上の区民
時6月18・25日（月・全2回）午後1
時30分～3時※iPhoneを使用
所西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　500円（教材費）
申電話または直接、6月15日（金）
までに、西麻布いきいきプラザ
へ。� ☎3486－9166

いきいき園芸教室
対60歳以上の区民
時7月4日～11月21日（第1・3水

曜、全10回）午前10時～正午
所西麻布いきいきプラザ　
人10人（初めての人優先で抽選）
費用　2000円（材料費）
申電話または直接、6月25日（月）
までに、西麻布いきいきプラザ
へ。� ☎3486－9166

スマートフォン体験会と教室
対50歳以上の区民
時（1）体験会：7月7日（土）（2）教室
：7月14・21日（土・全2回）いずれ
も午前10時～11時30分※iPhone
を使用
所南麻布いきいきプラザ
人各14人（60歳以上の人優先で抽
選）
費用　（1）無料（2）500円
申電話または直接、（1）6月20日
（水）までに、（2）7月7日（土）まで
に、南麻布いきいきプラザへ。
� ☎5232－9671

はじめようゴルフ！いつからで
もできるゴルフベーシック講座
＆ステップアップ講座
対50歳以上の区内在住者
時7月10日～9月18日（7月24日を除
く火曜・全10回）午後3時～4時30分
所青山いきいきプラザ
人各10人（抽選）※申し込みは1人1
講座まで
費用　2000円（テキスト代）
申往復はがきの往信面に、参加希
望の講座名・郵便番号・住所・氏
名（ふりがな）・年齢・電話番号
を、返信面にご自身の郵便番号・
住所・氏名を明記の上、6月20日
（水・必着）までに、〒107－0062
南青山2－16－5　青山いきいきプ
ラザへ。� ☎3403－2011

浴衣の着付けを楽しもう
対女性で、60歳以上の区民
時6月28日、7月26日（木・全2回）
午前10時～正午
所白金いきいきプラザ
人8人（抽選）※落選者のみに連絡
持ち物　浴衣、裾よけ等
申電話または直接、6月18日（月）
までに、白金いきいきプラザへ。
� ☎3441－3680

太極拳
対60歳以上の区民
時7月11日～9月26日（第2・4水
曜、全6回）午後5時30分～7時
所高輪いきいきプラザ
人20人（抽選）
申電話または直接、6月24日（日）
までに、高輪いきいきプラザへ。

タの企画・運営を行う実行委員を募
集します。
対区内在住・在学の高校生・大学生等
時6月28日、7月19日、8月2・23日、9月
6・20日（木・全6回）いずれも午後6時
～8時※子どもの未来応援フェスタ
は9月30日（日）正午～午後4時に開催
所生涯学習センター
人20人（申込順）
申電話で、6月11日（月）～26日（火）
に、みなとコール（午前9時（初日は
午後3時）～午後5時受け付け）へ。
� ☎5472－3710
担生活福祉調整課自立支援担当

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、7月5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

「子どもの未来応援フェスタ」実
行委員
　将来を考える世代の子どもたち
が、進学や就職等将来のことを考え
るきっかけをつくるため、地域、企
業、大学等と連携して開催するイベ
ントです。子どもの未来応援フェス

興係� ☎3578－2753

「第38回共に生きるみんなの歌と
踊りのつどい」実行委員（ボラン
ティア）
　歌や踊り、詩の朗読を通じて、障
害のある人もない人も一緒になって
参加し、楽しむイベントを、7月7日
（土）に麻布区民センターで開催しま
す。企画や準備、当日の運営等を手
伝う実行委員を募集します�（前日や
当日のみの参加も可）。

港区立芝公園多目的運動場の臨
時休場
　施設を変更する準備や、設備点検・
清掃等のため、臨時休場します。
期間　（1）毎月第1・3月曜（フットサ
ル場としての運営期間：9月26日
（水）～平成31年6月15日（土）のみ）
（2）6月16日（土）～30日（土）（3）8月6
日（月）（4）9月16日（日）～25日（火）
問芝公園多目的運動場�☎5733－0575
生涯学習スポーツ振興課スポーツ振

◆各いきいきプラザ◆　三田☎3452－9421　虎ノ門☎3539－2941　神明☎3436－2500　

　認知症の初期の人や介護するご
家族を地域で支えるため、ボラン
ティアとしての基本を学ぶ講座で
す。認知症についての理解を深
め、認知症ご本人の気持ちや介護
するご家族の心理、話を聴いた
り、会話をしたりすること等につ
いて一緒に考えます。
対象　認知症の人等を地域で支え
る活動に興味があり、区内で活動
できる人
とき
　（1）7月21日（土）（2）7月28日（土）
いずれも午前10時～午後4時
内容
　（1）「みんなとオレンジカフェ」に
ついて、認知症の理解と対応、認
知症の人を介護するご家族への対

応、認知症サポーター養成講座等
（2）港区の認知症施策と予防につ
いて、認知症の人やご家族の話を
聴く、「みんなとオレンジカフェ」
での活動等
ところ　介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）
定員　20人（申込順）
申し込み
　電話で、6月12日（火）～7月20日
（金）に、（特）介護者サポートネッ
トワークセンター・アラジン（月・
土・日曜、祝日を除く午前11時～
午後6時）へ。� ☎5368－1955

ボランティア養成講座

高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409

「みんなとオレンジカフェ」
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担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

対象　60歳以上の区民で、1人で
会場まで通うことができ、期間中
継続して参加が見込める人
※一部65歳から参加可能
内容・定員・とき
　表のとおり（抽選）
ところ　介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）
費用　無料

申し込み　直接、6月20日（水）ま
でに、介護予防総合センターへ。
※電話では申し込みできません。

介護予防総合センターの各種教室

介護予防総合センター
� ☎3456－4157

内　容 定員
（人） と　き 開始日 終了日

１ 頭とからだの健康教室※ 2０ 毎週木曜
午後2時～3時3０分 7月5日 9月27日

2 セルフマシントレーニング※ １０ 毎週水曜
午前１０時～１１時3０分 7月１１日 １０月3日

3 膝痛予防改善教室 2０ 毎週金曜
午後2時～3時3０分 7月6日 9月28日

4 腰痛予防改善教室 2０ 毎週月曜
午前１０時～１１時3０分 7月2日 １０月１日

5 ラクっちゃフラダンス 22 毎週月曜
午後4時～5時 7月2日 １０月１日

6 ラクっちゃコア 22 毎週火曜
午後4時～5時 7月3１日 １０月23日

※65歳から参加可能

各種教室一覧表

7月開始の
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当」（区役所4階）へ。
※�所定の期日までに大会参加料の支
払いを完了することで、大会への
出場資格を得ることができます。
※�詳しくは、ランナー募集パンフ
レットをご確認ください。ラン
ナー募集パンフレットは、大会公
式ホームページ
　https://minato-half.jp
　�港区ホームページでご覧になれま
す。また、企画課オリンピック・
パラリンピック推進担当、各総合
支所、各港区立図書館(高輪図書
館分室を除く)、各区民センター、
各いきいきプラザ等で配布してい
ます。

港区マラソン実行委員会事務局
� ☎5770－1400
担当課　企画課オリンピック・パラ
リンピック推進担当

　東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けた気運醸成を
図るとともに、子どもから高齢者ま
で、国籍、障害の有無の区別なく、
多くの区民が参画できるスポーツを
通じた地域共生社会の実現を目的と
して開催します。
大会名称　MINATOシティハーフ
マラソン2018
開催日　12月2日（日）
種目・定数・参加資格・大会参加料
等　表1のとおり
コース　図のとおり
申込期間および大会参加料の支払期
間　表2のとおり
申し込み　RUNNETホームページ
https://runnet.jp/smp/
からお申し込みください。
※�RUNNETホームページからの申
し込みが困難な人は、区民による
先行申込期間に限り、直接、「Kiss
ポート財団」または「企画課オリン
ピック・パラリンピック推進担

　パラバドミントンは、東京2020パ
ラリンピック競技大会で初めて、パラ
リンピックの正式競技となります。
　ルールは、オリンピックのバドミン
トンとほぼ同じです。選手はネットを
挟んで向き合い、シャトルを打ち合い
ます。21点マッチ方式の3ゲームを行
い、2ゲームを先取した方が勝ちとな
ります。パラバドミントンでは「車い
す」と「立位」の2カテゴリーがあり、
それぞれ障害の程度によって複数のク
ラスに分かれてメダルを争います。
　パラバドミントンならではの見どこ
ろが詰まっているのは、車いすシング
ルスです。コートの半面を使用するた
め、攻撃のテンポが速く、試合の流れ
も変わりやすいのが特徴です。車いす
の挙動を生かした落下地点への素早く
正確なチェアワーク、対戦相手との駆
け引き等、高い技術力とメンタルの強

さが求められ
ます。シャト
ルを打つ瞬間
に胴体の一部
が車いすと接
していなけれ
ば な ら ず 、
ネットとネッ
トに近いサー
ビスラインの
間 に 落 ち た
シャトルはア
ウ ト に な る
等、独自のルールも適用されます。
　バドミントンは19世紀半ばにイギ
リスで誕生し、世界各地に伝わりまし
た。世界バドミントン連盟（BWF）の
管轄のもとパラスポーツでも発展し、
2年に1度の世界選手権をはじめ、日
本を含む各地で国際大会が開かれてい
ます。日本代表候補選手たちはシング
ルス、ダブルスで世界ランキング上位
に入る等活躍しており、メダル獲得が
期待されています。今後も、国内外で
パラバドミントンの大会が開かれま
す。ぜひご覧ください。

「パラバドミントン」について
　詳しくは、日本障がい者バドミント
ン連盟ホームページをご覧ください。

ⓒ2017 JPBF
車いす　シングルス

立位（上肢）　ダブルス
ⓒ2017 JPBF
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S ：スタート地点
F ：フィニッシュ地点

：芝公園（スタート）～新一の橋1
：新一の橋～芝浦２2
：芝浦２～高輪３丁目3
：高輪３丁目～芝５丁目4
：芝５丁目～東京タワー（フィニッシュ）5

MINATOシティハーフマラソン
2018コース（案）

申込期間 支払期間 決定方法

区内在住者

6月13日（水）午前8時30分
～7月3日（火）午後11時５９分
※�窓口での申し込みは、平日の
午前8時30分～午後５時1５分

6月13日（水）～7月4日（水） 申込順

どなたでも 7月23日（月）午後8時
～8月31日（金）午後11時５９分 7月23日（月）～９月1日（土） 申込順

表2申込期間および大会参加料の支払い期間

パラバドミントン

MINATOシティ
ハーフマラソン2018
のランナーを募集します

日本障がい者バドミントン連盟 検索

図コース図

種目 ハーフマラソン（21.0９7５キロメートル） ファンラン
（約1.５キロメートル）

部門 陸連登録者の部
一般の部

－30歳
未満

30歳
代

40歳
代

５0歳
代

60歳
代

70歳
以上

定員 ５000人 ５00人

スタート方法 複数のブロックに区分し、スタートします
（ウェーブスタート）。 一斉スタート

制限時間 各ブロックのスタートから1５0分 30分

スタート時刻 午前8時30分 午前8時５0分

参加料金 ５000円　※1 ５00円

参加資格 大会当日に満18歳以上で制限時間内に完走
できる人　※2 ※3

表彰

陸連登録者の部 一般の部

表彰はありません。グロスタイム
※4

グロスタイム
※4

ネットタイム
※５

男女1～8位 男女1～8位 男女年代別1～8位

記録 　制限時間内完走者は、５キロメートルごとのスプリッ
ト入り完走証がダウンロードできます。 計測はありません。

参加賞 Ｔシャツ 記念品

※1　�ハーフマラソンの大会出場者について、RUNNETホームページからお申し込みいただく
場合、大会参加料とは別に、1人当たり2５7円の手数料をご負担いただきます。ファンラン
の大会出場者については、上記手数料はかかりません。

※2　�ハーフマラソンは、障害のある人もご参加いただけます。ただし、車いすでの参加はでき
ません。

※3　�ファンランの参加資格に年齢制限はありません（生活用車いすやベビーカーの使用も可
能）。ただし、競技用車いすでの参加はできません。

※4　�グロスタイムとは、スタートの号砲から、フィニッシュラインを通過するまでのタイムで
す。陸連登録者の部のグロスタイムは、最初のブロックのみに適用します。

※５　�ネットタイムとは、スタートラインを通過してから、フィニッシュラインを通過するまで
のタイムです。

（1）�ハーフマラソンについて、現在、日本陸上競技連盟の公認大会申請中ですが、現時点では、
公認大会および公認コースではありません。

（2）ファンランに未就学児が参加する場合は、保護者等による伴走が必要です。
（3）ハーフマラソンの制限時間は、各ブロックのスタート時間から換算します。
（4）�ハーフマラソンにおけるブロックの割り当ては、申込者による自己申告（タイム順）とします
（陸連登録者の部を除く）。

表１種目・定数・参加資格・大会参加料等


