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節電のお願いと熱中症予防 節電は、区民・事業者の皆さん一人一人の取り組みが大きな成果につながります。熱中症になら
ないよう、エアコンや扇風機等を効率的に活用し、無理のない範囲で節電にご協力ください。
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20182018 SUMMERSUMMER MINATOMINATO COLLECTIONCOLLECTION
ミナ コレミナ コレ
7月21日（土）～8月31日（金）

　ミナコレ（MINATO COLLECTION）とは、区と区
内にあるミュージアムが連携してイベントを集中開催
するプログラムです。たくさんのミュージアムを巡っ
て、古今東西のさまざまなアートや文化、現代の先端
技術等、数々のコレクションと魅力的なイベントをお
楽しみください。
　ミナコレに参加している施設について、詳しくは、
パンフレットや港区ホームページをご覧ください。

　アートに出会えた感動や新たな発
見を、作品で表現し応募しましょ
う。作文、絵、川柳、俳句、短歌、
詩、漫画のジャンルで募集します。
優秀作品に選ばれた場合には、賞状
とミナコレ参加館オリジナルグッズ
等のプレゼントを贈呈します。応募
方法等詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。

ミナコレ賞
作品募集

参加方法
パンフレットとスタンプラリーカードをミナコレ
参加館や区の施設で入手しましょう。
スタンプを規定数以上集めると景品がもらえます。

ルール
・�スタンプラリーカードは１人１枚で
す。

・�スタンプラリーカードをコピーした
用紙を使用することはできません。

・�展示を見ないでスタンプを押すこと
はできません。

・施設によっては入館料が必要です。
・�休館日にはスタンプを押すことはで
きません。

・�スタンプラリーカード、景品とも
に、なくなり次第終了となります。

期間中は、区内のミュージアムを巡るスタンプ
ラリーを開催します

港区ホームページ

青山エリア
❶TEPIA 先端技術館
❷岡本太郎記念館
❸伊勢半本店 紅ミュージアム

赤坂・六本木エリア
❹TOTOギャラリー・間
❺国立新美術館
❻21_21 DESIGN SIGHT
❼サントリー美術館
❽東京ミッドタウン・デザインハブ※
❾フジフイルム スクエア
❿森美術館
⓫東京都立中央図書館

※はスタンプラリー対象外です。イベントや展示会のみ開催します。参加館一覧
新橋・虎の門・芝エリア

⓬外務省 外交史料館
⓭ホテルオークラ東京
⓮菊池寛実記念 智美術館
⓯NHK放送博物館
⓰旧新橋停車場 鉄道歴史展示室※
⓱共同通信社ニュースアート＆パーク
ホテル東京
⓲パナソニック 汐留ミュージアム
⓳港区立港郷土資料館
⓴慶應義塾大学アート・センター※

白金台・高輪エリア
�松岡美術館
�国立科学博物館附属自然教育園
�東京都庭園美術館
�畠山記念館
�味の素食の文化センター 食の文化
ライブラリー
�物流博物館

港南・台場エリア
�ニコンミュージアム
�東京海洋大学マリンサイエンス
ミュージアム（水産資料館）
�ソニー・エクスプローラサイエンス

スタンプを集めた全員に
景品をプレゼント

ミナコレ

区内のミュージアムを巡って、
心に響く作品を探しに行こう

区内の障害者施設の利用者
が、一人一人の個性と感性
で織り上げたオリジナル
コースターです。

障害者がデザインしたオ
リジナルアートフェイス
タオルです。

グルグル王子

グルーにゃ

地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2584

区内のミュージアムを巡って、
心に響く作品を探しに行こう

コースター（スタンプ３つ） フェイスタオル
（スタンプ6つ）
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　熱中症の発生は、7～8月頃にかけてピークを迎えま
す。熱中症は室内でも多く発生します。高齢者、乳幼
児、病気等で体力が低下している人は特に注意しましょ
う。
熱中症の予防ポイント
◦こまめに水分を補給しましょう。汗をかいたときは、
適度な塩分の補給も必要です（持病のある人は、水分等
の取り方について主治医と相談しましょう）。
◦エアコン・扇風機を上手に使用しましょう。
◦室内に温度計・湿度計を置き、室内の状況をこまめに
チェックしましょう。目安は室温28度、湿度70パーセン
ト未満です。
◦体を締め付けない涼しい服装にしましょう。
◦涼しい場所・施設を利用しましょう。
◦暑さに備えた体力づくりをし、バランスの良い食事を
取りましょう。
症状と対策（図参照）
　熱中症は急激に症状が進みます。自力で水分が取れな
いときや症状が改善しないときは、すぐに医療機関を受
診しましょう。自力で医療機関に行けない場合は、ため
らわずに救急車を呼びましょう（救急車を呼ぶか迷うと
きは、電話で、「＃7119」の救急相談センターへ）。
熱中症予防リーフレット
　区内の区有施設・みなと保健所では、熱中症予防リー
フレット（成人編・乳幼児編）の日本語版と英語版を配布
しています。
　リーフレットは港区ホームページからダウンロードも
できます。
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/

　民主政治の健全な発展のために
は、選挙が正しく行われることが不
可欠です。そのためには政党や候補
者および選挙に携わる者の良識ある
行動が望まれます。また私たち一人
一人が政治や選挙に関心を持ち、大
切な自分の一票を進んで投票するこ
とによって、政治に有権者の意思を
反映させることが必要です。
　「港区明るい選挙推進協議会」は、
選挙の重要性をお知らせし、区民の
積極的な政治参加を図ることを目的
として、明るい選挙推進活動を行っ
ています。

選挙管理委員会事務局
� ☎3578－2766～9

問い合わせ

　このたび、2年の任期で表の皆さ
んを「明るい選挙推進協議会委員・
選挙啓発指導員」に委嘱しました。
　委員・選挙啓発指導員は、身近な
地域での「話しあい活動」、区民まつ
りへの参加、選挙の棄権防止活動、
街頭啓発、学校での主権者教育等、
さまざまな活動を通じて明るい選挙
の推進を積極的に行っていきます。

※敬称略
投票区 委員別 地区 氏名

1

協
議
会
委
員

愛宕

萩原　久美子
中島　初枝

三輪田　栄子

2
神山　明

内田　正枝
林　明美

3
臼井　美智子

臼井　巧
駒倉　みどり

4
露木　隆

岩井　佳世子
日野　光子

5
野村　智惠子
桑原　一美

吉川　登代子

6

三田

宮林　忠和
中島　ひろみ
茂木　喜久江

7 鹿木　美智子
村社　弥江子

8 松井　千穂
土屋　勉

9 芝浦
港南

石谷　武志
小澤　繁美
管　美知子

10

三田

山手　英里奈
石井　晴枝
山手　洋子

11
宍戸　康浩
荒井　映子
鈴木　廣行

12 高輪
小野塚　綾
嶌森　裕子
金井　由光

表 港区明るい選挙推進協議会委員等一覧

投票区 委員別 地区 氏名

13

協
議
会
委
員

高輪

内田　紀代美
相澤　幸江
櫻井　俊子

14
福澤　康子
三浦  雅美
能城　裕子

15
渡邊　和枝
関山　信子
稲岡　定

16

井口　洋子
片桐　京子

佐々木　光江
池田　悦子

17 伊関　則子
永山　眞知子

18

谷田　真由美
松木　敬子
佐藤　文子
河原　恵子

19 仁科　典明
東城　守夫

20 芝浦
港南

加賀　周二
星野　静子

千葉　亜沙美

21

麻布

立原　和枝
簗場　千鶴子
小田切　惠子

22
山田　巧

横内　美恵
丸山　順子

23
齊藤　明子
神谷　節子

長谷川　妙子
24 西本　良一

投票区 委員別 地区 氏名

24

協
議
会
委
員

麻布

寺田　温子
加藤　宏

25
金子　洋子
栢木　桂子
芳川　恒美

26
渋川　峰夫
宮崎　美紀
益田　直子

27
阿部　令子
田村　敦子
上田　博昭

28
石井　正

五十嵐　光江
石澤　明良

29
峯崎　惠紀

鏡味　留美子
武田　佳奈

30

赤坂

塩谷　征子
富山　和信
橋本　和子

31
有田　温子
惠川　弘子
下村　朋子

32
鴨井　静

中村　鎮雄
山﨑　英子

33
菅沼　豊

倉重　みつ江
荘司　洋行

34 大内  伸穗

投票区 委員別 地区 氏名

34

協
議
会
委
員

赤坂

鈴木　清
野間　耕二郎

35
江田　義久

馬見塚　千華
小林　百合子

36
海野　和之
鈴木　英雄
竹田　芳子

37

芝浦
港南

南迫　春雄
賴金　敦子
藤田　純子

38
高畠　弘子

矢路川　美恵
滝鼻　正俊

39
呂　清綾子
嵯峨　正雄
関根　栄

40
八島　有香子
西野　文子
内田　大介

41
南　かほる
戸梶　昌代
飯塚　則男

選
挙
啓
発
指
導
員

愛宕 笠原　明子
三田 須田　則男
芝浦
港南 岩藤　文彦

高輪 田中　朝子
麻布 清澤　靖子
赤坂 林　芳津代

情報アンテナ
■平成30年度就学義務猶予免除者等の中学
校卒業程度認定試験
試験日　10月25日（木）　受験案内配布期間　
9月7日（金）まで　願書受付期間　8月20日
（月）～9月7日（金・消印有効）　受験案内等
配布場所　東京都教育庁地域教育支援部義
務教育課小中学校担当　問い合わせ　東京
都教育庁地域教育支援部義務教育課小中学
校担当　☎5320－6752
■「お肉の情報館」夏休み臨時開館
　意外と知らない食肉の生産の仕組み、食
肉市場・と場

じょう

の役割や差別の歴史等につい
て、展示やDVDで分かりやすく紹介しま
す。親子で食肉博士になれる機会です。詳
しくは、東京都中央卸売市場ホームページ
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/
syokuniku/topix/
をご覧ください。
対象　どなたでも　とき　7月21日、8月18
日（土）午前10時～午後6時　ところ　東京
都中央卸売市場食肉市場内センタービル6
階「お肉の情報館」（港南2－7－19）　問い合
わせ　中央卸売市場食肉市場　☎5479－
0651

熱中症に注意しましょう

図 熱中症の症状と対策
健康推進課健康づくり係

☎6400－0083
環境課環境政策係� ☎3578－2506

選挙推進協議会委員・
港区明るい

選挙啓発指導員
Licensed by TOKYO TOWER
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　区では、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
運営の参考とする等、広聴制度の充
実・強化に取り組んでいます。その
取り組みの一つとして、「区民の声
センター」を開設しています。
　区民の声センターでは、来訪・電
話等により、区民の声をお聴きして
います（英語対応可）�。
　また、港区コールセンター（みなと
コール）では、区の手続きや施設の
案内、区の事業の申し込み受け付け
等を日本語と英語で行っています。
　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。
区民の声センター
ところ　区役所3階区民相談室内
受付時間　午前8時30分～午後5時15
分（土・日曜、祝日、年末年始を除く）
電話番号　☎3578－2054
港区コールセンター（みなとコール）
受付時間　午前7時～午後11時（年中
無休）
電話番号　☎5472－3710

ちの人との交流を深め、ご自身の世
界を広げてみませんか。当日は、喫
茶前スペースで、NPO・CSR活動
を紹介するパネル展も実施していま
す。併せてお越しください。
対象　協働に関心のある区内在住・
在勤・在学者、区内でNPOの設立
を考えている人、既に活動している
団体やNPO（主に区内に拠点を有す
る団体）、区内企業CSR等
とき　9月4日（火）パネルディスカッ

名（または個人名）・参加人数・連絡
先を、みなとコール（午前9時（初日
は午後2時）～午後5時受け付け）へ。
� ☎5472－3710

　区は、地域の課題を区民に最も身
近な地域で解決することを目的とし
て、「参画と協働」の取り組みを進め
ています。
　パネルディスカッションでは、協
働やNPO等の活動の推進・拡大等
について、講師やNPO法人、企業
CSRの担当者が、事例を交えなが
ら自由に意見交換を行います。
　この機会に、協働やNPO・CSR
活動に興味や関心を持ち、同じ気持

ション：午後2時30分～5時、交流会：
午後5時15分～6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　40人（申込順）
費用　無料（交流会参加の場合は300
円）
申し込み　電話で、7月30日（月）～8
月27日（月）に、所属団体名・代表者

（4）区の所管課との協働事業に対する助成である
区との協働事業の4区分があります。
　今後、各助成団体の活動について、「広報みなと」
等で紹介していく予定です。各団体が実施する事
業への区民の皆さんの参加をお待ちしています。
※�本助成事業は、毎年2月頃に事業の募集を行っ
ています。募集時期になりましたら、広報みな
と等でお知らせします。

す。
　本助成事業には、（1）団体の活動基盤の強化に
対する団体活動基盤整備事業（2）社会的課題の解
決、区民福祉の向上が期待できる活動に対する助
成である地域福祉向上事業（3）活動団体同士の協
働事業に対する助成である団体による協働事業

　区では、NPO等による公益活動への支援とし
て、港区NPO活動助成事業を行っています。こ
のたび、表のとおり平成30年度の助成団体が決定
しました。
　この事業は、区民の皆さんや、企業等の寄付か
らなる「みなとパートナーズ基金」を活用していま

平成30年度障害児・者を支援し
ている人への研修「困難を乗り
越えて～パラアスリートの軌跡
～」
対仕事、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
時8月10日（金）午後6時30分～8時
30分
所区役所9階会議室
人70人（申込順）
申電話またはファックスで、障害
者福祉課障害者支援係へ。
� ☎3578－2674　FAX3578－2678

をしている人
◦�児童育成（障害）手当を受給して
いる人

区長室広聴担当�☎3578－2050～2

地域振興課区民協働・町会自治会支援担当
� ☎3578－2557

地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当� ☎3578－2557

心身障害者福祉手当等
現況届の提出について

平成30年度「港区NPO活動助成事業」の
助成団体が決定しました

表 平成30年度「港区ＮＰＯ活動助成事業」助成団体一覧
区分 団体名 団体概要 主な活動 助成金決定額

団体活動基盤整備
事業

（特）妊婦のくらし
妊婦および産後の女性が楽しく、豊かに暮らせる社会実現
に向け、必要な情報発信等を行い、妊婦および産後の女性
が自分らしさを保ち続けられる社会づくりに寄与する。

働きながら妊娠や育児を経験する人、その周りの人や家族
を対象にした「ワーク・妊婦・バランス」の情報発信を行
い、セミナーを開催する。

24万9000円

（特）いのち元気百倍
プロジェクト

「これが私の生き方ですから」をテーマに、人生の中身を充
実させるため、お互いの生き方を尊重し合い、表現し合う
場をつくる。

ホームページ等を充実させることで団体の基盤を整備する
とともに、自分自身の生き方について考える勉強会等を実
施する。

24万4000円

地域福祉向上事業

（特）アフォール
子どもを産み育てることの負担・不安を地域の中で支え合
い、学び合う場を提供することで、子育てしやすい環境づ
くりを行う。

保育園および幼稚園マップである「みなと園のことマップ」
について、各園の情報を収集して掲載するとともに、マッ
プの活用や子育ての悩みを共有するための情報交換の場「園
活おしゃべり会」を開催して、より良い園生活のスタートを
支援する。

23万8000円

（特）暮らしのグリーフ
サポートみなと

自身の力を活用してグリーフ（大切な人を亡くし、大切な物
を失うこと）に寄り添い、共に生きていくことを一緒に考え
る安心・安全な場所を提供する。

グリーフを抱える人が必要なサポートを受けることができ
るように、グリーフへの向き合い方について、専門スタッ
フによる個別相談や専門スタッフを養成する講座を実施す
る。

50万円

（特）みなと子ども食堂
子どもや子育て世代に、バランスのとれた食の提供や小・
中学校の子どもへの学習支援、安心して過ごせる放課後の
居場所づくりを行う等、子どもの未来を応援する。

栄養士考案の温かくておいしい食事を提供するとともに、
宿題のサポート等、小・中学生の学習支援を行う。 46万1000円

（特）Hands On Tokyo
震災を経験した地域の学生を招待し、区内の学生と交流を
行うことで、防災意識向上、ボランティアリズムの啓蒙お
よびリーダーシップ育成を図る。

東北と熊本の少年野球チームを港区に招待し、交流会、メ
ジャーリーグのＯBによる野球教室、港区少年野球チームと
の交流試合等を行う。

46万円

（特）あざ六プラス
広く一般市民に対して、麻布・六本木地域を中心とした港
区全域の振興および活性化、地域住民の心身の健康づくり
のための支援を行う。

麻布・六本木エリアを中心に、区内在住・在勤者、世代・
年齢を問わず、参加者を募集し、街歩きを楽しみながら地
域の歴史文化を学ぶ。

50万円

※平成30年度は、団体による協働事業および区との協働事業への助成金交付はありません。

パネルディスカッション・交流会
「つながる協働の輪
　　　　　～地域の絆づくりに向けて～」

および NPO・CSR活動紹介パネル展

「区民の声センター」「区民の声センター」
をご利用ください

　次の障害者手当を受給している
人は、受給資格更新のために現況
届を提出してください。
　現況届に基づき、手当の受給資
格継続について判定します。現況
届の提出がない場合は手当の支給
は停止します。
対象
（1）心身障害者福祉手当（身体障害
者手帳1～3級、愛の手帳1～4度、
難病医療費助成制度受給者、進行
性萎縮症、脳性麻痺）
（2）特別障害者手当・障害児福祉
手当・経過的福祉手当
（3）重度心身障害者手当
提出期限　対象者には8月上旬に
現況届の用紙を送付します。
　8月31日（金）までに返送してく
ださい。
受給資格が継続されない人
◦施設に入所している人
◦所得限度額を超えている人
◦（2）のうち特例障害者手当、（3）
については、3カ月を越える入院

障害者福祉課障害者事業運営係
� ☎3578－2389
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7月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	みなとパーク芝浦フェスティバル、夏の食中毒対策　他
放送期間 	 7月21日（土）～31日（火）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。

イベント名 内容 とき ところ
品川駅港南商店会夏
まつり
(品川駅港南商店会）

地元商店会の手作り模擬
店や飲食店の屋台が立ち
並びます。

7月20・21日（金・
土）午後5時～9時

品川駅港南口駅前広
場（ふれあい広場）

慶仲祭
(慶応仲通り商店会）

釜石市の物産展等多数の
模擬店が出店します。

7月21日（土）正午
～午後7時

慶応仲通り商店街、建
築会館中庭

サンサン赤坂納涼祭
（赤坂福榎商店会）

商店会の手作りの模擬店
が出店します。

7月21日（土）午後
1時～5時 サン・サン赤坂

町ぐるみ三田納涼カー
ニバル

（三田商店街振興組合）
本場ブラジルのサンバ
チームが踊ります。

7月21日（土）午後
4時～9時

札の辻交差点～三田2
丁目交差点

新橋こいち祭
（新橋地区12商店会）

新橋の街がまるごとお祭
り会場になります。

7月26・27日（木・
金）正午～午後9
時

JR新橋駅西口周辺

芝まつり
（芝商店会）

7月27日（金）はプロレス
大会、7月28日（土）はゲー
ムやカラオケ大会を開催
します。

7月27・28日（金・
土）午後5時～9時 芝新堀町児童遊園

芝浦まつり
（芝浦商店会）

7月27日（金）はカラオケ
大会、7月28日（土）は盆踊
りを行います。

7月27・28日（金・
土）午後5時～9時

芝浦三丁目なぎさ通
り

魚らん納涼フェスティ
バル（魚らん銀座商店
会協同組合）

7月28日（土）は盆踊り、7
月29日（日）はジャズコン
サートを行います。

7月28・29日（土・
日）午後5時～9時

マツモトキヨシ白金
高輪店駐車場、仲通り

イベント名 内容 とき ところ
TAKAＮAWA盆ダンス
フェスティバル
（高輪台商店会）

親子で参加できる浴衣コ
ンテストも開催します。

7月29日（日）午前
11時～午後7時30
分

白金児童遊園

謝恩納涼盆踊り大会
（青山表参道商店会）

オリジナル手ぬぐいをプ
レゼントします。

7月29・30日（日・
月）午後5時～9時 青山善光寺境内

2018四の橋夏まつり
（白金商店会）

新企画の四の橋カラオケ
コンテストを開催しま
す。

8月4・5日（土・日）
午後3時～9時 白金商店街

麻布十番納涼まつり
（麻布十番商店街振興組合）

全国各地の特産品の販売
等も行います。

8月25・26日（土・
日）午後3時～9時 麻布十番商店街全域

新一の橋まつり
（新一の橋商店会）

会員店舗のワゴンや屋台
が並びます。

8月25・26日（土・
日）午後3時～9時

東麻布三丁目都道沿
い

夏祭り盆踊り大会
（高輪泉岳寺前商店会）

地元の子どもたちが打つ
太鼓（やぐら）で踊りま
す。福引き抽選会も行い
ます。

8月25・26日（土・
日）午後6時～9時

高輪泉岳寺前児童遊
園

赤坂秋まつり2018
（赤坂商店街協議会）

ジャズライブコンサート
等のライブの他、縁日も
開催します。

9月13・14日（木・
金）午後5時～9時 赤坂周辺

日赤通り秋まつり
バザール
（日赤通り商栄会）

商店街の手作りの模擬店
が並びます。

9月16日（日）正午
～午後4時 日赤通り一帯

第44回かかしまつり
（東麻布商店会）

イルミネーションジャン
ボかかしの展示やかかし
コンクールの開催等の
他、飲食店の屋台が立ち
並びます。

9月28日（金）午後
4時～8時30分、9
月29日（土）午後3
時～7時30分

麻布いーすと通り

イベント名・概要 内容 とき ところ 問い合わせ

夏のサイエンス
講座

小学生～大人が対象の体験講
座やトークイベントを行いま
す。

8月18日（土）午前
10時～午後3時 みなと図書館

図書文化財課学
校支援担当
 ☎3437－6621

お台場夏祭り
心地よい海風が吹く台場地域
の祭りです。ステージでの催
しと出店等を予定しています

8月24日（金）午後
5時～9時（前夜
祭）、8月25日（土）
午前11時～午後8
時

お台場レイン
ボー公園

芝浦港南地区総
合支所協働推進
課台場担当
 ☎5500－2365

六本木ヒルズ
盆踊り

六本木ヒルズアリーナに組ま
れたやぐらを囲んで盆踊りを
行います。縁日や屋台も立ち
並び、さまざまなお楽しみイ
ベントを開催します。

8月24日（金）午後
5時～9時、8月25
日（土）午後3時～
9時、8月26日（日）
午後3時～9時

六本木ヒルズ
アリーナ

麻布地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5114－8802

大多喜町ＰＲ
イベント

千葉県大多喜町の特産品の販
売や甲冑の試着体験等を行い
ます。

8月27・28日（月・
火）午前10時～午
後4時

区役所1階ロ
ビー

企画課全国連携
推進担当
 ☎3578－2508

東京都・中央区
・港区合同総合
防災訓練

自助・共助訓練や炊出し訓
練、船舶を用いた物資輸送訓
練等を行います。

9月2日（日）午前9
時～午後1時

お台場学園、
レインボー公
園、都立お台
場海浜公園

芝浦港南地区総
合支所協働推進
課協働推進係
 ☎6400－0031

納涼子供祭り 町会が飲食店や射的等の出店
を行います。

9月2日（日）午前
11時～午後5時

三田二丁目児
童遊園

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

プラザ神明
フェスティバル

企業や地域の団体に協力いた
だき、国際交流や企業交流、芸
術交流ができるブースが多数
集結します。※ブースによっ
ては申し込みが必要です。詳
しくは、お問い合わせくださ
い。

9月8日（土）午前
11時～午後4時 プラザ神明

神明いきいきプ
ラザ
 ☎3436－2500

三田春日神社
祭礼

9月8日（土）午前11時から大
祭、9月9日（日）午前9時から神
輿を行います。また町会が屋
台を出店します。

9月8・9日（土・日）
午前9時～午後4
時

三田春日神社
境内

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

芝大神宮
だらだら祭り

だらだらと長い期間行われる
祭りで有名です。平成30年は、
9月17日（日）に氏子町会神輿
の宮大神輿渡御を行います。

9月11日（火）～21
日（金）午前9時～
午後3時

芝大神宮
芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

赤坂氷川祭

毎年、神輿と山車の連合巡行
が行われており、氷川山車の
復活は赤坂のまちの更なる発
展と振興のシンボルとなって
います。

9月14日(金)午後
6時～7時(宵宮巡
業)、9月15日(土)
午後1時30分～3
時(子ども神輿)、9
月16日(日)午前10
時～午後5時

氷川神社、
赤坂周辺

赤坂地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5413－7272

元神明宮例大祭

9月15日（土）は午後7時から踊
り大会、9月16日(日)の正午か
ら東京さぬきクラブ前通りで
模擬店の出店、午後は神社神
輿の巡行があります。

9月15・16日（土・
日）午後6時30分
～9時

元神明宮
芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

水辺フェスタ
～地域対抗
ボートレース大会～

芝浦港南地区の各地域から名
乗りをあげた選手たちが、6人
でボートに乗り、地域対抗の
レースを繰り広げます。

9月23日（日・祝）
午前10時30分～
午後4時

都立お台場海
浜公園

芝浦港南地区総
合支所協働推進
課地区政策担当
 ☎6400－0013

奉納踊り
奉納踊りは、毎年9月の最終金
曜～日曜に開催しています。
町内外にかかわらず、大勢の
人が参加します。

9月28～30日（金
～日）午後6時～9
時

青葉公園
赤坂地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5413－7272

芝浦運河
まつり

クルーズ船に無料で乗船で
き、模擬店も多数出展します。
地元グループによる演奏や舞
台があります。

9月30日（日）午前
10時～午後5時

新芝橋上運河
沿遊歩道

芝浦港南地区総
合支所協働推進
課協働推進係
 ☎6400－0031

MIＮATＯ
学生フェス

大学生と地域、企業の交流を
図る企画等を行います。

9月30日（日）正午
～午後4時

生涯学習セン
ター

生活福祉調整課
自立支援担当
 ☎3578－2455

産業振興課産業振興係� ☎3578－2556問い合わせ

商店街イベント一覧

港区の夏のイベント一覧
ピクト
グラム 概要

祭
（盆踊り）

祭
（神輿）

祭
（出店）

打ち水

海水浴

体験・学習
講座

地域活動

社会科
見学

展示会

音楽講演

講演会

ボート
レース
スタンプ
ラリー

物産展　こちらに記載のイベント以外にも、さまざまなイベントを実施しています。
　この他のイベントについては、広報みなとや港区ホームページでお知らせ
します。

イベント名・概要 内容 とき ところ 問い合わせ

ミナコレ
2018夏

スタンプの数に応じて景品が
もらえます。

7月21日（土）～8
月31日（金）※各
ミュージアムの
開館時間内

港区ミュージ
アムネットワ 
ーク加盟館

地域振興課文化
芸術振興係
 ☎3578－2341

六本木打ち水
大作戦

昔ながらの風習「打ち水」を大
暑の日に開催します。

7月23日（月）午後
5時40分～6時30
分（午後5時20分
受付開始）

六本木交差
点周辺（東京
ミッドタウン
キャノピー・
スクエア前受
付）

麻布地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5114－8802

夏の夜間
パトロール

高輪地区の夜の安全のため、
まちをパトロールします。

7月25・26日（水・
木）、8月28・29日
（火・水）いずれ
も午後7時～8時

高輪地区内12
カ所

高輪地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5421－7621

納涼夕涼み会 模擬店、ゲーム、盆踊り等を行
います。

7月26日（木）午後
4時～6時

青南いきいき
プラザ

青南いきいきプ
ラザ
 ☎3423－4920

浄土寺盆踊り
大会

平成30年で46回を迎えます。
赤坂の夏の夜を彩る風物詩と
して、地域に定着しています。

7月26・27日（木・
金）午後6時30分
～9時

浄土寺
赤坂地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5413－7272

お台場
プラージュ

期間限定の海水浴イベントで
す。更衣室、シャワー室、子ど
もが楽しめるアトラクション
等を設置します。

7月28日（土）～8
月5日（日）午前10
時～午後3時

都立お台場海
浜公園

芝浦港南地区総
合支所協働推進
課台場担当
 ☎5500－2365

あっぷリング
高輪打ち水大
作戦！2018

3会場同時開催の一斉打ち水
です。

8月1日（水）午前
10時45分～11時

高輪公園、亀
塚公園、白金
台どんぐり児
童遊園

高輪地区総合支
所協働推進課協
働推進係
 ☎5421－7621

mecc打ち水
大作戦2018

区内各所で地表温度を下げる
打ち水を行います。どなたで
も参加できる環境イベントで
す。

（1）8月1日（水）午
後3時30分～3時
45分（2）8月2日
（木）午後2時～2
時15分（3）8月8日
（水）午後3時30分
～3時45分（4）8月
21日（火）午後3時
30分～3時45分

（1）日比谷通
り（2）ハマサ
イト（3）国際
新赤坂ビル

（4）お台場ペ
デストリアン
デッキ自由の
女神前広場

みなと環境にや
さしい事業者会
議(mecc)事務
局☎6806－9280

環境課地球環境
係 ☎3578－2497

海岸のまつり
海岸のまつり恒例のなまはげ
が登場します。地方の伝統芸
能をご堪能ください。

8月3日（金）午後6
時～9時30分、8月
4日（土）午後6時
～9時

埠頭公園
芝浦港南地区総
合支所協働推進
課協働推進係
 ☎6400－0031

納涼盆踊り
大会

芝和城会、都営芝五自治会、
芝保育園、みなと子育て応援
プラザＰokkeの共催です。模
擬店の出店や盆踊りを行いま
す。

8月4日（土）午後4
時～8時

芝五丁目児童
遊園

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

御田八幡神社
祭礼

町会が飲食物やゲームコー
ナーの模擬店を出店します。
綿あめ、ポップコーンは無料
です。

8月5日（日）午後4
時～9時

御田八幡神社
境内

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

神谷町町会祭礼
町会による模擬店の出店があ
ります。8月10日（金）はハワイ
アンダンス、生バンド演奏を
行います。

8月9・10日（木・
金）午後4時30分
～8時30分

虎ノ門四・五
丁目周辺

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

八幡町会西久保
八幡神社祭礼

町会の模擬店や盆踊りを行い
ます。

8月8～10日（水～
金）午後5時～9時

西久保八幡神
社境内

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123

虎ノ門一丁目
琴平町会西久保
八幡神社祭礼

町会でかき氷の提供や和太鼓
披露を行います。8月10日（金）
午後2時から子供山車巡行、午
後6時から男神輿・女神輿が
巡行します。

8月9・10日（木・
金）午後1時～8時

虎ノ門一丁目
周辺

芝地区総合支所
協働推進課協働
推進係
 ☎3578－3123
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介護家族の会に参加しませんか
　お互いの介護についての悩みや
不安等を、安心して話し交流でき
る場です。ぜひご利用ください。
対家族を介護している人、介護経
験のある人
時（1）芝地区介護家族の会：8月21
日（火）午後1時30分～3時（2）南麻
布ホッと・ネット：7月26日（木）午
後1時30分～3時30分（3）北青山「絆
の会」：7月27日（金）午後2時～4時
（4）高輪地区みんなで語ろう会：8
月16日（木）午後2時～3時30分（5）
芝浦港南地区「かいごカフェ」：8
月10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

います。

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

け）へ。� ☎5472－3710
担高齢者支援課高齢者相談支援係

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時8月21・22日（火・水）
所白金台いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、7月30日（月）午後5時ま
でに、白金台いきいきプラザへ。
� ☎3440－4627

大人の塗り絵講座「塗り絵アー
トで脳を活性」
対60歳以上の区民
時8月23日～9月6日�（毎週木曜・
全3回）午前10時～11時30分
所豊岡いきいきプラザ
人15人（抽選）
費用　2500円（材料費）
申電話または直接、8月13日（月）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
� ☎3453－1591

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、8月1日（水）から、お住
まいの地区の高齢者相談センター
へ、参加対象の確認等についてご
相談ください。各高齢者相談セン
ターでは「基本チェックリスト」を
本人に受けていただき、事業の参
加対象となった場合、事業および
申請書類等についての手続きを行

「脳の健康度テスト」を受けて、
認知症の予防を考えよう
　脳の健康度テストを実施し、記
憶や思考等の認知機能を評価しま
す。後日行う結果説明会で、認知
症予防のために日常生活の中で実
践できるアドバイスを行います。
対65歳以上の区民
時9月14日（金）午後1時30分～2時
45分、午後3時30分～4時45分※い
ずれかをお選びください。
所高輪区民センター
内ファイブ・コグ検査を行いま
す。脳の機能のうち、記憶・注
意・言語・視空間認知・思考の5
つを測る検査で、自分の脳の状態
を知ることができます。映像を見
ながら行う45分程度のテストで
す。※テスト結果説明会は9月28
日（金）午後2時～3時です。
人各40人（抽選）
申電話で、7月23日（月）～8月13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

　区では、高齢者がいつまでも元
気でいきいきと過ごせるよう、介
護予防事業「みんなと元気塾」を実
施しています。
対象
　介護保険の要支援認定または高
齢者相談センターで実施する「基
本チェックリスト」により参加対
象と認定された65歳以上の区民
内容・ところ・定員・とき
　表のとおり。詳しくは、各高齢

区民向け講座「有料老人ホーム
の選び方」
対区民
時8月2日（木）午後1時～3時
所三田いきいきプラザ
人40人（申込順）
申電話で、芝地区高齢者相談セン
ターへ。� ☎5232－0840

初めてのパソコン教室
　基本操作を覚え、文字入力・は
がきの作成ができるようになるこ
とをめざします。
対60歳以上の区民
時8月4日～9月22日（毎週土曜・全
8回）午前10時～11時30分
所赤坂いきいきプラザ
人10人（抽選）
費用　2000円
申電話または直接、7月27日（金）
までに、赤坂いきいきプラザへ。
� ☎3583－1207

　幕末明治の外交をテーマに、講演
とトークショーを行う「歴史フォー
ラム」、港区観光ボランティアガイ
ドによる「まち歩きツアー」を開催し
ます。
歴史フォーラム「幕末明治の外交」
　歴史フォーラムでは、「通

つ う じ

詞」と
「浮世絵」という視点から、日本と諸
外国との政治・文化の化学反応を読
み解き、幕末明治の外交の舞台裏に
迫ります。
対象
　どなたでも
とき
　9月2日（日）
（1）昼の部:午後1時30分～3時50分
（2）夜の部:午後5時～7時20分
※（1）（2）は同じ内容
ところ
　赤坂区民センター区民ホール

講演
　万国へ開く言葉の扉
講師　木村　直樹さん（長崎大学教
授）
トークショー
　浮世絵にみる日本の中の異国
講師　菅原　真弓さん（大阪市立大
学教授）
定員
　各400人（抽選）
※�保育あり（1歳～就学前、10人程度）
費用　無料
申し込み
　はがきに、郵便番号・住所（在
勤・在学はその旨明記）・氏名・年
齢・日中連絡のつく電話番号・希望
する回（（1）昼の部または（2）夜の
部）・参加希望人数（1応募につき2人
まで）・同伴者の氏名・年齢・手話
通訳や保育を希望する場合はその旨

を明記の上、郵送で、8月13日（月・
必着）までに、〒100－8502東京新聞
広告局「港区歴史フォーラム」係へ。
※�当選者（代表者）に聴講券を送付し
ます。

まち歩きツアー「明治150年『幕末外
交史と通訳の活躍』」
対象
　小学生以上で、坂道や階段を含む
全行程を歩ける人
とき
　9月1日（土）
（1）午前10時～正午
（2）午後3時～5時
コース
　東京メトロ日比谷線広尾駅集合～
光林寺（ヒュースケン墓所）～春桃院
（プロシア公使館設置）～善福寺（ア
メリカ公使館）で解散
定員
　各20人（抽選）
費用
　無料
申し込み
　8月17日（金・必着）までに、次の
いずれかの方法でお申し込みくださ
い。

①往復はがきに、希望する回（（1）ま
たは（2））、申込人数（2人まで）、申
し込み者全員の郵便番号・住所・氏
名・年齢・日中連絡のつく電話番号
を明記の上、〒105－0011芝公園4－
4－7東京タワーメディアセンター内　
港区観光協会「観光ボランティアガ
イド担当」へ。
②港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
の「MINATOまち歩きコーナー」の「ガ
イド企画ツアー」応募フォームへ。
　8月24日（金）までに当落通知およ
び案内を発送します。

◆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

表 みんなと元気塾一覧
内　容 ところ 定員（人） と　き 開始日 終了日

1
はじめての
マシントレーニング講座

ありすいきいきプラザ 10 毎週火・金曜　午前10時～正午 9月4日 11月27日
2 西麻布いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　午前10時～正午 9月4日 11月27日

3 介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階） 10 毎週水・土曜　午後2時～3時30分 9月1日 11月28日

4

みんなの食と健
けん
口
こう
講座

三田いきいきプラザ 7 毎週月曜　午前10時～11時30分 9月10日 11月26日
5 神明いきいきプラザ 7 毎週火曜　午後2時～3時30分 9月11日 12月11日
6 南麻布いきいきプラザ 7 毎週水曜　午前10時～11時30分 9月5日 11月21日
7 青南いきいきプラザ 7 毎週火曜　午前10時～11時30分 9月4日 11月27日

各高齢者相談センター
� ☎欄外参照

歴史フォーラム
&

まち歩きツアー

歴史フォーラム
&

まち歩きツアー

○歴史フォーラムについて
東京新聞広告局「港区歴史フォー
ラム」係（平日午前10時～午後5時）
� ☎6910－2483
○まち歩きについて
港区観光協会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

9月開始の介護予防事業

参加者募集

みんなと
元気塾

みんなと
元気塾
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母子メンタルへルス相談
　妊娠・出産・育児期にある女性
が抱える心の問題に対して、専門
の医師が相談に応じます。
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8月3日（金）・27日（月）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

イデア豊富な食べ物屋・ゲーム
屋・小物屋等があります。また、
その他にも楽しいイベントがたく
さん用意されています。
夏休みを楽しく過ごしませんか
　夏休みには、キャンプや館内宿
泊、プール等、各施設さまざまな
イベントを実施しています。

仲間づくりや交流の場として利用
できます
　児童館や子ども中高生プラザ、
児童高齢者交流プラザは、乳幼児
から高校生（飯倉学童クラブおよ
び子どもふれあいルームは乳幼児
から小学生）までどなたでも利用
することができます。
　乳幼児が安心して遊べる場所を
設けており、この場所で保護者と
一緒にコンビカーや積み木等で遊
ぶことができます。また、週2～3
回、乳幼児と保護者の集いを実施
し、子育て講座や製作会等を行っ
ています。仲間づくりや交流の場
としてご利用ください。
楽しい遊びがたくさん
　小学生以上のお子さんは、保護
者の同伴なく利用することができ
ます。遊戯室や図書室・工作室・
屋上等があり、卓球や一輪車、
ローラーブレードや工作等が楽し
めます。また、工作や料理教室等
のグループ活動やつどい、バスハ
イク等、多くの楽しいイベントが
あります。
お祭りやイベントに参加しよう
　お祭りは、子どもたちが実行委
員として企画し、準備を進めたア

　民生委員･児童委員協議会が、子育て支援事
業として活動している「たんぽぽクラブ」は、乳
幼児～4歳くらいのお子さんと保護者が友達を
つくって、自由に遊べる場所です。
　特に、保護者同士が子育ての情報を交換した
り、仲間づくりをしたりする交流のお手伝いを
しています。
　子育ての不安や悩みを気軽に話してくださ
い。民生委員・児童委員には、守秘義務があり
ます。状況に応じて、関係機関の紹介もしてい
ます。
　「たんぽぽクラブ」の参加は自由です。原則と
して予約も必要ありません。実施している時間
に直接施設に遊びに来てください。
　10カ所の児童館等で月に1回開いています（2
回の施設もあります）。

民生委員･児童委員協議会
子 育 て
支援事業「たんぽぽクラブ」

保健福祉課福祉活動支援係� ☎3578－2379

のんびりサロン
　母親同士が交流できるフリース
ペースです。助産師に個別相談も
できます。
対区民で、平成30年4～7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8月6日（月）午前9時30分～11時
30分
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル（保護者は靴下等を着用）
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
　身長・体重測定と発達・発育・
栄養・歯の衛生・心理・言葉・育
児等の相談ができます。
対区民で、乳幼児と保護者
時8月1日（水）午後1時～2時受け付
け
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

歯並び・かみ合わせ相談
　矯正治療を始める時期に関する
相談が増えています。お子さんの
「歯並び・かみ合わせ」について、
区内の矯正歯科専門医が相談に応
じます。
対3歳～小学生
時8月29日（水）午前10時～11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

地区 施設名 所在地 電話番号 利用時間
芝 神明子ども中高生プラザ 浜松町1－6－7 ☎5733－5199 【児童館・飯倉学童クラブ】

・月～金曜：午前10時～午後6時
・土曜：午前9時～午後5時
・休館日：日曜、祝日、12月29日～1月3日
※ 日曜、12月29・30日は、午前9時～午後5

時に施設開放を行っています。ただし、
施設開放の時は、専任職員がいません。

【子ども中高生プラザ】
・月～日曜：午前9時30分～午後8時
・休館日：祝日、12月29日～1月3日
※ 12月29・30日は、施設開放を行っていま

す（一部施設を除く）。
【芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ】 
・ 月～日曜：午前9時30分～午後8時（祝日、

12月29・30日を除く）
・ 祝日、12月29・30日：午前9時30分～午後

6時15分
・休館日：12月31日～1月3日

【子どもふれあいルーム】
・月～日曜：午前9時～午後6時
・休館日：12月29日～1月3日

麻
布

飯倉学童クラブ 東麻布1－21－2 ☎3583－6355

麻布子ども中高生プラザ 南麻布4－6－7 ☎5447－0611

子どもふれあいルーム 西麻布2－13－3 ☎5467－7176

赤
坂

青山児童館 北青山3－3－16 ☎3404－5874

赤坂子ども中高生プラザ 赤坂6－6－14 ☎5561－7830

高
輪

豊岡児童館 三田5－7－7 ☎3453－1592

高輪児童館 高輪3－18－15 ☎3449－1642

白金台児童館 白金台4－8－5 ☎3444－1899

高輪子ども中高生プラザ 高輪1－4－35 ☎3443－1555

芝
浦
港
南

台場児童館 台場1－5－1 ☎5500－2363

港南子ども中高生プラザ 港南4－3－7 ☎3450－9576

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 芝浦4－20－1 ☎5443－7338

表2施設一覧

東
京
都
民
生
委
員
・
児

童
委
員
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
　

ミ
ン
ジ
ー

ボランティア募集中
　各施設で、行事のお手伝いをし
ていただける人を募集していま
す。
　施設の利用、イベントやお祭り
の開催日時、ボランティアへの応
募等詳しくは、各施設にお問い合
わせいただくか、毎月の行事をお

知らせする｢児童館だより｣または
港区ホームページをご覧くださ
い。

各施設・各総合支所管理課施設
運営担当� ☎表2・欄外参照

児童館 子ども中高生プラザ 児童高齢者交流プラザ
で遊ぼう

お子さんと一緒に参加しませんか

◆各総合支所管理課施設運営担当◆　芝地区☎3578－3135　麻布地区☎5114－8805　赤坂地区☎5413－7273　高輪地区☎5421－7067　芝浦港南地区☎6400－0033
◆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

ところ とき 電話番号 休み
みなと子育て応援プラザ「Ｐｏｋｋｅ（ぽっ
け）」 芝5－18－1－102 第2月曜 午前10時～正午 ☎6435－0411 4・8月

飯倉学童クラブ 東麻布1－21－2 第2月曜 午前10時50分～
11時50分 ☎3583－6355 4・8月

芝浦アイランド児童高齢者交流プラ
ザ（※要予約） 芝浦4－20－1 第2月曜 午前10時30分～

正午 ☎5443－7338 4・8月

台場児童館 台場1－5－1 第2月曜 午前11時～
午後0時30分 ☎5500－2363 4・8月

赤坂子ども中高生プラザ 赤坂6－6－14 第2・4火曜 午前10時30分～
正午 ☎5561－7830 12月

第4火曜
子ども家庭支援センター 三田1－4－10 第2水曜 午後1時30分～

3時30分 ☎6400－0090 8月

子育てひろばあっぴぃ麻布 六本木5－12－24 第2水曜 午後1時～3時 ☎5114－9900 4・8月

子育てひろばあっぴぃ西麻布 西麻布2－13－3 第2木曜 午後1時30分～
3時30分 ☎5467－7175 4・8月

神明子ども中高生プラザ 浜松町1－6－7 第2金曜 午前10時30分～
正午 ☎5733－5199 8月

白金台児童館 白金台4－8－5 第3火曜 午前10時30分～
午後0時30分 ☎3444－1899 4・8月

※実施日が祝日の場合は、代替え日に変更になります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

表1「たんぽぽクラブ」実施施設
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凡
例　

対
…
対
象　

時
…
と
き　

所
…
と
こ
ろ　

内
…
内
容　

人
…
定
員
・
募
集
人
員　

申
…
申
し
込
み　

問
…
問
い
合
わ
せ　

選
…
選
考
方
法　

担
…
担
当
課

るた交流大会in増上寺係」へ。※
Kissポート財団ホームページ
http://www.kissport.or.jp
からも申し込めます。
� FAX3431－1619
問生涯学習スポーツ振興課生涯学
習係� ☎3578－2743

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「まるごといちにち　
こどもびじゅつかん！」
対小・中学生とその保護者
時8月28日（火）午前10時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）
所サントリー美術館
費用　無料（一部有料プログラム
あり）
申当日直接会場へ。※一部プログ
ラムについては、8月7日（火）まで
にサントリー美術館ホームページ
からお申し込みください。
　詳しくは、サントリー美術館
ホームページ
http://suntory.jp/SMA/
をご覧ください。
問サントリー美術館
� ☎3479－8600
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

ずれも午後1時30分～3時30分
所（1）港郷土資料館（2）東京海洋大
学マリンサイエンスミュージアム
（水産資料館）�
人15人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、3人。申し込み時にお申
し出ください）
申往復はがきの往信面に、講座名�
・郵便番号・住所・氏名（ふりが
な）・保護者同伴の場合は保護者
氏名・電話番号・学校名、返信面
の宛先欄に郵便番号・住所・氏名
を明記の上、7月31日（火・必着）
までに、〒108－0014芝5－28－4�
　港郷土資料館へ。�☎3452－4966

（1）小・中学生競技かるた体験
講座（2）港区競技かるた交流大
会　in増上寺
対区内在住・在学の小学4年～中
学3年生で、（2）は（1）に参加した
人※大会は一部、外国人との交流
のため特別ルールで実施します。
時（1）9月8日（土）午後2時～3時30
分（2）9月15日（土）午後2時～4時30
分
所（1）生涯学習センター（2）増上寺
人20人（抽選）
申郵送またはファックスで、郵便
番号・住所・氏名（フリガナ）・学
校名・学年・保護者氏名・電話番
号を明記の上、7月31日（火・必着）
までに、〒105－0004新橋3－16－
3　生涯学習センター「港区競技か

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

夏休み体験ミュージアム「縄文
人の暮らしを体験しよう！～
編
あ ん ぎ ん

布作りと火おこし体験～」
　縄文時代の布と言われる編布の
制作や火おこし体験等を通して縄
文人の暮らしについて学びます。
対区内在住・在学の小学3年～中
学1年生（小学生は保護者同伴）
時8月3日（金）午前10時～午後3時
30分
所東京都埋蔵文化財センター（多
摩市落合1－14－2）
人15人（申込順）
申電話で、7月23日（月）～29日
（日）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
担図書文化財課文化財係

港郷土資料館・東京海洋大学連
携事業「夏休み学習会～東京湾 
自然と人～『運河と魚たち』」
　運河マップ作りや、運河に住む
魚の観察等を通して、運河の役割
りや環境の変化について学びま
す。
対区内在住・在学の小学4年生～
中学1年生（保護者同伴可）※2日と
も参加できる人
時（1）8月7日（火）（2）8月8日（水）い

8月の高輪ほっとひといき子育
て支援事業
子育て相談
　保健師・助産師・管理栄養士に
よる育児相談です。お子さんの計
測もできます。
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：8月7日
（火）②高輪子ども中高生プラザ：
8月16日（木）③高輪児童館：8月30
日（木）④高輪子ども中高生プラ
ザ：8月7日（火）・16日（木）・30日
（木）①②③午前10時30分～11時30
分④午後2時～4時
申当日直接会場へ。

（2）ぱぱまま育児相談
時8月18日（土）相談受付時間：午
後1時～3時、グループトーク：午
後3時～3時30分
所高輪子ども中高生プラザ
申当日直接会場へ。
ほっとひといき子育てサロン
対高輪地区在住の1歳未満のお子
さんと保護者
時8月22日（水）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）
内親と子の歯の話、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

り組織｣が登録され、意見交換や情
報共有が行われています。また、既
に制度を活用して｢地区まちづくり
ビジョン」や｢地区まちづくりルー
ル」を作成している組織もあります。
皆さんも取り組みませんか
　「港区まちづくり条例」を活用した

広げます。仲間で｢まちづくり組織」
をつくり、区に登録します。
ステップ3 みんなで将来像を共有す
る
　まちづくり組織が、対象区域のま
ちづくりの理念や将来像をまとめ、
その区域に住む皆さんと考え方を共
有し、区に｢地区まちづくりビジョ
ン｣として登録します。
ステップ４ みんなでまちのルールを
決める
　地区まちづくりビジョンを登録し
たまちづくり組織が、区域内の土地
所有者等とともに、まちづくりの取
り決めである｢地区まちづくりルー
ル｣を決め、区の認定を受けます。
ステップ5 みんなでまちづくりを実
践する
　地区まちづくりルールに基づき、
まちづくりを具体的に実践します。
より効果的に進めるため、都市計画
法による手法を使うこともできま
す。
活動に対する区の支援があります
　区では、まちづくり組織の合意形
成に向けて次の支援を行います。
◦まちづくりに関する相談
◦出前講座の実施
◦専門家の派遣
◦地域情報誌等でのまちづくり活動
のPR
◦まちづくり活動助成金の交付等
既に、区内各所で組織が登録され、
活動を進めています
　区内では、いくつもの｢まちづく

どのような｢まちへの思い｣を抱いて
いますか
　皆さんは、自分の住むまちにどん
な想いを抱いていますか。どんなと
ころを次世代に残していきたいです
か。これからどんなまちにしたいで
すか。

ステップを踏んで「まちへの思い」を
実現しましょう
　「まちへの思い」を形にする、まち
づくりの主体は地域の皆さんです。
区は、地域で進めるまちづくりを応
援するため、｢港区まちづくり条例｣
で段階的なまちづくりの進め方を制
度化しています。
ステップ1 まちについて考える
　まちの環境をより良くするため
に、地域の皆さんで勉強会を行う等
の自主的な活動を行います。
ステップ2 活動の輪を広げる
　一緒に活動に取り組む仲間の輪を

まちづくりに興味を持った人は、ぜ
ひお問い合わせください。なお、詳
しい内容を掲載したパンフレット
や、登録されたビジョン・認定され
たルールは、港区ホームページにて
ご覧になれます。

各総合支所まちづくり課まちづく
り係� ☎欄外参照
都市計画課街づくり計画担当
� ☎3578－2244
開発指導課街づくり調整担当
� ☎3578－2225

花を植えたり、
きれいなまちに
したい

沿道の
デザインが
統一された
まちに
したい

◆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

地域の皆さんで
まちづくりに取り組みませんか

「まちへの思い」の例

図まちづくり組織活動区域図（平成30年６月15日現在）
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※区役所・総合支所への郵便は、郵便番号とあて先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、すべて無料です。

夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前0時 ☎090－3690－3102

港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915
7月22日（日） いるか田町薬局 芝5－27－5 6453－8207
7月29日（日） 三田調剤薬局 芝5－16－1 3451－0454

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

7
月
22
日（
日
）

芝浦こどもクリニック（小） 芝浦4－20－4　
芝浦アイランドブルームホームズ1階 5730－0108

東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191

アーク歯科医院虎ノ門（歯） 虎ノ門1－2－20　
第3虎ノ門電気ビルディング1階 3580－6375

聖美歯科（歯） 赤坂3－14－9　赤坂清水ビル3階 3583－2655
★川村内科医院（内） 新橋5－10－6　川村ビル1階 3431－3322

7
月
29
日（
日
）

新橋田中内科（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル3階 3580－9466
虎の門病院（内） 虎ノ門2－2－2 3588－1111
浅川歯科医院（歯） 南青山1－17－4 3403－3732
★きつかわクリニック（内） 芝5－31－16　YCC田町ビル4階 3451－1731
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

港区健康づくりサポーターが行
う気功的ヨーガ講座「～緩める・
伸ばす・整える～3つのステップ
で血流の良いしなやかな身体に」
対区内在住・在勤・在学者
時8月5日（日）午後2時～3時30分
所青山いきいきプラザ
人20人（申込順）
費用　400円（資料代）
申電話で、健康クロスリンク研究会
内山へ。� ☎090－7208－5952
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

精神保健福祉相談
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症の早期発見・早期
治療・対応の仕方等について、精神
科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時8月6日（月）・10日（金）・22日
（水）・27日（月）※時間はお問い合わ
せください。8月6日は児童精神科医
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

がんとの上手なつきあい方
　がん患者の心の問題と、その対処
法や心がけておきたいこと等の心の
ケアについての講座です。
対どなたでも
時8月25日（土）午後1時30分～2時30
分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、8月24
日（金）午後8時までに、がん在宅緩
和ケア支援センターへ。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

大切な人ががんになったときに
　がん患者を支えていくために、そ
して支える立場の人自身のことも大
切にしていくための講座です。
対どなたでも
時9月29日（土）午前10時30分～11時

30分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、9月28
日（金）午後8時までに、がん在宅緩
和ケア支援センターへ。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

とらトピア夏祭り
　露店、ステージイベント等のあ
る、毎年恒例の夏祭りです。
対どなたでも
時8月4日（土）午前11時～午後3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

昼の歌声広場withおもひでロマ
ンチカ
　レキントギターの生演奏で昭和歌
謡や童謡を一緒に歌いましょう。
対どなたでも
時8月8日（水）正午～午後0時50分
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ�☎3452－9421

東海大タカナワイアンズ＆OST
マンドリンクインテット「とよお
かサンサンサマーコンサート♪」
　毎年恒例の夏のコンサートです。
対どなたでも
時8月4日（土）午後2時～3時
所豊岡いきいきプラザ
申当日直接会場へ
問豊岡いきいきプラザ�☎3453－1591

バリアフリー映画会「ふしぎな岬
の物語」
　聴覚障害者用字幕、視覚障害者用
音声ガイド付きの映画会です。健常
者、高齢者から子どもまでどなたで
も楽しめます。受け付けや会の進行
に手話通訳、要約筆記があります。
対どなたでも
時8月25日（土）午後1時30分～4時（午
後1時開場）
所障害保健福祉センター
人200人（会場先着順）

申当日直接会場へ。
問港区心身障害児・者団体連合会
（月・水・金曜）
� ☎5439－8072　FAX3451－8388
障害者福祉課障害者福祉係
� ☎3578－2383

サポートみなと講座「親族向け後
見人講座」
対成年後見制度の活用を検討してい
る親族等
時（1）8月17日（金）（2）8月30日（木）い
ずれも午後2時～4時※いずれか1回
のみの参加も可
所麻布区民協働スペース
内（1）成年後見制度の概要と申立て
（2）後見人等の仕事内容
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、住所・
氏名・電話番号・ファックス番号を
明記の上、港区社会福祉協議会生活
支援係へ。
� ☎6230－0282　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「お・も・て・
な・しボランティア講座」
対区内在住・在勤・在学者で、ボラ
ンティア活動中またはこれから始め
たいと思っている人
時（1）8月21日（火）午後6時30分～9時
（2）8月25日（土）午後1時30分～4時30
分（3）9月8日（土）午前10時～午後4時
所麻布地区総合支所
内（1）ホスピタリティ・マインドに
ついて（2）異文化への理解（3）障害へ
の理解※（3）は講義の他、車いす等
の体験を行います。
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、8月17
日（金）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

あきる野環境学習「沢散策や川魚
のつかみどり体験」
対小学生以上の区民（小学生は保護
者同伴）※未就学児の同伴不可
時8月19・26日（日）いずれも午前8時
30分～午後5時30分頃※午前8時15分

区役所集合、往復バスで移動※どち
らか1日を選択
所みなと区民の森（あきる野市）
人各40人（抽選）
費用　大人（中学生以上）：2000円、
小学生：1000円
申電話またはファックスで、7月23
日（月）～8月9日（木）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
（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

トップアスリートと体験するス
ポーツ教室
　東京2020大会の気運醸成とスポー
ツの楽しさを体験するため、ライフ
セービングと水泳の教室を実施しま
す。
対小学生以上の区内在住・在勤・在
学者
時8月5日（日）ライフセービング：午
前10時～正午、水泳：午後1時30分
～3時30分
所御成門中学校
人各50人（抽選）
申メールまたはファックスで、7月
31日（火）までに、氏名・年齢・住所・電
話番号・メールアドレス等を、スポー
ツ教室運営事務局へ。�FAX5232－0586
メール：
minato.sports@mindshare.co.jp
問生涯学習スポーツ振興課スポーツ
企画担当� ☎3578－2751

「みなと環境アプリ」夏の自然・
生き物写真投稿イベント
　平成30年7月1日（日）～9月30日
（日）に、区内またはみなと区民の森
で撮影した生き物および自然環境等
に関連した写真を募集します。
　テーマは「夏」です。�
対どなたでも（1人1作品まで）
申10月9日（火）までに、みなと環境
アプリの写真投稿機能を使って投稿

◆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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生活衛生課食品安全推進担当
� ☎6400－0047

土木管理課地籍調査担当
� ☎3578－2255

地域振興課地域振興係
� ☎3578－2530～2

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

　区では、7月23日～8月31日を「食
品衛生月間」として、食中毒予防の
啓発事業を実施します。
食品衛生月間事業概要
●みなと保健所1階ロビーで食中毒
予防パネルを展示します。
●食中毒防止標語の横断幕を区役所
に掲示します。
●区内掲示板にポスターを掲示しま
す。
●新橋駅SL広場のファロシティビ
ジョン、各総合支所、みなとパーク
芝浦等の電光掲示板に食中毒予防の
映像を放映します。
肉の生食は避けましょう
　近年、鶏わさ、鶏刺し等の肉の生
食や加熱不十分の食肉を食べたこと
を原因とする食中毒が多く発生して
います。生の鶏肉の約7割がカンピ
ロバクターに汚染されています。
「新鮮な肉・鶏であれば生で食べら
れる」や「新鮮なら安全」という考え
は間違いです。肉の生食は食中毒の

地籍調査とは
　一筆（登記されている地番）ごと
の土地について、その所有者、地
番および地目の調査と境界や面積
に関する測量を行い、その結果を
いわゆる公図や登記簿に反映させ
るもので、国土調査法に基づき実
施します。
地籍調査のメリット
　地籍調査を行うことにより、土
地の実態を明確にできるため、土
地境界に関するトラブルの防止、
登記手続きの簡素化、災害時の迅
速な復旧活動等に役立ちます。
区の地籍調査
　一筆ごとの調査に先行して、道
路や河川等の公共用地と皆さんの
所有地との境界を調査する｢街区
調査｣を実施しています。
　この調査は、1地区を2年間かけ
て実施するもので、1年目は測量
工程としてさまざまな資料を基に
公共用地と皆さんの所有地との境

　区では、23区内葬祭業者の協力に
より、標準的な葬儀を安価で行うこ
とのできる区民葬儀券を発行してい
ます。
区民葬儀で対象となる費用
　祭壇料金（御寝棺含む）・霊柩

きゅう

車運
送料金・火葬料金・遺骨収納容器代
※この他に諸費用が別料金としてか
かります。
申し込み
　各総合支所区民課窓口サービス係
（芝地区総合支所は戸籍係）で死亡届
を届出した際に、区民葬儀券の交付
を受け、区民葬儀取扱指定店に申し
込んでください。

リスクがとても高く、危険ですが、
鶏肉は食生活に重要な食材です。安
心して肉を食べるために、次の予防
法を守りましょう。
予防法
つけない
　生肉が触れたところには菌が付着
している可能性があります。調理の
際には、専用の箸やトング、皿を使
用し、生肉を扱う器具と加熱した肉
を扱う器具を使い分けましょう。
加熱する
　生肉や内臓（レバー等）は中心部の
赤味がなくなるまでしっかり加熱し
てください。赤味が残っている生焼
けの状態では、食中毒の原因菌は死
滅しません。75度で1分以上加熱し
てください。
しっかり洗浄・消毒
　調理器具等は水で流すだけでは、
きれいにはなりません。洗剤で洗っ
た後、熱湯や消毒剤を用いて消毒し
ましょう。
　また、生肉を扱った際は、他のも
のに触れる前に、十分に手を洗いま
しょう。

界を調査するための測量を行い、
2年目は立会工程として土地所有
者の皆さんに現地で境界の確認を
していただき、その成果を図面等
にとりまとめを行う調査です。
　これまでに、白金二丁目地区、
白金三丁目地区、白金四丁目地区
および白金六丁目地区において、
皆さんのご協力をいただき｢街区
調査｣の調査成果がまとまりまし
た。
平成30年度の予定
　「街区調査」として、白金五丁目
地区で2年目の調査（立会工程）、
白金一丁目地区の一部で1年目の
調査（測量工程）を行います。
　調査実施に伴い、皆さんのご協
力をお願いします。

※�平日の夜間および休日は、区役所
の夜間受付でも区民葬儀券を交付
しています。

パンフレットの配布場所
　地域振興課（区役所3階）、各総合
支所区民課
相談窓口
　全東京葬祭業連合会�☎3941－4291
※�葬儀については、パンフレットに
記載された区民葬儀取扱指定店に
ご相談ください。

インターネットと人権
　インターネットの普及により、誰
もがさまざまな情報を容易に収集・
発信できるようになった反面、イン
ターネットを利用した人権侵害が発
生し、近年高い水準で推移していま
す。
　平成29年中に、法務省の人権擁護
機関である全国の法務局が新たに救
済手続きを開始したインターネット
上の人権侵害情報に関する人権侵犯
事件の数は、平成28年の1909件を
308件上回る2217件（対前年比16.1
パーセント増加）となり、5年連続し
て過去最高の件数を記録しました。
　このうち、個人情報や私生活の事
実にかかわる内容等を本人に無断で
掲載するといったプライバシー侵害

に関する事案が1141件、特定の個人
について根拠のないうわさや悪口を
書き込む等で、その人の社会的評価
を低下させるといった名誉毀損に関
する事案が746件となっており、こ
の2つの事案だけで全体の85.1パー
セントを占めています。
　インターネットは便利なコミュニ
ケーション手段ですが、情報が一瞬
にして大勢の人に伝わってしまうこ
とから、使い方を誤ると取り返しの
つかない事態を招くこともありま
す。匿名性を利用して無責任に差別
的な内容を書き込むことは、許され
ることではありません。
　私たち一人一人が、インターネッ
トに関する知識や情報を知り、正し
く利用していくことが求められてい
ます。

　自立支援協議会では、障害者に関
する施策の推進や課題について関係
機関等と協議を行います。
　障害者が住み慣れた地域で自立生
活を送るための仕組みづくりなどに
ついて、区民の皆さんの意見を広く
聞き、反映させるため、区民委員を
募集します。
対障害者またはその家族で、区内在
住者
任期　委嘱の日から3年間（予定）
人3人程度
選論文、面接
申郵送・ファックスまたは直接、8
月3日（金・必着）までに、「障害者
（児）の地域における自立支援につい
て」をテーマにした800字以内の論文
と、住所・氏名（ふりがな）・連絡先
を、〒105－8511　港区役所障害者
福祉課障害者支援係へ。
� ☎3578－2462　FAX3578－2678

係・台場分室� ☎欄外参照

飯倉いきいきプラザの一部利用
休止
　空調・給湯設備等改修工事のた
め、次の期間は、敬老室や浴室等の
各室が1週間程度、順次利用できなく
なります。休止の内容は、港区ホー
ムページでお知らせする他、飯倉い
きいきプラザ館内に掲示します。
時8月24日（金）～11月30日（金）
問飯倉いきいきプラザ�☎3583－6366
麻布地区総合支所管理課施設運営担
当� ☎5114－8805

港区障害者地域自立支援協議会
　区では、障害者が自立した日常生
活または社会生活が営むことができ
るように、港区障害者地域自立支援
協議会を設置しています。

申大会公式ホームページ
https://minato-half.jp
からお申し込みください。
問企画課企画担当� ☎3578－2570

コンビニ交付の利用休止
　都のシステムメンテナンス作業に
伴い、コンビニエンスストアでの各
種証明交付サービスは利用できませ
ん。休止日に、住民票の写し・印鑑
登録証明書の受け取りを希望する人
は、8月3日（金）午後4時までに、電
話でお申し込みください。なお、証
明書発行手数料は、窓口で発行する
ときと同じです。
時8月4日（土）終日
問各総合支所区民課窓口サービス

してください。投稿時にコメント欄
へ写真のタイトルを入力してくださ
い。個人情報を含む写真や、ペッ
ト、室内で撮影された写真は投稿で
きません。先着30作品程度を、11月
9～11日（金～日）にみなと環境にや
さしい事業者会議主催「企業と環境
展」で展示します。「企業と環境展」
については、みなと環境にやさしい
事業者会議ホームページ
http://mecc-minato.net/
をご覧ください。
問環境課地球環境係� ☎3578－2496

MINATOシティハーフマラソン
一般ボランティアを募集します
対高校生以上どなたでも
時12月2日（日）午前7時～正午
人100人（申込順）

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

食品衛生月間です食品衛生月間です
7月23日（月）～8月31日（金）は

地籍調査を実施します

区民葬儀のご案内
肉の生食は食中毒のリスクが高く危険です
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　区の都市イメージを表現し、
魅力を伝える「シティプロモー
ションシンボルマーク」を募集
し、42作品の応募をいただきま
した。その後、選考委員会と区
民の皆さんからの意見募集を実
施し、奥野和夫さん（グラ
フィックデザイナー）の作品に
決定しました。

　決定したシンボルマークは、
区だけでなく、区民や企業等の
多様な主体との一体感の醸成、
さらなる協働を進めるシンボル
として、今後、区政のあらゆる
場面で活用していきます。
　シンボルマークについて詳し
くは、港区ホームページをご覧
ください。

4
（土）

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

追悼映画会「ショア」（原題：SHOAH） 午後1時～6時
（午後0時３0分開場） みなと図書館（90人）

子ども映画会
「うっかりペネロペ 家族といっしょ編」
「がんばれ！ルルロロ しあわせのおやつ」

午後２時～２時２5分
（午後1時３0分開場） 港南図書館（45人）

映画会「チャイナ・シー」（原題：CHINA SEAS） 午後２時～３時３5分
（午後1時３0分開場） 高輪図書館（40人）

5
（日）港区スポーツセンター区民無料公開日 午前８時３0分～午後10時 港区スポーツセンター

6
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後３時

（受付終了：午後２時３0分）白金台児童館

7
（火）おはなし会「うみ　ざざざ」他 午後２時40分～３時 台場区民センター

8
（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「花火の夜に」他 午後３時～３時３0分 赤坂図書館

9
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「さわらせて」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5回「東海道新幹線開業」

正午～午後1時
（午前11時３0分開場） 三田図書館（60人）

10
（金）おもちゃの病院 午前10時～午後３時

（受付終了：午後２時３0分）港南子ども中高生プラザ

11
（土）

ぴよぴよおはなし会 「がたんごとん  がたんご
とん  ざぶんざぶん」 他 午前11時～11時２0分 みなと図書館

おはなし会「きんぎょとしょうぶ！」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

おはなし会「にんじん だいこん ごぼう」他 午後３時～３時３0分 みなと図書館

12
（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

18
（土）

ぴよぴよおはなし会 「やだ！」 他 午前11時～11時２0分 みなと図書館

麻布図書館コンサート「麻布雅楽 －笙
しょう

と笛－」 午後２時～３時
（午後1時３0分開場） 麻布図書館（３0人）

映画会「プレシャスブルー －カリブ海 クジラの
親子と出会う旅－」

午後２時～３時３0分
（午後1時３0分開場） 赤坂図書館（３5人）

おはなし会 「ばけまつり」 他 午後３時～３時３0分 みなと図書館

19
（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「ありとすいか」他 午後２時３0分～３時 麻布図書館

21
（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
（水）おやこおはなし会「さんさんさんぽ」他 午前10時３0分～11時 港南図書館

23
（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「なつペンギン」他 午前10時３0分～11時 三田図書館

24
（金）

ナイトシネマ「すべての美しい馬」
（原題：ALL THE PRETTY HORSES）

午後5時３0分～7時３0分
（午後5時開場） 麻布図書館（３0人）

25
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後３時
（受付終了：午後２時３0分）

芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

みなとシネクラブ「英国王のスピーチ」
（原題：The King's Speech）

午後1時～３時３0分
（午後0時３0分開場） みなと図書館（90人）

おはなし会「お化けの真夏日」他 午後２時～２時３0分 赤坂図書館

映画会「海辺のポーリーヌ」
（原題：PAULINE A LA PLAGE）

午後２時～３時40分
（午後1時３0分開場） 港南図書館（45人）

きしゃポッポおはなし会 午後２時３0分～３時 麻布図書館

26
（日）おはなし会「みんなのはなび」他 午後２時～２時３0分 高輪図書館

28
（火）

おはなし会「バスがきました」他 午前11時～11時３0分 高輪図書館分室

子ども映画会
「くまのがっこう ジャッキーのおたんじょうび」

午後２時～２時２0分
（午後1時３0分開場） 高輪図書館（40人）

31
（金）映画会「江戸最後の日」 午後1時～２時40分

（午後0時３0分開場） みなと図書館（90人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

August

赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830
みなと図書館� ☎3437－6621
港南図書館� ☎3458－1085
高輪図書館� ☎5421－7617

港区スポーツセンター� ☎3452－4151
白金台児童館� ☎3444－1899
台場区民センター� ☎5500－2355
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
赤坂図書館� ☎3408－5090
三田図書館� ☎3452－4951
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576

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

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。

和歌山県和歌山市

第12回

　紀伊半島の北西にあり、関西国際空
港から約40分の和歌山市は、江戸時
代に徳川御三家・紀州藩の城下町だっ
た街です。現在の和歌山市と港区は、
紀州徳川家5代藩主の吉宗公が江戸幕
府8代将軍になったころから、深い縁
で結ばれるようになりました。　
　「和歌山市は、平成27年の東京事務
所開設を機に、港区との交流を進めて
きました」と和歌山市政策調整課の山
中さんは言います。平成28年に吉宗
公の将軍就任300年を記念し、紀州東
照宮の大祭「和歌祭」の一行が赤坂氷川
例大祭に巡
行参加した
他、港区政
70周年企画
として実施
した「赤坂
歴史探訪」
では、和歌山市の尾花正啓市長から港
区の武井雅昭区長へ吉宗桜が贈られ、
円通寺坂公園で記念植樹しました。ま
た、区内での各イベントにも毎年、和
歌山市のブースを出展しています。平
成30年は10月25・26日（木・金）に開

催する「全国交流物産展in新橋」で和歌
山市産品のPRや販売を行う予定です。
　こうした歴史や文化、産業での両地
域の取り組みに加えて、子どもたちの
交流も始まっています。和歌山市立加
太中学校の生徒が、修学旅行の際に赤
坂中学校を訪れ、互いの学校生活や活
動の様子を自作の映像で紹介し合いま
した。「吉宗公のころから時代を経た
現在も、若者たちが絆を深めていま
す」と山中さん。
　「和歌山城の天守閣は平成30年、再
建60周年を迎えました。日本遺産に
認定された景勝地「和歌の浦」等見どこ
ろがたくさんあります。名産のアシア
カエビや真鯛、わかしらす等海産物も
豊富です。港区とも縁が深い和歌山市
へ足を運んでみてはいかがでしょうか」
と山中さんは話してくださいました。

現在も深まる江戸からの絆

江戸からの絆をつなぐ
和歌祭一行 未

来
へ
絆
を
つ
な
ぐ
両
首
長 産業振興課シティプロモーション担当� ☎3578－2552

区の都市イメージを表現し、魅力を伝える

が決定しました

シティプロモーション
シンボルマーク


