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熱中症予防と節電のお願い 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が、熱中症にならない
よう、エアコンや扇風機を適切に活用し、無理のない範囲でご協力ください。

環境課地球温暖化対策担当
� ☎3578－2477

　港区は、23区と
全国の自治体が連
携し、まちを元気
にする取り組み
「特別区全国連携
プロジェクト」を
推進しています。

　｢みなと森と水会議｣は、森林の役割を知り、森林保全の大切
さを考えるイベントです。港区と協定を結び、国産材の利用促
進に努めている自治体が集まって「みなと森と水サミット2018」
を開く他、ワークショップ、林産地見学会等を開催します。

第12回みなと森と水会議
木で遊び、山を訪ねて、森を知る

　みんなで一緒に、たくさんの積み木で大きなもの
を作りましょう。
対　象　�区内在住・在学の小学生とその保護者
　　　　�（原則、保護者と一緒に参加。小学5・6年

生は子どもだけでも参加可）
と　き　�10月28日（日）午後2時～4時
　　　　（午後1時30分から受け付け）
ところ　エコプラザ
定　員　70人（保護者含む、申込順）
講　師　木楽舎つみ木研究所　荻野雅之さん
参加費　無料
申し込み�　電話で、9月25日（火）～10月14日（日）

に、みなとコール（受付時間：午前9時（初日
は午後3時）～午後5時）へ。� ☎5472－3710

つみ木ワークショップ 楽つみ木－WakuWaku－

　区と国産材の活用促進に関する協定を締結し
ている自治体の、豊かな森と水の恵みで作った
数量限定ランチを販売します。限定ランチをご
注文いただいた人には、奈良県黒滝村のスギで
作った記念品をプレゼントします。
※�記念品は、予定数（1000個）に達し次第、配布
終了となります。
対　象　�どなたでも
と　き　�10月22日（月）～11月4日（日）午前11時

30分～午後2時（なくなり次第終了）
※三田いきいきプラザのみ、日曜・祝日を除く。
ところ　�三田いきいきプラザ、神明いきいきプ

ラザ、虎ノ門いきいきプラザの喫茶ス
ペース

申し込み�　当日直接会場へ。

豊かな森と水の恵みを感じる

　間伐材でおしゃれないすを作ります。ノコギリでの丸太切りや割り箸作りも体験できます。
対　象　区内在住・在学の小学生とその保護者（必ず保護者と一緒に参加）
と　き　11月10日（土）
　　　　第1回　午前10時30分～午後0時30分（午前10時から受け付け）
　　　　第2回　午後2時30分～4時30分（午後2時から受け付け）
ところ　エコプラザ
定　員　各回20組（抽選）
参加費　無料
申し込み�　電話で、9月21日（金）～10月14日（日）に、みなとコール（受付時間：午前9時（初日は

午後3時）～午後5時）へ。※どちらかの回でお申し込みください。� ☎5472－3710

木工ワークショップ 親子でデザイナーズチェアをつくろう！

林産地見学会

　木の伐採現場、製材工場、木材を活用した施設をバス
で巡り、林業を間近に感じながら、木材活用と森林保全
のつながりを学びます。
対　象　�森林保全および木材加工等に関心のある人（小

学生以下の参加不可）
と　き　10月17日（水）午前8時～午後7時
ところ　栃木県鹿沼市近隣
集合時間・場所　�午前8時に区役所1階ロビーに集合し、

往復バスで移動します。
定　員　20人（抽選）
参加費　無料（昼食は実費）
行　程　�詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
申し込み�　電話で、9月30日（日）までに、みなとコール

（受付時間：午前9時～午後5時）へ。�☎5472－3710

栃木県鹿沼市の森林を知る
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協定自治体グルメコラボ

つみ木ワークショップの様子

作成するいすのイメージ

製材加工のイメージ

鹿沼市立栗野小学校

食材のイメージ

木工ワークショップの様子
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用はできません。
※�チェックイン時に本人確認書類が確
認できない場合は減額できません。

担当課　地域振興課地域振興係

利用者登録兼抽選はがきの設置場所
変更のお知らせ
　JTB新橋店の営業終了に伴い、9
月14日（金）からJTB浜松町店（浜松
町2－4－1世界貿易センタービル1
階）に専用はがきを設置しています。
施設の減額利用方法が変わりました
　平成30年度から、65歳以上の区民
（年度内に65歳になる人を含む）は、
本人確認書類の提示のみで、大平台
みなと荘および熱川プリンスホテル
（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。
大平台みなと荘　利用料金（9500～1
万500円）を3000円に減額
熱川プリンスホテル　利用料金から
2100円を減額
※�土・日曜、年末年始（12月31（月）
～平成31年1月3日（木））の減額利

民保養施設予約システムでお申し込
みください。抽選結果は、月末にご
自宅に郵送します。
空き室申し込み（区民・区内在勤者）
　利用希望日の1カ月前の同日か
ら、テレホンサービス、予約システ
ム、またはJTBみなと予約センター
で申込順に受け付けます。
ご注意ください
（1）申し込み代表者（本人）が行かな
い場合は利用できません。必ず申し
込み代表者（本人）を含むグループで
ご利用ください。
（2）各月の抽選は、同一世帯・同一
グループにつき1施設のみ申し込む
ことができます。複数の申し込みは
無効となります。
専用はがきとパンフレットの配布
　各総合支所、各区民センター、地
域振興課（区役所3階）、JTB浜松町
店・赤坂見附店にあります。

　ご家族・グループでお気軽にご利
用ください。
開設期間
　12月23日（日・祝）～平成31年1月8
日（火）
対象
区民　抽選申し込みと空き室申し込
みができます。
区内在勤者　抽選後の空き室申し込
みができます。
初めて申し込む人へ
　利用申し込みには、事前に利用者
登録が必要です。抽選申し込みの専
用はがきで登録できます。後日、ご
自宅に利用者登録証が送られます。
抽選申し込み（区民）
　抽選は、12月利用分を10月に行い、
1月利用分を11月に行います。表1
からご希望の施設を1つ選び、表2
の受付期間内に、専用はがきまたは
区民保養施設テレホンサービス、区

冬季区民保養施設のご案内冬季区民保養施設のご案内

登録・利用・申し込み
12月28日～平成31年1月6日は受け
付け休止
JTBみなと予約センター
午前10時30分～午後6時30分（土・
日曜、祝日除く）� ☎5434－7644
区民保養施設テレホンサービス
午前8時～午後10時�☎6268－8250
区民保養施設予約システム
空き室照会等� 午前5時～午前0時
抽選空き室申し込み等
� 午前8時～午前0時
https://hoyo.city.minato.tokyo.jp
区民保養施設事業について
みなとコール� ☎5472－3710

表1 通年・冬季区民保養施設一覧

期間 場　所 
（施設番号） 施設名 所在地・電話番号

料金（消費税込み）
部屋タイプ 部屋数 利用人数12月23日～平成31年1月8日 

※右記期間を除く 12月31日～平成31年1月3日

通
年

箱根 
（11） 大平台みなと荘 神奈川県足柄下郡箱根町大平台294 

☎0460－86－1122
大人　9500～1万500円 
子供　5000円

和室12畳または和洋室
（8畳＋2ベッド）（禁煙） 25室 2人以上

熱川 
（67）

熱川
プリンスホテル

静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1248－3 
☎0557－23－1234

大人　8640円 
子供　6480円

大人　1万2960円 
子供　　 9720円 和室10畳+踏込 3～6室 2～5人

冬
季
　
12
月
23
日︵
日
・
祝
︶～
平
成
31
年
１
月
８
日︵
火
︶　
17
日
間

越後湯沢 
（46） 松泉閣 花月 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢318－5 

☎025－784－2540
大人　8100円 
子供　5940円

大人　1万1340円 
子供　　 9180円 和室12.5畳 2室

2～5人

安房小湊 
（50）

満ちてくる心の宿 
吉夢

千葉県鴨川市小湊182－2 
☎04－7095－2111

大人　1万1340円 
子供　　 9180円

大人　1万2960円 
子供　 1万800円 和室12.5畳 2室

湯河原 
（51） おんやど惠 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上361 

☎0465－63－3001
大人　1万1340円 
子供　　 9180円

大人　1万2420円 
子供　 1万260円 和室14畳 2室

熱海 
（61）

ホテル
ニューアカオ

静岡県熱海市熱海1993－250 
☎0557－82－5151

大人　9180円 
子供　7020円

大人　1万2420円 
子供　 1万260円 和室10畳 2室

舞浜 
（63）

ホテルオークラ
東京ベイ

千葉県浦安市舞浜1－8 
☎047－355－3333

12月23～30日 
大人　8000円 
子供　8000円 
1月4～8日 
大人　6000円 
子供　6000円

大人　8000円 
子供　8000円

スーペリアルーム
（ツイン+エキストラ

ベッド）（禁煙）
2室 2～4人

石和・春日居 
（64） ホテル春日居 山梨県笛吹市春日居町小松855 

☎0553－20－2000
大人　8640円 
子供（小学生）　5400円 
4歳～就学前　 3240円

大人　1万2420円 
子供（小学生）　1万260円 
4歳～就学前　　 8100円

和室10畳+次の間5畳
（禁煙） 2室

2～5人
熱海・伊豆山 

（65） ラビスタ伊豆山 静岡県熱海市伊豆山433－13 
☎0557－80－3666

大人　1万260円 
子供　　8100円

大人　1万2420円 
子供　 1万260円

和洋室 
（6畳+2ベッド）（禁煙） 2室

※大人は中学生以上、子供は4歳以上小学生までです。3歳以下のお子さんは利用人数に含めません。また、添い寝は無料です（食事は付きません）。
※1回の申し込みにつき、2泊（連泊）まで予約できます。
※ご利用希望の月に抽選申し込みができるのは、通年・冬季区民保養施設を含めて1つだけです。
※入湯税は含まれていません。宿泊施設でのお支払いになります。ただし、ホテルオークラ東京ベイには大浴場はありません。
※部屋タイプ・食事場所・食事内容は、状況により変わることがあります。また、希望はできません。
※禁煙客室は、客室のベランダも禁煙です（ベランダがある場合）。また、電子たばこも使用できません。
※ホテルニューアカオは、幼児施設使用料（2～3歳、添い寝）2160円がかかります。
※ ホテルオークラ東京ベイは1泊朝食付きの料金です。小学生までのお子さんは、添い寝の場合朝食料金1550円のみで利用できます（ベッド1台につき子供1人）。添い寝の人数は利用人

数に含まれません。詳しくは、事前にJTBみなと予約センターにお問い合わせください。
※ラビスタ伊豆山は、ペットが泊まれる施設のため、フロント等の共有部分でペットに遭遇する場合があります。ただし、ご利用の部屋はペットの宿泊はできません。
※ラビスタ伊豆山は、リゾートマンションタイプのため、客室前の廊下は外廊下となります。
※大平台みなと荘の利用料金は、1部屋の利用人数により異なります。
※熱川プリンスホテルの利用料金は、冬季保養施設開設期間中および年末年始の料金です。他の時期の料金は、お問い合わせください。
※熱川プリンスホテルの室数は、曜日により異なります。
※ 65歳以上の区民（年度内に65歳を迎える人を含む）または、身体障害者手帳等をお持ちの区民が減額で利用できる施設は、大平台みなと荘と熱川プリンスホテルです（65歳以上の区民

は月～金曜のみ。年末年始（12月31日～1月3日）を除きます。各種手帳等をお持ちの区民は土・日曜、年末年始（12月31日～1月3日）も可）。チェックイン時に本人確認書類または各種
手帳等（いずれもコピー不可）の提示が必要です。

表2 抽選申し込み受付期間

利用月 区民保養施設テレホンサービスまたは区民保養施設予約システム 専用はがき

12月利用分 10月1日（月）～18日（木）　午前8時～午後10時（予約システムは午前0時まで） 10月1日（月）～12日（金・必着）

平成31年1月利用分 11月1日（木）～18日（日）　午前8時～午後10時（予約システムは午前0時まで） 11月1日（木）～12日（月・必着）

※12月31日（月）～平成31年1月2日（水）の2泊3日をご希望の場合は「12月31日から2泊」とし、12月利用分としてお申し込みください。

区役所庁舎の一部フロアへ
の夜間・休日等の立ち入り
には、手続きが必要です

　区役所庁舎では、現在大規模改修工事を行っていますが、セキュリティ強化のため、平日は午前7時45分
以前および午後8時30分以降、土・日曜、祝日、年末年始は全日、一部フロア（5・6・8・10・11 階）への
立ち入りには1階宿直室で手続きが必要となっています。
　ご不便をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275



9月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	秋の全国交通安全運動、小学校紹介（白金の丘学園白金の丘小学校）、平和のつどい　他
放送期間 	 9月21日（金）～9月30日（日）
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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次の要件に当てはまる人
（1）区内在住・在勤・在学者
（2）外国人とやさしい日本語を使っ
て交流したい人
定員
　60人（抽選）
※�保育あり（4カ月～就学前、2人。
電話で、10月4日（木）までに、地
域振興課国際化推進係へ）

申し込み
　次のいずれかの方法でお申し込み
ください。
（1）電話で、9月21日（金）～10月4日
（木）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午前11時）～午後5
時）へ。� ☎5472－3710
（2）メールで、10月4日（木）までに、
（財）港区国際交流協会へ。
メール:
minatomo@minato-intl-assn.gr.jp

者には、性別の取り扱い変更の審判
により、戸籍上の性別変更が認めら
れるようになりました。平成20年に
は、同法が改正され一部の要件が緩
和されています。
　また、平成29年には、健康保険の
被保険者証に記載する氏名につい
て、社会生活上日常的に使用してい
る通称名の記載を希望する場合は、
医師の診断書等の確認により、戸籍
と異なる表記も記載が可能であると
の通達が厚生労働省から出されまし
た。また、介護保険の被保険者証で
も同様の手続きが可能となっていま
す。
　その他にも、本人の苦しみが取り
除かれ、より多くの人が自分らしく
生き生きと暮らすことができるよう
にするためには、雇用や昇進等にお
いても、不利益や差別を受けないよ
う理解を深める必要があります。
　区では、必要な場合を除き、申請
書等の性別記載欄を削除していま
す。
　私たち一人一人が性の多様性につ
いて理解を深め、偏見や差別のない
社会を築いていくことが大切です。

　区は、外国人が地域に参画する
きっかけを作るため、「やさしい日本
語」を中心とした外国人とのコミュ
ニケーション講座を実施します。
　講座修了後は、「やさしい日本語」
を使って、地域のコミュニティーや
イベントへ身近な外国人を誘い、一
緒に参加してみましょう。
「やさしい日本語」とは
　外国人にも分かりやすく表現され
た日本語のことです。
講座概要
　講座では「やさしい日本語」を中心
に、多文化共生の視点や身近な外国
人とコミュニケーションを取るため
の基礎知識や会話の進め方等につい
て楽しく学びます（講義およびグ
ループワーク）。
実施日時等
　表1のとおり
実施場所
　港勤労福祉会館
対象
　6日間の講座に参加できる人で、

　港区地域福祉フォーラムでは、共
に支え合い安心して暮らせるまちを
めざして、地域福祉を支える団体の
活動紹介や発表等を行います。
対象・内容等
　表2のとおり
とき
　10月20・21日（土・日）午前10時～
午後4時

ところ
　高輪区民センター
申し込み
　表2（Ａ）（Ｂ）（Ｆ）～（Ｉ）：電話または
ファックスで、希望の申込番号・氏
名（ふりがな）・電話番号・ファック
ス番号を明記の上、10月2日（火）～
17日（水）に、港区社会福祉協議会経
営管理係（受付時間：午前8時30分～

午後5時15分※10月17日のみ、午後5
時まで）へ。
　表2（Ｃ）（Ｄ）（Ｅ）：当日直接会場へ。

性の多様性について理解を深めよう
　人間の「性」は、身体（生物学的）、
心（性自認）、恋愛や性愛の対象（性
的指向）等からなりますが、身体の
性と心の性が一致する人や、恋愛や
性愛の対象が異性である人ばかりで
はありません。身体と心の性が一致
せず身体の性に常に違和感をもつ状
態の人、恋愛や性愛の対象が同性ま
たは両性である人、先天的に身体上
の性別が不明瞭な性分化疾患である
人等、人それぞれです。
　「性的マイノリティ」と呼ばれる人
たちは、少数派であるがために正常
と思われず、偏見の目で見られた
り、学校や職場でいじめや嫌がらせ
を受けたりする等、日常生活や社会
生活のさまざまな場面で人権に関わ
る問題に直面することがあります。
また、周囲に打ち明けることができ
ずに悩み、自殺したい気持ちに至る
人もいます。
　性同一性障害については、平成16
年に、「性同一性障害者の性別の取
扱いの特例に関する法律」が施行さ
れ、一定の法的要件を満たした申請

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2027

港区社会福祉協議会経営管理係
� ☎6230－0280　ＦＡX6230－0285

地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2308

外国人と「やさしい日本語」を通じて
交流してみませんか

表1 実施日時等
日付 時間 テーマ

10月24日（水）

午後7時～9時

多文化共生のための「やさしい日本語」入門
10月31日（水） 「やさしい日本語」を使ってみよう
11月7日（水） 理解しあうための「聴く」と「待つ」
11月14日（水） 何をどう話すかを考える
11月21日（水） 多文化共生と言葉
11月28日（水） 日本語交流の意義

表2 実施内容等

とき 申込
番号 内容 対象 講師等 定員

10月20日
（土）

（Ａ）午後1時30分～
3時30分 1 講演会

「美しい日本語の歌を伝えたい」 どなたでも 由紀さおり（歌手・女優）
250人（申込順）
※ 手話通訳・保育あり（4カ月～就学前、

4人。申込時にお申し出ください）

（Ｂ）
①午前10時30分～
11時30分
②午後2時～3時

2 和菓子づくり体験
きんとん製『菊の雨』小倉餡入

①60歳以上の区民
②小学生と保護者 とらや

①14人（申込順）
②6組12人（申込順）
※ 小学生1人に対して保護者1人の申し込

みとなります。

（Ｃ）午前10時～
午後4時 ―

①福祉なんでも相談～サービスから
就職まで～
②法律や相続、成年後見、健康、住
まいに関する相談

どなたでも
①港区社会福祉法人連絡会（高齢、障
害、子ども分野等）
②弁護士、司法書士、行政書士、税理
士、薬剤師、宅地建物取引士等

同時に相談出来るのは全体で①10人程度
②7人程度（いずれも会場先着順）

10月21日
（日）

（Ｄ）午前10時～正午 ― 児童・生徒等による音楽発表 どなたでも
◦愛星保育園・みなと保育園 合同合唱
◦白金の丘学園白金の丘小学校 合唱団
◦高松中学校 吹奏楽部

200人（会場先着順）

（Ｅ）午後3時～3時40分 ―
シニア世代のファッションショー

「輝く私！スマイルハッピーSHOW　
2018」

どなたでも モデル：地域で活躍するシニア世代等 250人（会場先着順）

（Ｆ）
①午前10時30分～
正午
②午後1時30分～
3時

3 ねんドル岡田ひとみの
親子ねんど教室

3歳以上のお子さんと
保護者

ねんドル岡田ひとみ（タレント）
NHK Eテレ「ニャンちゅう！宇宙！放
送チュー！」で“おねんどお姉さん”と
して出演中

各回30組60人（申込順）
※ お子さん1人に対して保護者1人の申し

込みとなります。

（Ｇ）
①午前10時～
10時45分
②午後1時～
1時45分

4
「キッコーマンしょうゆ塾」
しょうゆの原材料や作り方を体験
し、クイズで楽しく学びます。

小学3・4年生 キッコーマン（株） 各回30人（申込順）
※保護者も入室できます。

（Ｈ）①午前11時～正午
②午後2時～3時 5 「Hondaファンファンクラフト」

段ボールでワゴン車を作ります。 小学3～6年生 本田技研工業（株） 各回20人（申込順）
※保護者も入室できます。

（Ｉ）午後1時30分～3時 6
みんなで話そう！子ども・子育て

「こぞってカフェ～イクメン、サイ
コー！（再考）～」

子育て中の保護者、子育て
中の人を地域で応援してい
る人、テーマに関心のある
人ならどなたでも

（社）みなとこぞってネットワーク　他
20人（申込順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、4人。申込

時にお申し出ください）

※ その他、ボランティア団体やNPOによる活動発表、企業等による活動紹介、ミニ福祉機器展、防災用品等の展示、ミニ縁日、被災地支援物産販売等の他、スタンプラリー（各日先
着500人に景品あり）があります。

第3回港区地域福祉フォーラム

つながり・支えあうまちをつくるため

身近な外国人とのコミュニケーションを支援する
講座を実施します
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認定された65歳以上の区民
内容・ところ・定員・とき
　表のとおり。詳しくは、各高齢者
相談センターにお問い合わせくださ
い。
申し込み
　電話で、10月1日（月）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、高齢者のインフルエン
ザの発症や、発症した場合の重症
化を予防し、健康維持を図るた
め、インフルエンザ予防接種を実
施します。
　対象者には9月末にインフルエ
ンザ予防接種予診票をお送りしま
す。なお、平成30年8月30日以降
に港区へ転入の届け出をし、接種
対象者に該当する人は、保健予防
課へご連絡ください。
　かかりつけの医師とよく相談
し、寒くなる前に早めに予防接種
をして流行に備えましょう。
対象
（1）平成30年12月31日現在、65歳以
上の人
（2）平成30年12月31日現在、60歳以
上65歳未満の人で、次のいずれか
の障害で身体障害者手帳1級の人
（心臓、じん臓または呼吸器の機
能の障害、ヒト免疫不全ウイルス
による免疫機能の障害）
接種費用
　無料（予防接種予診票を持たず
に受診した場合は、無料で予防接
種を受けることはできません）

45分から受け付け）※小雨決行
ところ
　新橋駅周辺（新橋SL広場集合）
交通
　JR、都営地下鉄浅草線、東京メトロ銀座線「新
橋駅」下車
定員
　20チーム（申込順）
費用
　無料
申し込み
　メールまたはファックスで、10月10日（水）まで
に、チーム名・代表者氏名・住所・電話番号・
メールアドレス・参加者全員の氏名・年齢・区分
（在住・在勤・在学）を、みなと環境にやさしい事
業者会議（mecc）事務局へ。

　チーム対抗で、制限時間内に定められたエリア
内でゴミを拾い、その質と量をポイントで競い合
うイベントです。
　スポーツ感覚で楽しみながら、新橋駅周辺を清
掃しませんか。
　詳しくは、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。
対象
　区内在住・在勤・在学者および、その家族・友
人の3～5人のチーム
※�小学生以下の人が参加する場合は、必ず保護者
を1人以上メンバーに含めてください。
とき
　10月13日（土）午前10時～午後0時30分（午前9時

スポGOMI大会inみなとスポGOMI大会inみなと 参加者
募集

高齢者の

� を実施します

接種期間
　10月1日（月）～平成31年1月31日
（木）
持ち物
　インフルエンザ予防接種予診票
接種回数
　接種期間中に1回
接種場所
　23区の指定医療機関で接種する
ことができます。港区の指定医療
機関は、予防接種予診票に同封の
港区予防接種実施医療機関名簿で
ご確認ください。
　港区外22区の指定医療機関は、
所在地の予防接種担当部署へ、直
接お問い合わせください。

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

いきいき麻雀教室
対60歳以上の麻雀初心者の区民
で、全日程に参加できる人
時11月1日～平成31年2月28日（12
月27日を除く毎週木曜・全16回）
午後1時～3時
所三田いきいきプラザ
人32人（初めての人優先で抽選）
申本人が直接、10月5日（金）まで
に、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

男性のための料理教室
対60歳以上の区民
時10月9日～平成31年3月12日（第
2・4火曜、全11回）午前9時30分～
午後1時
所赤坂いきいきプラザ
人8人（初めての人優先で抽選）
費用　1回500円（材料費）
申電話または直接、10月2日（火）
までに、赤坂いきいきプラザへ。
� ☎3583－1207

チャレンジコミュニティ・クラ
ブ共催　英会話入門編「フッ
キーのHappy English」
対60歳以上の区民で、中学生レベ
ルの英語を理解している人
時10月8日～平成31年3月25日（12
月31日を除く毎週月曜・全24回）
午後1時～2時
所豊岡いきいきプラザ
人20人（抽選）
費用　毎月514円（テキスト代）
申電話または直接、10月1日（月）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
� ☎3453－1591

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）9月26日（水）（2）10月3日（水）
（3）10月10日（水）（4）10月12日（金）

各高齢者相談センター
� ☎5面欄外参照

表 みんなと元気塾一覧
内　容 ところ 定員（人） と　き 開始日 終了日

1

バランスト
レーニング
足腰元気講
座

三田
いきいきプラザ 10 毎週木曜　

午前10時～11時30分
11月

1日
平成31年
2月21日

2 赤坂
いきいきプラザ 8 毎週水曜　

午前10時～11時30分
11月

7日
平成31年
3月13日

3 白金台
いきいきプラザ 10 毎週火曜　

午後3時～4時30分
11月

20日
平成31年
3月19日

4 白金
いきいきプラザ 10 毎週金曜　

午前10時～11時30分
11月

2日
平成31年
3月1日

5

体力アップ
トレーニン
グ講座

三田
いきいきプラザ 18 毎週金曜　

午前10時～11時30分
11月

2日
平成31年
3月1日

6 虎ノ門
いきいきプラザ 10 毎週金曜　

午前10時～11時30分
11月

2日
平成31年
2月22日

7 青山
いきいきプラザ 17 毎週水曜　

午前10時～11時30分
11月

7日
平成31年
2月27日

8 白金台
いきいきプラザ 10 毎週火曜　

午前10時30分～正午
11月

6日
平成31年
3月5日

9 港南
いきいきプラザ 16 毎週木曜　

午前10時～11時30分
11月

29日
平成31年
3月28日

10 みんなの食
と健

け ん

口
こ う

講座
豊岡

いきいきプラザ 8 毎週月曜　
午前10時～11時30分

11月
5日 12月17日

　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

　「みなと環境にやさしい事業者会議」（通
称：mecc）は、平成18年5月に設立された
「環境」をキーワードに活動する区内の企業や
団体の集まりです。年間を通じ、打ち水やご
み拾い、エコバザー等の活動をしています。
会員数は平成30年8月現在53事業者です。

みなと環境にやさしい事業者会議（mecc）事務
局� ☎6806－9280　ＦＡX6806－9282
メール：info@mecc-minato.net
環境課地球環境係� ☎3578－2497

11月開始の介護予防事業

みんなと
元気塾

みんなと
元気塾参加者

募集

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

インフルエンザ
予防接種

インフルエンザ
予防接種

（5）10月17日（水）いずれも午前10
時～午後4時
所（1）みなと保健所（2）介護予防総
合センター（みなとパーク芝浦2
階）（3）ありすいきいきプラザ（4）
高輪区民センター（5）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

介護家族の会に参加しませんか
対家族を介護している人、介護経
験のある人どなたでも
時（1）芝地区介護家族の会：10月
16日（火）午後1時30分～3時（2）南
麻布ホッと・ネット：9月27日（木）
午後1時30分～3時30分（3）北青山
「絆の会」：9月28日（金）午後2時～
4時（4）高輪地区みんなで語ろう
会：10月18日（木）午後2時～3時30
分（5）芝浦港南地区「かいごカ
フェ」：10月12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
� ☎5面欄外参照
担高齢者支援課高齢者相談支援係
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　8月7日に開催された第8回港区教
育委員会定例会において、平成31年
度に区立小学校で使用する教科書、
区立中学校で使用する道徳の教科書
を表1・2のとおり決定しました。
　教育委員会では、教科書選定研究
委員会から報告された教科書選定資
料等を基に慎重に審議を行い、教科
書を採択しました。
　また、区立小・中学校の特別支援
学級で使用する教科書については、
児童・生徒の実態に応じ、検定教科
書および学校教育法附則第9条の規
定による一般図書等を採択しまし
た。

土・日曜、祝日を除く午前9時30
分～午後6時）へ。（株）タビックス
ジャパン特設ページ
http ://www.tab ix .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。
� ☎3275－3200　ＦＡX3275－0880
問環境課地球環境係
� ☎3578－2497

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「第9回子どものための
ジャズコンサート」
対小・中学生とその保護者
時10月14日（日）午前11時～午後5
時（コンサートは午後2時～3時30
分予定）
所六本木ヒルズアリーナ（六本木6
－10－1）
申当日直接会場へ。
　共演者も募集しています。詳し
くは、（特）キッズファンホーム
ページ
http://www.kidsfun.or.jp
をご覧ください。
問（特）キッズファン
� ☎6277－3210　ＦＡX4243－3143
メール：info@kidsfun.or.jp
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

港区保育室「白金三丁目保育室」
を開設します
　港区保育室は、待機児童解消の
ため独自に設置している保育施設
です。園の決定や保育料、保育内
容は認可保育園と同様です。
対保護者が、仕事や病気等の事由
により、日中家庭において保育が
できない児童
所白金3－7－13�
開所時間　午前7時15分～午後6時
15分（午後8時15分までの延長保育
あり）
開設日　11月1日
定員　14人（0歳：3人、1歳：5
人、2歳：6人）※平成31年度から
定員を順次拡大していきます。
申各総合支所区民課保健福祉係で
配布する入所申込書（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、各総合支所区民課保健福祉係
へ。11月入所の申込締切日は10月
5日（金）です。
問各総合支所区民課保健福祉係
� ☎欄外参照

3日（水）までに、港区野外活動協
会事務局（受付時間：平日午前9時
～午後5時）へ。
� ☎・ＦＡX044－422－6406
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

歯並び・かみ合わせ相談
対3歳～小学生
時10月17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

園芸講座「親子でカラフルコケ
玉を作ろう」
対区内在住・在勤・在学のお子さん
とその保護者（子どもは3歳以上）
時（1）10月21日（日）�午後2時～4時
（2）10月27日（土）午前10時～正午
（3）10月27日（土）午後2時～4時（4）
10月28日（日）午前10時～正午（5）
10月28日（日）午後2時～4時※各回
同じ内容、申し込みはいずれか1
日のみ
所（1）芝浦区民協働スペース（みな
とパーク芝浦1階）（2）高輪区民セ
ンター（3）新橋区民協働スペース
（4）赤坂区民センター（5）麻布地区
総合支所
人各15組（申込順）※保育あり（4カ
月～2歳、各2人程度。申込時にお
申し出ください）
費用　1000円（教材費等）
申電話で、9月25日（火）～10月9日
（火）に、みなとコール（受付時
間：午前9時（初日は午後2時）～午
後5時）へ。� ☎5472－3710
担各総合支所まちづくり課まちづ
くり係

みんなでエコっとプロジェクト
「愛着のある服や小物をリメイ
クしよう！」
対区内在住のお子さんとその保護
者
時10月21日（日）午後1時30分～3時
30分
所六本木区民協働スペース
内着られなくなった服等を新たな
生地等の素材と合わせて作り直し
ます。
人15組（抽選）
申郵送、ファックスまたは直接、
10月9日（火）までに、参加申込書
に住所・氏名・年齢・電話番号を明
記の上、〒106－8515　麻布地区総
合支所まちづくり課まちづくり係
へ。参加申込書は港区ホームペー
ジからダウンロードできます。
� ☎5114－8815　ＦＡX3585－3276

あきる野環境学習「植樹体験」
対小学生以上の区民（小学生は保
護者同伴）※未就学児は参加でき
ません。
時10月21日（日）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
所みなと区民の森（あきる野市）
人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、10月
11日（木）までに、（株）タビックス
ジャパン八重洲支店（受付時間：

分）
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

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児とその保護者
時10月3日（水）受付時間：午後1時
～2時
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

グループお母さんの時間「育児
や家庭のつらい気持ちを語り合
う集い」
対区民で、育児中の母親※保育あ
り（申込時にお申し出ください）
時10月18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

なかよし会
対区内在住で、ダウン症児とその
保護者
時10月10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

ふれあい親子体操「たくさん遊
ぼう！楽しく遊ぼう！」
対区内在住の2・3歳児とその保護
者
時10月15・22・29日、11月5・12・�
19日（月・全6回）午前10時～正午
所みなと保健所
人35組70人（抽選）
費用　1組1000円（資料等）
申電話またはファックスで、10月

母子メンタルへルス相談
対区民で、妊娠中・育児中の母親
とその家族※保育あり（申込時に
お申し出ください）
時10月5日（金）・22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

のんびりサロン
対区民で、平成30年6～9月生まれ
のお子さんとその保護者※1カ月
児健診後にご参加ください。
時10月1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

10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その保
護者
（1）ほっとひといき子育て相談
時・所①白金台児童館：10月2日
（火）②豊岡児童館10月11日（木）③
高輪児童館：10月25日（木）④高輪
子ども中高生プラザ：10月2日
（火）・11日（木）・25日（木）①～③
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10月20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
さんとその保護者
時10月16日（火）午後1時30分～3時
（受付時間：午後1時15分～1時30

教育指導課指導支援係
� ☎3578－2756

問い合わせ

表1 区立小学校で使用する教科書 
種目 発行者名
国語 光村図書出版（株）
書写 光村図書出版（株）
社会 東京書籍（株）
地図 東京書籍（株）
算数 東京書籍（株）
理科 教育出版（株）
生活 大日本図書（株）
音楽 （株）教育芸術社

図画工作 日本文教出版（株）
家庭 東京書籍（株）
保健 （株）学研教育みらい

道徳 廣済堂あかつき（株）
（平成29年度採択済）

表2 区立中学校で使用する道徳の教科書
種目 発行者名
道徳 日本文教出版（株）

◆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
◆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

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

平成31年度に区立小学校で使用する
教科書、区立中学校で使用する
道徳の教科書が決まりました

情報アンテナ
■東京都市圏パーソントリップ調査にご協
力ください
　都では、将来のまちづくり等に役立てる
ため、9～12月に、交通に関する調査を実
施します。調査にあたり無作為に抽出させ
ていただいた世帯に調査票（はがき）を郵送
しますので、ご協力をお願いします。詳し
くは、東京都都市整備局ホームページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/
をご覧ください。　問い合わせ　東京都都
市整備局　☎5388－3322
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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

9月23日（日・祝） れんが通り薬局 新橋6－14－7 3433－4437

9月24日（月・振） すぎの木薬局 西新橋3－23－6 5776－1371

9月30日（日） メディトピア新橋薬局 西新橋3－23－9 3433－8755

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

9
月
23
日（
日・祝
）

しば胃腸こうもんクリニック（内） 芝4－11－5　KTビル3階 6453－9307
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
ARAデンタルオフィス（歯） 北青山2－7－20　川志満ビル2階 6447－2350
★六本木北浜診療所（内・小） 六本木6－1－20　六本木電気ビル2階 3402－0792

9
月
24
日（
月・振
）

白金台おがわクリニック（内） 白金台3－8－3 6447－7081
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
ヨシエ歯科医院（歯） 芝3－27－5 3453－2867
氏家歯科医院（歯） 六本木5－5－1　ミニヨンビル3階 3479－1722
★白金坂の上診療所（内・小） 白金台4－7－8　ストーリア白金2階 3447－3232

9
月
30
日（
日
）

清水クリニック（内） 赤坂4－4－11　赤坂丹後町ビル1階 6441－0358
東京都済生会中央病院（内・外） 三田1－4－17 3451－8211
あおばデンタルクリニック（歯） 六本木7－15－10　A7ビル4階 5770－8461
★松崎内科クリニック（内） 新橋1－15－5　ベルサ115　9階 3591－7006
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

第1回港区障害者地域自立支援協
議会
対どなたでも傍聴可
時10月1日（月）午後6時30分～8時30分
所区役所9階会議室
人10人（申込順）
申電話で、9月28日（金）までに、障
害者福祉課障害者支援係へ。
� ☎3578－2462

平成30年度障害児・者を支援し
ている人への研修「精神障害者の
社会参加について」
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10月5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

国民健康保険加入者対象の特定
健康診査
　メタボリックシンドローム（内臓
脂肪症候群）の予防、早期発見のた
めの特定健康診査です。
対港区国民健康保険加入者で、40～
74歳の人
時11月30日（金）まで※終了間際は医
療機関での予約が取りづらくなるた
め、早めに受診してください。
所区内指定医療機関
内容　問診、身体計測、血圧測定、
尿検査、血液検査、肝機能検査等
申医療機関に電話等で予約し、受診
券、質問票と保険証を持参して受診
してください。
問国保年金課事業係� ☎内線2637

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。10月3日（水）までにお申し込み
ください）
時10月10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、10月3日（水）までに、健康推
進課地域保健係へ。既に参加したこ
とのある人は、当日直接会場へ。
� ☎6400－0084

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10月15日（月）・17日（水）・19日
（金）・22日（月）※時間はお問い合わ
せください。10月15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

化学療法副作用への対策「手足の
しびれ、皮膚ケア、爪ケア等」
対どなたでも
時10月27日（土）午前11時～正午
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、10月26
日（金）午後8時までに、氏名・電話
番号を、がん在宅緩和ケア支援セン
ター（受付時間：月～金曜午前10時
～午後8時、土曜午前10時～午後5
時）へ。※詳しくは、がん在宅緩和
ケア支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　ＦＡX6450－3583

オリジナル食器を作ろう「はじめ
てのポーセラーツ講座」
対おおむね50歳以上の区民
時10月17日（水）午前10時～10時

30分、午前11時～11時30分
人各15人（抽選）
費用　2000円（材料費）
所三田いきいきプラザ
申電話または直接、10月5日（金）ま
でに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

初心者でも作れる和菓子教室
対区内在住者で全て参加できる人
時10月16日、11月13・27日、12月4
日（火・全4回）午前10時～正午
所白金台いきいきプラザ
人15人（抽選）
費用　800円（材料費4回分）
持ち物　エプロン、三角巾、さらし
布巾、タオル、筆記用具、マスク
申本人が、電話または直接、9月30
日（日）までに、白金台いきいきプラ
ザへ。※当選者のみ10月1日（月）以
降にご連絡します。� ☎3440－4627

港区国際防災ボランティア研修
特別公開講座「多文化共生時代の
災害時対応～外国人支援におけ
るボランティアの役割～」
対どなたでも
時10月9日（火）午後7時～9時（午後6
時30分開場）
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人200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

アフリカン・ミュージック・フェ
スティバル
　アフリカ5カ国から4組のミュージ
シャンとダンサーが集まります。力
強いステージをお楽しみください。
対どなたでも
時10月19日（金）午後6時～8時30分
（午後5時開場）
所赤坂区民センター区民ホール
人360人（申込順）
費用　区内在住・在勤・在学者：
1500円、一般：2000円
申電話またはメールで、エチオピア・
アートクラブへ。�☎070－4316－6545

メール：
dereb_jp@googlegroups.com
無料招待
対区内在住・在勤・在学者
人40人（抽選）
申往復はがきに、住所、氏名、電話
番号、在勤・在学の人は会社・学校
名を明記の上、10月9日（火）まで
に、〒105－8511　港区役所地域振
興課国際化推進係へ。�☎3578－2303

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「Dance New Air2018　
レクチャー+ダンス」
　初めてコンテンポラリーダンスに
出合う人に向けた解説付きのダンス
プログラムです。
対どなたでも
時10月4日（木）午後7時～8時45分
頃、10月13日（土）午後5時40分～7時
30分頃
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人各100人程度（申込順）
費用　区民：無料、一般：2500円
申スタジオアーキタンツホームペー
ジ
http://a-tanz.com/event/4228
の応募フォームへ。※区民はファッ
クスでも申し込むことができます。
氏名・電話番号・希望日・人数・
メールアドレスを明記の上、ファッ
クスで、スタジオアーキタンツへ。
� ＦＡX5730－2733
問スタジオアーキタンツ（受付時
間：平日午前11時～午後6時）
� ☎5730－2732
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

港区文化プログラム連携事業 見
学ツアー＆講演会「慶應義塾 建築
プロムナード建築特別公開日」
　地域にとって身近でありながら、
触れる機会が少ない大学の建築に焦
点を当てた、建築見学ツアーと講演
会を開催します。
対どなたでも（講演会は英語対応可。
ご希望の人はお問い合わせくださ
い）

◆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
◆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
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※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（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、全て無料です。

所区役所9階会議室
人10人程度（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問保健福祉課地域包括ケア推進係
� ☎3578－2328

市街地再開発組合設立認可に係
る事業計画案の縦覧
　意見のある人は、提出期間内に意
見書を提出してください。
件名　虎ノ門一・二丁目地区第一種
市街地再開発事業
縦覧期間　9月22日（土）～10月5日
（金）
縦覧場所　開発指導課（区役所6階）
意見書の提出先　郵送または直接、
9月22日（土）～10月19日（金）に、
〒163－8001　東京都都市整備局市
街地整備部再開発課（都庁第二庁舎
11階）へ。
問開発指導課再開発担当
� ☎3578－2248

東京都環境影響評価条例に基づ
く環境影響評価書の縦覧等
事業名　（仮称）虎ノ門一・二丁目地
区第一種市街地再開発事業
時9月25日（火）～10月9日（火）※閉庁
時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支
所、みなと図書館
問環境課環境指導・環境アセスメン
ト担当� ☎3578－2490

｢みなと区民まつりパレード｣開
催に伴うちぃばす「芝ルート」の
バス停一時休止
　みなと区民まつりパレード開催に伴
う交通規制により、芝ルート復路（新橋
駅方面）で77「港区役所」および78
「御成門駅｣バス停を一時休止します。
これにより、76「芝公園駅」バス停から
77・78を通過し、直接79「愛宕警察署」
バス停へ向かいます。また、芝ルート往
路（田町駅方面）と麻布東ルートは通
常通り運行しますが、パレードにより
運行時間が遅延することがあります。
時10月7日（日）正午～午後2時※当日
の交通規制の状況により、時間帯が
変更になる場合があります。
問（株）フジエクスプレス
� ☎3455－2213
地域交通課地域交通係�☎3578－2279

http://www.minatolibra.jp
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画セ
ンターへ。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149

大人の趣味講座「香道～一子相伝 
　500年の伝統～」
対中学生以上どなたでも
時10月13日（土）午後2時～3時30分
所高輪図書館
人30人（申込順）
申電話または直接、9月24日（月・
振）から、高輪図書館へ。※10月8日
（月・祝）は休館� ☎5421－7617

芝の語り部セミナー「永井荷風の
世界～日和下駄と港区～」
対中学生以上どなたでも（小学生以
下の同伴は不可）
時10月20日（土）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所三田図書館
人36人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
※10月18日（木）は休館�☎3452－4951

住民基本台帳の閲覧状況につい
て公表します
　住民基本台帳法第11条第3項およ
び第11条の2第12項の規定に基づ
き、平成29年度中の住民基本台帳の
一部の写しの閲覧請求および閲覧申
し出の状況について公表します。
公表方法　（1）港区ホームページへ
の掲載（2）各総合支所区民課窓口
サービス係および台場分室での縦覧
掲載・縦覧の期間　10月1日（月）～
31日（水）
問芝地区総合支所区民課証明交付担
当� ☎3578－3143

平成30年度第2回港区成年後見制
度利用促進協議会
　港区における成年後見制度に関す
る施策の適切な運用を目的として、
関係機関との連携および情報共有を
推進し、成年後見制度の理解と利用
促進を図るため、港区成年後見制度
利用促進協議会を開催します。
対どなたでも傍聴可
時10月11日（木）午後6時30分～8時

実習消費者教室「おいしい防災食
～ポリ袋でかんたん調理～」
　ポリエチレン袋を用いた簡単な方
法で調理、試食を体験します。併せ
て、災害時に特に気を付けたい食品
表示の見方、衛生、日常備蓄（ロー
リングストック法）等について学び
ます。
対区内在住・在勤・在学者
時10月18日（木）午前10時30分～午後
0時30分
所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人18人（申込順）※保育あり（1歳～就
学前、6人。10月9日（火）までにお申
し込みください）
申電話で、9月21日（金）午前9時から、
消費者センターへ。� ☎3456－4159

かぼちゃのデザート「今年のハロ
ウィンメニューはこれだ!!」
対どなたでも
時10月13日（土）午前10時30分～正午
所がん在宅緩和ケア支援センター
人15人（申込順）
費用　300円（材料費）
申電話またはファックスで、10月12
日（金）午後8時までに、氏名・電話
番号を、がん在宅緩和ケア支援セン
ター（受付時間：月～金曜午前10時
～午後8時、土曜午前10時～午後5
時）へ。※詳しくは、がん在宅緩和
ケア支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　ＦＡX6450－3583

社会貢献活動をはじめる・ひろげ
る助成金活用述講座
対区内在住･在勤･在学者、または
テーマに関心がある人
時10月15日（月）午後7時30分～9時
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、4人程度。10月4日（木）まで
に、申込時にお申し出ください）
詳しくは、男女平等参画センター
ホームページ
http://www.minatolibra.jp
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画セ
ンターへ。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149

女性のための起業講座（応用編）
対区内在住・在勤・在学者または
テーマに関心がある女性で、2回と
も参加できる人
時10月27日（土）、11月3日（土・祝）
（全2回）午前10時～午後3時30分（昼
食休憩あり）
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
内女性の起業、売る力を高めよう、
収益に強くなろう、顧客づくり
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、8人程度。10月11日（木）ま
でに、申込時にお申し出ください）
詳しくは、男女平等参画センター
ホームページ

　道路は、安全な空間になっていま
すか。道路上に商品や置き看板、の
ぼり旗、植木等の物を置いていませ
んか。また、傘がぶつかるような突
出看板や日よけはありませんか。
　このようなものが道路に置かれて
いると、道路の安全な空間が狭ま
り、非常に危険です。道路をこのよ
うに使用している人は、敷地内に移
動させてください。
　また、道路の上空を利用した突出
看板や日よけ等の設置は、道路占用
許可が必要です。
　道路は、車や人等が通行するため

の公共施設です。また、災害時には
避難通路にもなります。常に車や人
等が安全に通れるようにしておきま
しょう。

○道路占用許可および道路上の置
き看板等の指導
各総合支所まちづくり課まちづく
り係� ☎6面欄外参照
○突出看板および日よけ等の指導
土木管理課監察指導係
� ☎3578－2350

時（1）見学ツアー：10月17日（水）午
後1時30分～3時、10月20日（土）午前
10時30分～正午、（2）講演会：10月
20日（土）午後2時～4時30分
所慶應義塾大学三田キャンパス（三
田2－15－45）
人（1）各20人（抽選）（2）100人（会場先
着順）
申（1）事前申し込みが必要です。次
のいずれかの方法でお申し込みくだ
さい。①慶應義塾大学アート・セン
ターホームページ
http://art-c.keio.ac.jp/-/artefact
の応募フォームへ。②氏名・メール
アドレスを明記の上、ファックス
で、慶應義塾大学アート・センター
へ。� ＦＡX5427－1620
（2）当日直接会場へ。
詳しくは、慶應義塾大学アート・セ
ンターホームページをご覧くださ
い。
問慶應義塾大学アート・センター
� ☎5427－1621
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

商工会館主催セミナー「組織の中
の多様性をLGBTの視点から考え
る」
対区内中小企業経営者、人事担当者
等
時10月3日（水）午後2時～4時
所商工会館
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、申込書
を、商工会館へ。申込書は商工会館
ホームページ
https://minato-shoukou.jp/
からダウンロードできます。※詳し
くは、商工会館ホームページをご覧
ください。
� ☎3433－0862　ＦＡX3436－2498
担産業振興課産業振興係

赤坂の昔と今を訪ねるまち歩き
対小学生以上で全行程歩ける人
時10月14日（日）午前10時～正午
コース　東京メトロ銀座線・丸ノ内
線赤坂見附駅集合～豊川稲荷東京別
院～赤坂金龍～赤坂サカス～赤坂氷
川神社～勝海舟・坂本龍馬師弟像～
東京メトロ千代田線溜池山王駅解散
人20人（抽選）
申次のいずれかの方法で、9月29日
（土・必着）までにお申し込みくださ
い。10月4日（木）までに当落通知を
発送します。（1）往復はがきに、
コース名、申込人数（2人まで）、申
込者全員の住所・氏名・年齢・日中
連絡のつく電話番号を明記の上、
〒105－0011芝公園4－4－7東京タ
ワーメディアセンター内　港区観光
協会ボランティアガイド担当へ。
（2）港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
「MINATOまち歩きコーナー」の
「ガイド企画ツアー」応募フォーム
へ。
問港区観光協会ボランティアガイド
担当（受付時間：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

区長室広報係　☎3578－2036
 「広報みなと」の
自宅配送について

「広報みなと」は、希望する区民の皆さんに自宅配送しています。また、自宅配送をしている人で、住所が変更になった人は、
区長室広報係へご連絡ください。住所変更の手続きが必要です。

道路上の商品や置き看板は危険です
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フォンの使用は、重大な事故につ
ながる可能性があります。一人一
人がマナーを守り、事故を減らし
ましょう。
自転車に乗った人が被害に遭う事
故が増えています
　平成30年上半期の区内で自転車
に乗った人が被害に遭う事故が、
前年同期と比べ47件増加していま
す。秋口にかけ日没時間が早まる
ことから、反射材用品等を着用
し、事故に遭わないよう、注意し
て運転しましょう。
交通事故死ゼロを目指す日
　9月30日（日）は「交通事故死ゼロ
を目指す日」です。一人一人が交
通ルールと交通マナーを守って交
通事故をなくしましょう。

　平成30年上半期の区内交通事故
件数は、前年同期と比べ41件、死
傷者数は24人増加しています。悲
惨な交通事故を減らすため、交通
ルール・マナーをしっかり守っ
て、交通事故をなくしましょう。
運動の重点
1　子どもと高齢者の安全な通行
の確保と高齢運転者の交通事故防
止
2　夕暮れ時と夜間の歩行中・自
転車乗用中の交通事故防止
3　全ての座席のシートベルトと
チャイルドシートの正しい着用の
徹底
4　飲酒運転の根絶
5　二輪車の交通事故防止
自転車の安全運転・歩きながらの
スマートフォンの使用禁止
　自転車は、車道を走行すること
が原則です。やむを得ず歩道を走
行する際は、歩行者に十分注意
し、車道寄りを徐行しましょう。
　また、歩きながらのスマート

1
（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

2
（火）おはなし会「どんぐりころちゃん」　他 午後2時40分～3時 台場区民センター

3
（水）おはなし会「オムライス・ヘイ！」　他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

4
（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）豊岡児童館

映画会「オーソン・ウェルズのフェイク」
（原題：F For Fake）

午後1時～2時30分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

5
（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

6
（土）

映画会「熊座の淡き星影」
（原題：VAGHE STELLE DELL'ORSA...）

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

広尾学園ボランティア部による
「英語のおはなし会」

午後3時～3時30分
（午後2時30分開場） 赤坂図書館

7
（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
※アリーナは午後6時まで 港区スポーツセンター

DVDシアター「明治神宮不思議の森」 午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

8
（月・祝）

秋のDVDシアター「セザンヌ,ルーヴル美術館訪問」
（原題：CEZANNE,UNE VISITE AU LOUVRE）

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

10
（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「ぬすまれたパンプキンパイ」　他 午後2時30分～3時 港南図書館
ハロウィン子ども映画会

「ハローキティとオズの魔法の国」
午後3時～4時
（午後2時30分開場） 高輪図書館分室（50人）

11
（木）

親子で遊ぼうおはなし会「あかちゃんたいそう」　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7回「日本万国博覧会と輸送力の増強」

正午～午後1時
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

12
（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

大人の折紙講座「季節を折る 秋」 午後2時～3時
（午後1時30分開場） 高輪図書館（10人）

13
（土）

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

ぴよぴよおはなし会  「おいもさんがね・・」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館
おはなし会「まいごのどんぐり」　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「トテチータ・チキチータ」 午後2時～3時35分

（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）
秋の工作会

「びゅんびゅんとばそう！モモンガグライダー」
午後2時30分～3時30分
（午後2時開場） 麻布図書館（30人）

おはなし会 「あしたえんそく！ らんらんらん」  他 午後3時～3時30分 みなと図書館

14
（日）

映画会「赤と黒」
（原題：Le Rouge et le Noir）

午後1時～4時30分
（午後0時30分開場） 麻布図書館（30人）

ロック講座「ヒップホップの現在と近過去！」 午後2時～4時
（午後1時30分開場） みなと図書館（90人）

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

16
（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

17
（水）

あかちゃんタイム 午前10時～正午 みなと図書館
映画会「見知らぬ乗客」

（原題：Strangers on a Train）
午後1時～2時50分

（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

19
（金）

映画会「ウェディング・バンケット」
（原題：THE WEDDING BANQUET）

午後2時～3時50分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

20
（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

ぴよぴよおはなし会 「まねっこ  おやこ」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館

一般映画会「殺人！」（原題：MURDER!） 午後2時～3時45分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

おはなし会 「やきいもするぞ」　他 午後3時～3時30分 みなと図書館

21
（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
ハロウィン子ども会 午前11時～正午 高輪図書館

ハロウィン子ども会 午後1時30分～2時30分
（午後1時開場） 港南図書館（50人）

おはなし会「モラッチャホンがきた！」　他 午後2時30分～3時 麻布図書館

23
（火）

おはなし会「だあれかな」　他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室
秋の映画会ウィリアム・A・ウェルマン特集

「無責任時代」（原題：NOTHING  SACRED）
午後2時～3時15分

（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

24
（水）

おやこおはなし会「かくれんぼどうぶつえん」　他 午前10時30分～11時 港南図書館
秋の映画会ウィリアム・A・ウェルマン特集

「バーレスクの女」（原題：LADY OF BURLESQUE）
午後2時～3時35分

（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

25
（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「くいしんぼうのおつきさま」　他 午前10時30分～11時 三田図書館
秋の映画会ウィリアム・A・ウェルマン特集

「スタア誕生」（原題：A STAR IS BORN）
午後2時～3時55分

（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

27
（土）

みなとシネクラブ「ブルース・ブラザース」
（原題：THE BLUES BROTHERS）

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「オニじゃないよおにぎりだよ」　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

28
（日）

おはなし会「おかしな？ ハロウィン」　他 午後2時～2時30分 高輪図書館
映画会「ローレル＆ハーディ 天国二人道中」

（原題：LAUREL＆HARDY IN THE FLYING DEUCES」
午後2時～3時10分

（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

大人の朗読会 午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 港南図書館（30人）

赤坂図書館ブッククラブ 午後2時30分～3時30分
（午後2時開場） 赤坂図書館（15人）

31
（水）

ナイトシネマ「モスクワは涙を信じない」
（原題：Moscow Does Not Believe In Tears）

午後5時～7時30分
（午後4時30分開場） 麻布図書館（30人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

October

白金台児童館� ☎3444－1899
台場区民センター� ☎5500－2355
赤坂図書館� ☎3408－5090
豊岡児童館� ☎3453－1592

みなと図書館� ☎3437－6621
子ども家庭支援センター� ☎6400－0090
高輪図書館� ☎5421－7617
港区スポーツセンター� ☎3452－4151
麻布図書館� ☎3585－9225
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
港南図書館� ☎3458－1085

高輪図書館分室� ☎3443－1666
三田図書館� ☎3452－4951
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576
赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830
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。

埼玉県秩
ち ち

父
ぶ

郡小
お が の

鹿野町

第14回

　埼玉県北西部の秩父盆地中央にある
小鹿野町（おがのまち）は、豊かな自然
と伝統芸能が息づく「花と歌舞伎と名
水のまち」です。今回は、町の魅力に
ついて、小鹿野町の森真太郎町長にお
話を聞きました。小鹿野町には、日本
百名山の一つ、両

りょう

神
�かみ�

山
�さん�

をはじめ、日本
の滝百選に選ばれた丸神の滝、日本の
地質百選で国の天然記念物に指定され
ている「ようばけ」、冬場は氷柱の名所
となった尾ノ内渓谷等、大自然に包ま
れながら四季の移ろいを感じられるス
ポットが数多くあります。
　両神山の山麓ではこの程、色鮮やか
なダリアの花が見ごろを迎えました。
日本有数の規模を誇るダリア園も9月
1日に開園したばかりです。ダリア園に
は約350種、5000株のダリアが咲いてい
ます。猛暑の影響もなく、花の状態は良

好です。11月上
旬までお楽しみ
いただけます。
　小鹿野町は、
港区と長年にわ

たって文化交流を行っています。200
年以上の歴史を誇る小鹿野歌舞伎を区

民の皆さんに
知ってもらお
うと、町の子
どもたちが平
成4年度から
麻布十番のパティオ広場等で歌舞伎公
演を行っています。また、麻布十番納涼
祭りに毎年ブースを出展し、名水百選
に選ばれた毘沙門水やシイタケ、キュ
ウリ等の名産品を販売しています。
　森町長は「小鹿野町は町民の10人に1
人が役者と言われるほど歌舞伎が盛ん
です。実は、私も役者です。港区の子ど
もたちを対象にした歌舞伎や自然体験
のワークショップも行う予定で、今後
ますます両地域の交流が深まればうれ
しいですね」と期待を寄せられました。
　「この他にも、盆地ならではの寒暖
差を利用して栽培されたキュウリや干
し柿、ご当地グルメとして人気の『わ
らじカツ丼』や温泉等、まだまだ魅力
は数多くあります。ツーリングに訪れ
るライダーをもてなすランチ特典の企
画も行われています。秋や冬の小鹿野
町を満喫しにいらっしゃいませんか」
とお話しくださいました。

花と歌舞伎と名水のまち

色
鮮
や
か
な
ダ
リ
ア

中
学
生
歌
舞
伎

「やさしさが　走るこの街　この道路」

区内警察署� ☎欄外参照
地域交通課地域交通係
� ☎3578－2349

問い合わせ

9月21～
30日秋の全国交通安全運動

◆区内各警察署◆　愛宕☎3437－0110　三田☎3454－0110　高輪☎3440－0110　麻布☎3479－0110
赤坂☎3475－0110　東京湾岸☎3570－0110


