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およそ40企業・団体が港区
の魅力に出会えるコンテ
ンツをご用意しています。

出展ブース

いけばな
体験

　草月会の師範
による、季節の
花を使用した生
け花を体験しよ
う。

と　き  11月9・10日（金・土）午前10時～午後4時30分
ところ  みなとパーク芝浦
主　催  第7回港区ものづくり・商業観光フェア実行委員会

検索

第7回港区ものづくり・商業観光フェアホームページ
http://www.minato-monodukuri2018.info/

対象：小学1年生以上
※未就学児の同伴可(未就学児が同伴する場合、保護者の参加が必要です)
※そば打ち体験は、小学5年生以上

　ハーモニカの組み立てキットを使用
した製作を体験しよう。

ハーモニカ製作体験

　日本の伝統技術である和本の四つ
目綴じ技術を体験しよう。

和本製作体験

そば打ち体験

パティシエの技体験
　ホテルオークラ東京のパティシエ
とフランス菓子を作ろう。
※使用食材に「卵・砂糖・薄力粉」が含まれます。

対象：小学1～6年生
　菓子店のスタッフ体験
を通じ、「ものを売るこ
と」の楽しさ、難しさを
学ぼう。

第7回港区ものづくり・商業観光フェア実行委員会事務局
（受付時間：平日午前10時～午後5時）� ☎6635－5300
産業振興課観光政策担当� ☎3578－2552

問い合わせ

11月10日（土）のみ

ちぃばす
「みなとパーク芝浦」

ちぃばす
「みなとパーク芝浦」

ちぃばすちぃばす
「芝浦一丁目」「芝浦一丁目」

旧海
岸通
り

田町駅東口

東京工業大学附属
科学技術高等学校

愛育病院

三田
駅

芝浦公園

しばうら
保育園

子育てひろば
あっぴぃ芝浦

芝浦工業大学
芝浦キャンパス

JR田町駅

三田駅

JR山手線／京浜東北線

至大門→

都営地下鉄
三田線

←至泉岳寺

←至品川 至浜松町→

都営地下鉄浅草線

体験コーナー申
込
制

子ども菓子店
申込制

ボクたちの描
いた

�魚が泳ぎだす

いわき市から「ハワイアンダンシン
グチーム」がやってきます。

ANAグループ

　航空教室

走れ！
� ミニトレイ

ン
ミニトレインが子どもたちを乗せて
走ります。

時空を旅して戦うタイムトラベルラ
イダー「仮面ライダージオウ」が登場
します。

ハワイアン

　フラダンス
ショー

　　　　　　　　紙に描いた絵が、
本物の魚のように泳ぐデジタルアー
トを体験しよう。

ボッチャ体験
　パラリンピック
正式競技の「ボッ
チャ」をゲストア
スリートとともに
体験しよう。

お茶づくり体験
　伊藤園による、おい
しいお茶の入れ方を体
験しよう。

入 場 無 料

※イベントの内容は、変更になる場合があります

二次元コード

11月10日（土）のみ

仮面ライダー
ジオウ

　　ショー

ANAグループによる航空会社の仕
事紹介を行います。

申し込みについて
（体験コーナー、子ども菓子店共通）
　実施時間・定員・応募方法等について
詳しくは、第7回港区ものづくり・商業観
光フェアホームページ、または事務局に
お問い合わせください。
募集期間
　10月22日（月）午後5時まで
当選通知は、10月29日（月）に発送します。

※参加は会場先着順です（イベントによっては、参加整理券を配布します）。

　世界の最先端の技術と永い歴史に育まれた伝統が共存するまち「港区」。
ものづくりや商業、観光の紹介を通じて、次世代へ受け継ぐ港区の魅力を再発見する2日間です。

©2018石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

　そば職人による、こねて伸ばした
そば生地を切るそば打ちを体験しよう。
※使用食材に「そば」が含まれます。

景品が当たるスタンプク
イズラリーを開催します

も れ な く

360度
��VR体験

　　　思わず手を伸ばし
てみたくなるVRの

世界を体験しよう。
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平成29年度決算の概要
　平成29年度決算額は、平成28年度と比べ歳入、歳
出ともに増加し、過去最高の決算額となりました。
　平成29年度は、歳入が1847億円、歳出が1747億
円となり、歳入歳出差引額である形式収支や形式
収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた
実質収支ともに99億円の黒字となりました（表1参
照）。
　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に
基づき算定した財政の健全性に関する4つの比率
（健全化判断比率）については、財政健全化計画を
定めなくてはならない基準である早期健全化基準
をいずれの比率も大きく下回っており、区財政が
健全である状況を示しています（表2参照）。
地方公会計制度による分析
　財務書類については、国が示した「統一的な基
準」に基づき作成しました（図）。
　行財政の健全な運営のためには、一定の純資産
の確保が必要です。平成29年度は、（仮称）子ども
家庭総合支援センター用地の取得等により平成28
年度と比べて資産が142億円増加するとともに、
臨時税収補てん債等の区債償還完了により負債が
113億円減少したため、純資産は255億円増の3兆
4638億円となりました（表3参照）。
　総資産に占める純資産の割合である純資産比率
は99.2パーセントとなりました。返済しなければ
ならない負債の割合が少なく、区財政が健全であ
ることが分かります。
　区民1人当たりの資産は1368万円、負債は11万

円、純資産は1357万円となりました（表4参照）。
　行政コスト計算書は、1年間の行政サービスを
提供するのにどれくらいのコストがかかっている
のかを表すものです。
　平成29年度は、平成28年度と比べて経常費用が
15億円増加、経常収益が12億円増加した結果、純
経常行政コストや純行政コストは2億円増の1014
億円となりました（表5参照）。

　区では、毎年、区民の皆さんに区の財政状況を分かりやすくご理解いただ
くために「港区財政レポート」を作成しています。
　本レポートでは、平成29年度決算の内容をさまざまな視点から分析し、そ
の結果について図表を用いて解説するとともに、区民の皆さんに身近な事業
に要したコストの分析を「事業別活動報告書」としてまとめています。

　発生した費用や収入に基づく企業会計手法を取り入れた地方公会計制度に
よる財務書類を作成し、区の資産や負債の全体像、行政サービスにかかるコ
スト等の分析を行っています。また、財政関連指標については他自治体との
比較を行いました。さらに、区の外郭団体や東京二十三区清掃一部事務組合
等の関係団体を対象に含めた連結会計財務書類も作成し、掲載しています。

「平成29年度決算港区財政レポート」を作成しました

平成29年度決算のポイント

表1 決算の比較  （単位：百万円、％）
区分 29年度 28年度 増減額 増減率

歳入総額 184,674 135,353 49,321 36.4
歳出総額 174,731 128,424 46,307 36.1
形式収支 9,943 6,929 3,014 43.5
実質収支 9,939 6,922 3,017 43.6

単年度収支 3,017 △ 2,301 － －

表2 健全化判断比率の状況 （単位：％）

区分 実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

健全化
判断比率

－
（△10.91）

－
（△13.27） △ 2.5 －

（△191.6）
早期健全
化基準 11.25 16.25 25.0 350.0

※ （　）内の比率は、算出した比率を実数で表したもので
す。

※ 早期健全化基準とは、財政状況の悪化により、自主的
かつ計画的に財政の健全化を図るべき基準をいい、早
期健全化基準以上の場合には財政健全化計画の策定が
義務付けられます。

表3 貸借対照表（各年度3月31日現在） （単位：百万円）
借　方 貸　方

科　目 29年度 28年度 増　減 科　目 29年度 28年度 増　減
［資産の部］ ［負債の部］
固定資産 3,428,374 3,385,270 43,104 固定負債 19,346 20,063 △ 717
 有形固定資産 3,314,623 3,299,201 15,422  地方債 729 1,092 △ 362
　事業用資産 621,102 606,005 15,098  長期未払金 3,749 4,210 △ 461
　インフラ資産 2,691,994 2,691,634 360  退職手当引当金 14,867 14,761 106
　物品 1,527 1,563 △ 36 流動負債 8,557 19,139 △ 10,582
 無形固定資産 2,414 2,702 △ 289  1年内償還予定地方債 362 736 △ 374
 投資その他資産 111,337 83,367 27,971  未払金 529 5,556 △ 5,027
　投資及び出資金 1,453 1,453 0  賞与等引当金 943 910 33
　長期延滞債権 1,397 2,123 △ 726  預り金 6,724 11,937 △ 5,213
　長期貸付金 700 1,181 △ 480
　基金 107,948 78,861 29,087
　徴収不能引当金 △ 161 △ 250 90 負債合計 27,903 39,202 △ 11,299
流動資産 63,355 92,285 △ 28,929［純資産の部］
 現金預金 16,667 18,866 △ 2,199 固定資産等形成分 3,473,382 3,457,528 15,853
 未収金 1,780 1,166 613 余剰分（不足分） △ 9,555 △ 19,176 9,621
 短期貸付金 477 ー 477
 基金 44,530 72,258 △ 27,728
 徴収不能引当金 △ 99 △ 6 △ 93 純資産合計 3,463,826 3,438,353 25,474

資産合計 3,491,729 3,477,555 14,174 負債・純資産合計 3,491,729 3,477,555 14,174

区が取得した財産（資産）と、その財源の内
訳を将来の負担（負債）とこれまでの負担（純
資産）に分けて示す財務書類
※負債と純資産の合計額は、資産と一致

貸借対照表

行政コスト
計算書

純資産変動
計算書

純資産を減少
させる要素

税収・補助金
等純資産を増
加させる要素

無償で取得し
た固定資産の
評価額等

1年間の行政サービスを提供する
のにどれくらいのコストがかかっ
ているのかを表す財務書類

貸借対照表の純資産（＝資産ー負
債）が1年間にどのような要因で変
動したのかを表す財務書類

経常的な行政
サービスに
かかる費用

経常費用
△1,131億円

前年度末残高
3兆4,384億円
純行政コスト
△1,014億円

固定資産等の変動
63億円

本年度末残高
3兆4,638億円

財　源
1,206億円

経常収益
117億円
臨時損益
△0億円

純行政コスト
△1,014億円

使用料・手数料
等サービスの提
供に対する収入

災害復旧・資
産売却等臨時
的な損益

財産
区が取得
した財産

資　産
3兆4,917億円
うち現金預金
167億円

＋本年度末歳計外
現金残高67億円

資金収支
計算書

行政サービス
にかかる収支

業務活動収支
261億円

投資活動収支
△223億円 資産形成等に

かかる収支
財務活動収支
△7億円

前年度末残高
69億円

本年度末残高
99億円

公債費等に
かかる収支

1年間における区の行政活動に伴う現
金の流れを性質の異なる3つの活動に
分けて表示した財務書類

純資産
3兆4,638億円

負　債
279億円

将来支払う
返済金等
これまでに
納付された
税金等

財源

決算額は歳入、歳出ともに前年度から増加し
過去最高の決算額となりました
　歳入は、人口の増加や雇用・所得の改善に
伴い、特別区民税が増加したこと等により、
平成28年度から493億円増加しました。
　歳出は、震災復興基金の積み立てや（仮称）
子ども家庭総合支援センター用地の取得等に
より、463億円増加しました。

将来世代の負担が少ない純資産比率
　総資産に占める純資産の割合である純資産比率は
99.2パーセントで、返済しなければならない負債の割
合が少なく他区と比較しても区財政の弾力性が保たれ
引き続き健全な状況を維持しています。
　行政サービスの提供に対する受益者負担の状況が分
かる受益者負担率（経常費用に占める経常利益の割合）
は、10.3パーセントとなりました。他区と比較して
も、自主財源の確保に努めていることが分かります。

高い財政力
　財政の弾力性を示す総合的な指標
（経常収支比率）は67.5パーセントで、
区の高い財政力が示されているといえ
ます。

歳入総額
1,354億円

歳出総額
1,284億円

歳入総額
1,847億円 歳出総額

1,747億円

平成28年度 平成29年度

比率が高いほど財政は
硬直化しているとされます。

平成25年度

硬直化

72.1％ 港区

全国市町村

64.0％ 65.4％ 68.0％ 67.5％

97.8％

26年度 27年度 28年度 29年度

図 平成29年度決算における財務書類の概要（一般会計等）

単位 ２９年度 ２８年度
港区 港区 墨田区 目黒区 新宿区

純資産比率 ％ ９９.２
（９８.0）※

９８.９
（９7.２）※ ８4.5 ８９.4 ９1.８ 

受益者
負担比率 ％ 10.3 ９.4 3.９ 5.3 5.6 
※ 比較する他区とは固定資産の評価方法が異なるため、評価方法

を合わせた補正値を（　）内に併記しています。

平成30年10月1日号7面に掲載した「平成30年度　港区ワーク・ライフ・バランス推進企業認定証交付式&シンポジ
ウム」開催の表2中の表記に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。

（誤）企業名：（株）クララオンライン　更新認定分野：子・働
（正）企業名：（株）クララオンライン　更新認定分野：子

問い合わせ
総務課人権・男女平等参画係
☎3578－2026
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めに「概要版」を作成しています。「平成29年度決
算港区財政レポート」の全文と概要版は港区ホー
ムページからご覧になれます。
　また、併せて統一的な基準に基づく財務書類、
注記および附属明細書についても、港区ホーム
ページで公表しています。

　国は、都市部と地方に税収の格差
があることを理由に、その地域の行
政施策に使われるべき法人住民税の
一部国税化と再配分、地方消費税の
清算基準の見直し等を行いました。
こうした不合理な税制改正等の影響
で、特別区全体では、平成30年度で
は約1300億円超、消費税率10パーセ

全国の自治体との連携を深め、東京
を含む各地域のまちの元気を生み出
す取り組みを積極的に展開していま
す。
7月17日に不合理な税制改正等に関
する要望書を提出しました
　このたび、特別区長会では、地方
税の本旨を無視した不合理な税制改

ント段階においては2000億円に迫る
規模の減収が予想されています。
　今必要なことは、自治体間で財源
を奪い合うことではなく、全国各地
域が共に発展・成長しながら、共
存・共栄を図る取り組みです。
　港区を含めた特別区は、「特別区
全国連携プロジェクト」を通じて、

正等で都市部から税源を奪うのでは
なく、国の責任において地方自治体
の税財源の拡充を図るよう、国に対
して要望活動を実施しました。
※�「不合理な税制改正等に関する要
望」の全文は、港区ホームペー
ジ、財政課（区役所4階）でご覧に
なれます。

財務書類を作成する会計の範囲
　区には、一般会計の他にも国民健康保険事業会
計をはじめとした3つの特別会計があります。さ
らに、区が出資して事業を行っている第三セク
ター等、他の自治体と事務を共同処理するための
一部事務組合等もあり、一般会計単独の財務書類
だけでは区全体の財務状況を把握することができ
ません。
　そこで、一般会計に特別会計を合わせた全体会
計、全体会計に第三セクター等や一部事務組合・
広域連合の会計を合わせた連結会計の財務書類を
作成しています。
連単倍率
　連単倍率とは、連結会計の数値が一般会計の何
倍になっているかを示す指標です。
　一般会計に特別会計と関係団体も含めた連結会
計は、一般会計よりも規模が大きくなることか
ら、純資産の連単倍率が1を下回る場合には、企
業でいえば、経営状態の悪い子会社を抱え、グ
ループ全体の価値が下がっている状態を示しま
す。
　純資産の連単倍率は1.01となり、1を上回って

財政課� ☎3578－2102

財政課� ☎3578－2100

表4 区民1人当たりの貸借対照表（平成30年3月31日現在）
（単位：万円）

借　 方 貸　方
［資産の部］ ［負債の部］
固定資産 1,343 固定負債 8
 有形固定資産 1,298  地方債 0
　事業用資産 243  長期未払金 1
　インフラ資産 1,054  退職手当引当金 6
　物品 1 流動負債 3
 無形固定資産 1  1年内償還予定地方債 0
 投資その他資産 44  未払金 0
　投資及び出資金 1  賞与等引当金 0
　長期延滞債権 1  預り金 3
　長期貸付金 0
　基金 42
　徴収不能引当金 △ 0 負債合計 11
流動資産 25［純資産の部］
 現金預金 7 固定資産等形成分 1,360
 未収金 1 余剰分（不足分） △ 4
 短期貸付金 0
 基金 17
 徴収不能引当金 △ 0 純資産合計 1,357

資産合計 1,368 負債・純資産合計 1,368

表7  事業別活動報告書 平成２９年度行政コストの状況 （　）内は平成２８年度の数値
事　業 事　業 　コ　ス　ト 収　入 区　民　税　等　一　般　財　源

1
区民保養施設（みなと荘）総額 571 百万円 延べ利用者1人当たり ２5,８6９ 円 （２4,２54円） ２05 百万円 総額 366 百万円 延べ利用者1人当たり 16,5８5円 （16,4８８ 円）

区民保養施設（借上） 総額 60 百万円 延べ利用者1人当たり 11,03２ 円 （10,603円） － 総額 60 百万円 延べ利用者1人当たり 11,03２ 円 （10,603 円）

２ いきいきプラザ 総額 1,８47 百万円 延べ利用者1人当たり 1,717 円 （1,８0８円） 47 百万円 総額 1,８00 百万円 延べ利用者1人当たり 1,673 円 （1,74２ 円）

3 保育園 総額 6,８11 百万円 入所児童1人当たり ２,4２0 千円（２,356千円） ８1９ 百万円 総額 5,９９3 百万円 入所児童1人当たり ２,1２９ 千円（２,051 千円）

4 予防接種事業 総額 1,00２ 百万円 予防接種1回当たり 11,1８3 円 （11,105円） 1２２ 百万円 総額 ８８0 百万円 予防接種1回当たり ９,８２２ 円 （９,８９7 円）

5 清掃事業 総額 4,46９ 百万円 区民1人当たり 17,503 円 （17,２7８円） 6２6 百万円 総額 3,８43 百万円 区民1人当たり 15,05２ 円 （15,0２９ 円）

6 放置自転車対策 総額 67９ 百万円 区民1人当たり ２,660 円 （２,636円） 10９ 百万円 総額 570 百万円 区民1人当たり ２,２34 円 （２,２0９ 円）

7 ちぃばす運行 総額 6９８ 百万円 延べ利用者1人当たり 177 円 （153円） 300 百万円 総額 3９８ 百万円 延べ利用者1人当たり 101 円 （８7 円）

８ 公園 総額 ８２5 百万円 区民1人当たり 3,２33 円 （２,９36円） 70 百万円 総額 756 百万円 区民1人当たり ２,９5９ 円 （２,6２6 円）

９
学校給食（小学校） 総額 1,365 百万円 給食1食当たり 763 円 （76９円） 4８7 百万円 総額 ８77 百万円 給食1食当たり 4９1 円 （4９7 円）

学校給食（中学校） 総額 4２6 百万円 給食1食当たり 1,0２5 円 （1,0８９円） 135 百万円 総額 ２９1 百万円 給食1食当たり 701 円 （764 円）

10 学校プール開放 総額 1９7 百万円 延べ利用者1人当たり 3,3２２ 円 （3,705円） 15 百万円 総額 1８２ 百万円 延べ利用者1人当たり 3,073 円 （3,470 円）
※区民税等一般財源は、行政コストから、国庫支出金、都支出金、使用料等の特定財源（収入）を差し引いたもので、区民税等の一般財源をいくら投入しているかを表しています。
※区民保養施設（借上）の収入は、借上施設の収入となるため、区の収入として計上していません。

表5  行政コスト計算書 （単位：百万円）
科　目 平成２９年度 平成２８年度 増減額

　経常費用 113,10９ 111,6２5 1,4８4
　経常収益 11,67９ 10,440 1,２3９
純経常行政コスト △ 101,430 △ 101,185 △ 246
　臨時損失 3 44 △ 40
　臨時利益 0 ２ △ ２
純行政コスト △ 101,434 △ 101,226 △ 208

表6  貸借対照表の連単倍率
科　目 連結会計

（A）
一般会計

（B）
比　較

（A）－（B）
連単倍率

（A）／（B）
資　産 3,5２0,370 3,4９1,7２９ ２８,640 1.01
負　債 30,413 ２7,９03 ２,510 1.0９
純資産 3,4８９,９57 3,463,８２6 ２6,131 1.01

　区の財政をより身近に感じていただくために、平成29年度の歳出が
どの経費にどれぐらい使われているかを、10,000円に換算して表しま
した。

教育費　1,428円
（うち特別区民税　564 円）

小・中学校、教育関係の
経費、図書館の運営等

総務費　972円
（うち特別区民税　459 円）

区役所や総合支所の
運営、選挙、広報等

商工費　109円
（うち特別区民税　42 円）

商工振興経費、消費者・
中小企業関係の経費等

労働費　15円
（うち特別区民税　6 円）

勤労者の福利・厚生、
労働環境の整備等

衛生費　626円
（うち特別区民税　298 円）

環境保全、清掃事業、
保健所の運営等

民生費　3,585円
（うち特別区民税 1,105 円）

高齢者や障害者の福祉、
保育園・児童館の運営等

土木費　697円
（うち特別区民税　204 円）

道路・公園・住宅の整備等

消防費　2,482円
（うち特別区民税 1,325円）

防災関係の経費等

議会費　42円
（うち特別区民税　23 円）

区議会の運営

公債費　44円
（うち特別区民税　24 円）

区債の償還

◆10,000 円の使いみち（性質別）
義務的経費　2,521円
人件費 1,083 円　扶助費 1,394 円　公債費 44 円
投資的経費　1,847円（普通建設事業費） 

その他経費　5,632円
物件費 1,916 円　維持補修費 71 円　補助費等 498 円
積立金 2,685 円　　　貸付金 28 円　　繰出金 434 円

10,000円の使いみち

10,000円に換算した場合の支出内容を表しています。

おり、区全体では健全な財政状況を維持している
ことが分かります（表6参照）。
事業別活動報告書
　区民の皆さんに身近な事業について、事業の必
要性、効率性等を判断できる資料として、事業の
内容と事業実績の推移やコスト等の情報を一つに
まとめた事業別活動報告書を作成しました（表7
参照）。
　財政レポートをより分かりやすくお伝えするた

※�金額については、原則として表示単位未満
を四捨五入し、端数調整をしていないた
め、合計等と一致しない場合があります。

不合理な税制改正等に対する
特別区の主張について

10月11日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	英語のおはなし会、秋のマンドリンコンサート、ミュージアムネットワーク紹介（泉屋博古館分館）　他
放送期間 	 10月11日(木)～20日(土)
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。



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

4 平成30年（2018年）10月11日

障害のある人もない人も手をつなぎ、
地域との交流をより深く

　障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）は、障害のある人を支援する施設です。地
域の皆さんとの交流を通して障害への理解を深めてもらうため、平成30年度もヒューマ
ンぷらざまつりを開催します。ぜひご来場ください。

入場無料
どなたでもお越しください

心のバリアフリーを
めざして
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金杉橋児童遊園
首都高速
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地下鉄
大門駅

東京モノレール
浜松町駅
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●
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●

●交番

午前10時～午後3時
オープニングセレモニー：午前10時から

障害保健福祉センター（ヒューマンぷらざ）
10月28日（日）

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

芝1－8－23

プレゼント
ご来場の皆さんにエコ
バッグを差し上げます。
※ 数は十分用意していますが、

なくなった場合はご了承く
ださい。

手話ボランティアが各階にいます。お気軽にご相談ください。

参加団体との交流フロア　作品展示・販売、休憩コーナー

菓子販売のコーナー
菓子販売（みなとワークアクティ）

ふれあいステージのフロア
ふれあいステージ、作品展示　※歌やダンス等をお楽しみください。

休憩フロア
※飲食・休憩にご利用ください。

ジュース販売等の模擬店、
情報提供コーナー（港区社会福祉協議会）

展示・体験のフロア　作品展示、パソコン体験（名刺を作ってみましょう）、
革細工作り体験等（障害者福祉課、地域活動支援センター）

キッズコーナー　ゲーム、
プラバン作り、作品展、ホールで遊ぼう（こども療育パオ）

バザー・模擬店　カレンダー・紙すき・
木工製品等の販売、活動紹介（工房アミ）、喫茶たんぽぽ、
スタンプウオーキング抽選会場（スタンプは各階に設置）

各フロアでのイベント内容
入退場自由

担当課　障害者福祉課障害者事業運営係

ふ れ あ い ス テ ー ジ

1階

2階

3階

4階

5階

6階

7階

車いす体験
体験者募集
1階総合受付に
お越しください( )

　区では、総合案内（区役所1階）、
各総合支所協働推進課協働推進係お
よび台場分室に募金箱を設置してい
ます。お預かりした義援金は、日本
赤十字社を通して被災地へ送りま
す。直接送付する人は、次の銀行口
座へお振り込みくださ
い。皆さんのご協力を
お願いします。
銀行振込
口座名義
｢日本赤十字社（ニホン
セキジュウジシャ）｣
※�振込手数料が別途かかる場合があ
ります。
※�受領証の発行を希望する場合には
日本赤十字社への連絡が必要です。

口座番号
（1）三井住友銀行すずらん支店

　（普）�2787533
（2）三菱UFJ銀行やまびこ支店
　（普）2105541
（3）みずほ銀行クヌギ支店
　（普）0620413
郵便振替
　ゆうちょ銀行・郵便局（口座記号
番号00130－1－673591、口座加入者
名　日赤平成30年北海道胆振東部地
震災害義援金）
※�窓口での取り扱いの場合は振替手
数料が免除されます。
※�受領証を希望する場合は、通信欄
に「受領証希望」と明記してくださ
い。

平成30年北海道胆
い

振
ぶ り

東部地震
災害義援金にご協力ください

募金箱

保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381

障害保健福祉センター� ☎5439－2511　FAX5439－2514

焼きそば・おしるこ・豚汁等の模擬店、
バザー会場で日用品等の販売

屋外・屋台スペース

第20回ヒューマンぷらざ
まつり

抽
選
会
場
の
様
子
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　平成30年度も、高輪地区にある保
育園・児童館・いきいきプラザ等さ
まざまな施設の交流を図るため、合
同文化祭を開催します。
　各施設への理解を求め、同時に地
域の皆さんとのつながりを深める
フェスティバルです。高輪区民セン
ターの「輪

わ

い輪
わ

いまつり」と合同開催
します。内容は、舞台発表、作品展
示、体験や遊びのコーナー等盛りだ
くさんです。ぜひお越しください。
対象
　どなたでも
とき
　11月10・11日（土・日）午前10時～

午後5時
ところ
　高輪区民センター　他
参加費
　無料
※�内容・時間等は変更になる場合が
あります。詳しくは、港区ホーム
ページをご覧ください。

交流自治体特製弁当
　平成30年度も交流自治体特製弁当
を販売します。平成29年度同様、兵
庫県赤穂市、熊本県熊本市、山形県
庄内町、茨城県鉾田市、徳島県阿南
市の5自治体から特産品を取り寄せ
て特製弁当を作ります。特産品でど

のようなメニューになるか、当日の
お楽しみです。
　また、平成30年度は弁当以外にも
軽食を用意する予定です。
販売日時
　11月10・11日（土・日）午前11時30
分～午後4時
※なくなり次第終了となります。
ところ
　高輪コミュニティーぷらざ2階　
食堂「kif-kif」（キフキフ）
高輪今昔物語展示会
　昭和に出会える写真展を開催しま
す。
　高輪地区管内の古い写真と現在の
写真を比較したり、古い写真から当
時の暮らしぶりを学んだりできま
す。また、白金地区をまち歩きして
撮影した写真をご覧いただけます。
ところ
　高輪区民センター2階第二創作室

　「自然でつながるたかなわの輪」で
は、公園・児童遊園を活用して地域
の自然に触れる機会を提供するとと
もに、地域コミュニティーのつなが
りを深めることをめざしています。
今回は、高輪地区の公園・児童遊園
を巡る、自然に関わる謎解きゲーム
イベントを開催します。
対象
　区内在住・在勤・在学者

※小学生以下は保護者同伴
※保育はありません。
とき
　10月27日（土）午前10時～午後4時
※�謎解きゲームの受け付けは、午前10
時～午後2時の30分ごと（表参照）。

※荒天時は翌日に延期
ところ
　高輪地区の区立公園・児童遊園
※受け付けは白金公園です。

内容
　古川等の自然に関わる謎を解きな
がら高輪地区の公園・児童遊園を巡
る、謎解きゲームイベントです。ま
た、受付会場の白金公園では誰でも
参加できるドジョウのつかみ取り
コーナーや、古川に関する展示コー
ナーを設けています。
定員
　各回30人程度（申込順）
申し込み
　謎解きゲームへの参加は電話で、
表の申込期間に、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

　レジリエンスとは、心の「回復
力」であり「立ち直り力」です。例
えば、思い通りにいかず気持ちが
落ち込んだ時にも、レジリエンス
が機能して、また「頑張ろう」と思
えるようになると考えられていま
す。講演会では、発達障害がある
子どものレジリエンスと、それに
関連する心の育て方や配慮の仕方
について学びます。
対象
　発達障害がある子ども（発達障
害を心配している子ども）が身近
にいる人、またはテーマに関心が
ある人
とき
　11月12日（月）午前10時～正午

ところ
　障害保健福祉センター7階竹芝
小記念ホール
講師
　日戸　由刈さん（相模女子大学
人間心理学科教授�子育て支援セ
ンター）
定員
　60人（申込順）
※�区民のみ保育あり（4カ月～就学
前、8人。希望する人は、11月5
日（月）までにお申し込みくださ
い）
※手話通訳あり
申し込み
　電話で、10月11日（木）～11月8
日（木）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
　ファックスの場合は、障害者福
祉課発達障害者担当へ。
� FAX3578－2678

精神保健福祉講座「四半世紀の
精神障害者福祉を振り返って」
　事例をもとに、精神障害者福祉
の歩みを学ぶ講座です。
対区民、テーマに関心がある人
時10月30日（火）午後2時～4時
所精神障害者地域活動支援セン
ター
人30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。

問精神障害者地域活動支援セン
ター� ☎5798－4660

精神障害者社会復帰援助事業
（デイケア）
　社会や家庭でより自立した生活
を送れるよう、創作活動・各種教
室・レクリエ－ション・スポーツ
等を通じた集団生活指導を行って
います。
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

◆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

障害者福祉課発達障害者担当
� ☎3578－2694

問い合わせ

「あっぷリング高輪フェスティバル」を
開催します

○あっぷリング高輪フェスティバ
ルについて
高輪地区総合支所管理課施設運営
担当� ☎5421－7067
○高輪今昔物語展示会について
高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当� ☎5421－7123

問い合わせ

亀
塚
公
園
で
撮
影
さ
れ
た
姉
妹

高輪地区総合支所まちづくり課ま
ちづくり係� ☎5421－7664

問い合わせ

表 謎解きゲームの申込期間
イベント受付時間 申込期間
午前10時

10月15～1８日
(月～木)

午前10時30分
午前11時
午前11時30分
正午

10月1９～２3日
(金～火)

午後0時30分
午後1時
午後1時30分
午後２時

発達障害がある子どもの
「レジリエンス（立ち直り力）」を育てる

発達支援
講演会

自然でつながるたかなわの輪
たかなわ謎解き探検隊

高輪地区
地域事業

高輪地区地域事業

内容
　江戸料理・文化研究家で浮世絵
研究家でもある車浮代さんが、浮
世絵に描かれた食事の場面や料理
を題材に、江戸時代の食事情を紹
介します。
　また、港区ゆかりの浮世絵も紹
介します。

対象
　どなたでも
とき
　11月3日（土・祝）午後2時～3時
30分（午後1時30分開場）
ところ
　みなと図書館地下視聴覚ホール
講師
　車　浮代さん（時代小説家）

歌川国芳「縞揃女弁慶」

図書文化財課利用者支援係
� ☎3437－6621

みなと図書館文化の日講演会

浮世絵に見る江戸の食文化
車　浮代さん

定員
　90人（会場先着順）
※手話通訳あり
申し込み
　当日直接会場へ。
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を手伝ってほしい」という子どもた
ちのために、勉強部屋も用意し、ス
タッフが学習支援も行っています。
　毎回、多くのボランティアの皆さ
んの協力により、食事、勉強、そし
てさまざまな世代との交流の場が提
供されています。
　お子さん一人でも、友達と一緒で
も構いませんので、ぜひお越しくだ
さい。もちろん保護者同伴も大歓迎
です。みなと子ども食堂は、皆さん
をお待ちしています。

対象
　未就学児、小・中学生とその保護者
とき
学習支援
　第1・3水曜午後4時～7時
食事の提供
　第1・3水曜午後5時30分～7時30分
（受け付けは午後7時まで）

ところ
　ありすいきいきプラザ
参加費（食事代）
　子ども100円、大人300円、未就学
児&保護者セット300円

　みなと子ども食堂は平成30年、3
年目を迎えました。開催総数は、9
月末で83回となり、区内に住む子ど
もの誰もが一人で行くことのできる
「居場所」を提供しています。
　毎月2回、水曜の午後に子どもた
ちや親子連れが参加しています。毎
回、栄養士が栄養バランスのとれ
た、季節感あふれる献立を考え、調
理スタッフが心のこもった料理を提
供しています。
　また、「もっと勉強したい」「宿題

　区内の企業が実施する環境に関す
る体験型ワークショップです。企業
の環境活動に関する楽しい催し物を
たくさん用意しています。見て聞い
て作って遊んで、楽しく環境につい
て学びませんか。ぜひご参加くださ
い。
　詳しくは、みなと環境にやさしい
事業者会議のホームページ
http://mecc-minato.net/
をご覧ください。
対象
　どなたでも
※詳しくは、表を参照
とき
　11月9～11日（金～日）
ところ
　六本木ヒルズ「ヒルズカフェ/ス
ペース」（六本木6－10－1　2階）
申し込み
　ワークショップは、事前に申し込
みが必要です。メールまたはファッ
クスで、参加プログラム名（第1希
望・第2希望を明記）・氏名（参加者
および保護者）・住所・電話番号・
学年・メールアドレスまたはファッ
クス番号を明記の上、11月2日（金）
までに、みなと環境にやさしい事業
者会議事務局へ。

　「みなと環境にやさしい事業者
会議」（通称：mecc）は、「環境」を
キーワードに区内の企業や団体、
区が中心となって集まり、平成18
年5月に設立されました。年間を
通じ打ち水やごみ拾い、エコバ
ザー等、環境保全に関する活動を
しています。

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。

（特）みなと子ども食堂
� ☎080－7960－0207
メール：minatokodomosyokudo�
@gmail.com
みなと子ども食堂ホームページ
http://minatokodomosyokudo.
org
○助成事業について
地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当� ☎3578－2557

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

（特）みなと子ども食堂

　　　　港区NPO活動助成事業助成団体の
事業を紹介します③

平成30年度

みなと子ども食堂の季節感のある献立（２月）

meccフォトギャラリー

シンポジウム

体験型ワークショップ（２）

体験型ワークショップ（１）

表 企業と環境展タイムスケジュール
１１月9日（金）（申し込み不要）

シンポジウム・事例発表

午後２時30分～5時

シンポジウム１　【午後２時40分～3時２0分】
「SDGsはなぜビジネス機会か？」
西口尚宏さん（（社）Japan Innovation Network専務理事）
事例発表　【午後3時２0分～3時50分】

「ビジネスチャンスとしての持続可能性～SDGsと事業成長の両立～」
栗木研さん（DSM（株）イノベーションディレクター）
シンポジウム２　【午後4時～4時40分】

「SDGs達成に向けたイノベーション戦略とイノベーション創発の仕
組み」
横田俊之さん（沖電気工業（株）執行役員　経営基盤本部長兼Chief 
Innovation Officer（CINO））

１１月１0日（土）（申し込み必要）
U－２5限定イノベーションワークショップ「みなとタバコルールアイディアソン」

午前１0時30分
～正午

区が実施している「みなとタバコルール」の取り組み、最近のユニー
クなタバコの回収事例を学んだ後、次世代のタバコルールへの取り
組みについて考えます。
対象　１6～２5歳　　定員　40人（申込順）

東大生と学ぶ環境ワークショップ～「電気」と「発電」を学ぼう～

午後２時～3時 東大生が講師となって「電気」と「発電」について分かりやすく、楽し
く学ぶことができる環境ワークショップです。火力・水力・風力・太陽
光発電等について、実験を通して学びます。（（株）ベネッセコーポ
レーション）
対象　小学生（保護者同伴必須）　　定員　各１5組（抽選）

午後3時30分
～4時30分

１１月１１日（日）（申し込み必要）
世界にひとつ、自分だけの「森のカスタネット」をつくろう

午前１0時30分
～１１時30分

ニコンが応援する生物多様性復元計画「赤谷プロジェクト」で作られ
た無垢材のカスタネットに絵を描き、オリジナル・カスタネットを
作ります。（（株）ニコン）
対象　小学生（保護者同伴必須）　　定員　２0組（抽選）

ココナッツでリップクリームをつくろう

午後１時～２時
ココナッツオイルを使ったオリジナル・リップクリームを作りま
す。（オイシックス・ラ・大地（株））
対象　小学生（保護者同伴必須）　　定員　２0組（抽選）

ガス管を使った万華鏡つくり

午後２時30分
～3時30分

工事で不要になったガス管で、リサイクル万華鏡を作ります。（東京
ガス（株））
対象　小学生（保護者同伴必須）　　定員　２5組（抽選）

期間中開催
mecc
フォトギャラリー

フォトギャラリーコーナーを設け、区内にある自然や生物多様性、
CSR活動や地域貢献活動をテーマとし撮影した写真を展示します。

パネル展示・
テーブル広告

壁面やテーブル上に広告やパネルを展示し、mecc会員事業者の環境
活動を紹介します。

～みんなで学べる環境イベント～企業と環境展2018
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こんにちは赤ちゃん訪問
　訪問では、（1）お子さんの体重
測定や育児相談（2）産後の体調に
ついての相談（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。
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
対区民で、平成30年8・9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10月29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

港区保育室「三光保育室」を開設
します
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3－18－2
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　12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。12月入所の申込締切日は、11
月6日（火）です。
問各総合支所区民課保健福祉係
� ☎欄外参照

所みなと保健所
人60人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、20人。申込時にお申し
出ください）※講演会場への乳幼
児の入室はできません。
申電話で、10月11日（木）から、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
担健康推進課地域保健係

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」
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11月9日（金）、12月14日（金）い
ずれも午後1時30分～2時30分
持ち物　母子健康手帳、歯ブラシ
所みなと保健所
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

� ☎6400－0084

ママの健康相談（訪問）
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

　区内小・中学校、高校に「投票参加など選挙に関心を持つよう訴える
もの及び明るい選挙の実現を呼びかける」ポスターを募集したところ、
区内小学校から54作品、中学校111作品の応募がありました。9月20日
に審査会を行い、入選・佳作に選ばれた作品を表の会場で展示します。
※日程が変更になる場合があります。また（1）～（5）（7）の初日は午前
10時から、最終日は（1）～（4）（6）（7）は午後3時まで、（5）は正午までと
なります。

　20歳を迎える皆さんの門出を祝
し、「成人の日記念のつどい」を開催
します。
対象
　平成10（1998）年4月2日～平成11
（1999）年4月1日に生まれた区民
※�11月末日現在、区内に住民登録が

ある人に、12月中旬に招待状（入
場券）等を郵送する予定です。
※�区外に転出した人や区立小・中学校
に在籍していた人で出席を希望す
る場合は、お問い合わせください。

とき
　平成31年1月14日（月・祝）正午～

午後2時（午前11時30分開場）
ところ
　東京プリンスホテル　鳳凰の間
（芝公園3－3－1）
内容
第1部　式典（着席式で途中の入退場
はできません）
第2部　実行委員会企画の催し物（立
食式で、第2部からの出席も可能で
す）

　◎　…　東京都審査会へ推薦する作品で
す。
※ 応募総数のうち、一定数の作品を東京都
審査会へ推薦します。

※氏名の敬称は省略します。

※�重度の障害があり介助が必要な人
や、保育（4カ月～就学前、5人程
度）が必要な人は、12月14日（金）
までに、みなとコール（受付時間：
午前9時～午後5時）へ。

担当課　子ども家庭課青少年育成担
当

みなとコール� ☎5472－3710

選挙管理委員会事務局
� ☎3578－2769

◆「成人の日記念のつどい」を開催します◆

港区明るい選挙啓発ポスターコンクールの入選者発表

表 会場一覧
展示会場 期　間

（1）高輪コミュニティぷらざ2階通路 10月18日（木）～24日（水）
（2）芝浦港南区民センター1階展示コーナー 10月25日（木）～31日（水）
（3）麻布地区総合支所1階展示コーナー 11月1日（木）～7日（水）
（4）台場区民センター展示ロビー 11月8日（木）～14日（水）
（5）赤坂区民センター文化情報コーナー 11月15日（木）～20日（火）
（6）港区役所1階南側ホール 11月26日（月）～30日（金）
（7）みなとパーク芝浦1階アトリウム（中央） 12月3日（月）～10日（月）

応募数
小学生の部…8校　54人　　中学生の部…10校　111人

小
学
生
の
部

氏名 学校・学年 氏名 学校・学年
最優秀賞 佳作

野地　眞緒◎ 白金小学校4年 澁谷　拓人 御成門小学校6年
入選 古舘　茉弥 御成門小学校6年

武田　壮史◎ 御成門小学校6年 田口　拓樹 赤羽小学校6年
水沼　虹湖 御成門小学校3年 宮下　真奈 御成門小学校1年
西脇　怜 御田小学校3年 齊藤　瑛次郎 御成門小学校3年

逆瀬川　楓 御成門小学校6年 片川　隼大 御成門小学校5年
山田　愛優美 御成門小学校5年
阿部　宮叶 南山小学校4年
安濟　陽希 御成門小学校6年
古賀　文 白金小学校3年

小林　優快 御成門小学校6年

中
学
生
の
部

氏名 学校・学年 氏名 学校・学年
最優秀賞 佳作

石井　音羽◎ お台場学園港陽中学校3年 竹中　昇大 御成門中学校1年
入選 村田　丸佳 御成門中学校1年

小島　亮汰◎ 赤坂中学校2年 有田　珠澄 六本木中学校2年
大城　朱季◎ お台場学園港陽中学校2年 市原　佑菜 お台場学園港陽中学校3年
高橋　知希◎ 三田中学校2年 丹羽　花英 三田中学校2年
渡辺　知人 三田中学校2年 中島　白音 六本木中学校2年
渡邊　結衣 三田中学校2年 中原　雅彦 赤坂中学校2年
清水　りさ 御成門中学校1年 久留　苺花 お台場学園港陽中学校2年

荻上　舞 東海大学付属高輪台
高等学校中等部2年

川井　菜々子 御成門中学校1年

丸田　梨英 三田中学校2年
河原林　舞 高松中学校1年

▲〈中学生の部〉最優秀賞
　石井　音羽（お台場学園港陽中学校 3年）

▲〈小学生の部〉最優秀賞
　野地　眞緒（白金小学校 4年）

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

離乳食講習会
　月齢に合わせた食事の形態、3
回食へのステップアップ等を説明
します。
対区民で、離乳食を1日2回以上食
べている7～11カ月のお子さんの
保護者
時10月26日（金）午前10時30分～11
時30分
所高輪区民センター
人20組（申込順）
持ち物　筆記用具
申電話で、10月12日（金）～25日
（木）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
担保育課保育支援係

子育て講演会「乳幼児の育つ力
を伸ばす親の関わり」
対区民で、テーマに関心のある人
時11月28日（水）午前10時～正午
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介護予防総合
センター

方法でお申し込みください。①
電話で、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
　�②ファックスで、氏名・住所・
電話番号を、高齢者支援課介護
予防推進係へ。� FAX3578－2419

主催　港区介護予防フェスティバ
ル実行委員会、港区

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

ところ　介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）
内容　はじめてのパソコン
定員　18人（抽選）
費用　無料
申し込み　直接、10月20日（土）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。

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

番号・麻雀歴、返信面に自分の郵
便番号・住所・氏名を明記の上、
10月18日（木・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

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
時・所

浴場名 電話番号 実施日時
アクアガーデン

三越湯
(白金5－1２－16）

☎3441
－９576

10月２4日(水）
午後２時２0分
～3時２0分

麻布黒美水温泉
竹の湯

(南麻布1－15
－1２）

☎3453
－1446

10月２5日(木）
午後２時２0分
～3時２0分

ふれあいの湯
(芝２－２－1８）

☎544２
－２63９

10月２6日(金）
午後1時50分
～２時50分

南青山 清水湯
(南青山3－1２

－3）
☎3401
－4404

10月２９日(月）
午前10時45分
～11時45分

内自分の目は自分で守りましょう�
（看護師）、落語でちょっと一息つ
きましょう（落語家）
人各15人程度（申込順）
申電話または直接、実施日の前日
までに、希望する銭湯へ。
問保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381

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10月25日（木）午後1時30分～3時
（受付時間：午後1時～2時30分）
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

まちの保健室あざぶ「福祉・医
療・介護の専門職が応対～介護
実践教室ともやもやスッキリ秋
の座談会～」
対どなたでも
時10月20日（土）午後2時～4時
所麻布地区高齢者相談センター
人15人程度（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問麻布地区高齢者相談センター
� ☎3453－8032

（1）パソコンはじめて教室（2）パ
ソコンワード教室
対50歳以上の区民
時（1）10月28日～12月16日（日・全
8回）午後1時30分～3時（2）11月3日
～12月22日（土・全8回）午前10時
～11時30分
所南麻布いきいきプラザ
人各10人（60歳以上の新規の人優
先で抽選）
費用　2000円（8回分）
申電話または直接、（1）10月20日
（土）までに、（2）10月25日（木）ま
でに、南麻布いきいきプラザへ。
� ☎5232－9671

初心者麻雀教室
対65歳以上の区民で麻雀初心者
時11月6日～平成31年2月26日（1月
1日を除く毎週火曜・全16回）午後
1時30分～3時30分
所青山いきいきプラザ
人16人（初めての人優先で抽選）
申往復はがきの往信面に「初心者
麻雀教室希望」・郵便番号・住
所・氏名・年齢・生年月日・電話

（2）11月16日（金）午後2時～3時　
（3）11月20日（火）午前11時～正午
所（1）三田いきいきプラザ（2）神明
いきいきプラザ（3）虎ノ門いきい
きプラザ
人（1）25人（2）30人（3）15人（いずれ
も抽選）
費用　300円（材料費）
申電話または直接、（1）10月30日
（火）までに、（2）11月1日（木）まで
に、（3）11月5日（月）までに、各い
きいきプラザへ。
三田いきいきプラザ☎3452－9421
神明いきいきプラザ☎3436－2500
虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941

男性限定・江戸カフェ「江戸っ
子の日々の暮らしを探索」
対おおむね60歳以上の男性区民
時11月4日（日）午前10時～11時30
分
所芝区民協働スペース
人20人（申込順）
申電話で、10月31日（水）までに、
芝地区高齢者相談センターへ。
� ☎5232－0840

食べて美
お い

味しい栄養士講座11月
「血圧対策は減塩だけじゃない」
対おおむね50歳以上の区民
時（1）11月14日（水）午後2時～3時

　住み慣れた地域でいつまでも元
気に暮らしていくために、介護予
防についての知識を、体験や講演
を通して知っていただくためのイ
ベントです。
　区民ボランティアの介護予防
リーダー・介護予防サポーター
が、いきいきプラザや高齢者相談
センター等と連携してイベントを
盛り上げます。
対象　どなたでも
とき　11月6日（火）午前10時15分
～午後4時30分（午前10時開場）
ところ　介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）等
内容　表のとおり。スタンプラ
リーも予定しています。
申し込み　当日直接会場へ。
※�特別講演（2）は、10月16日（火）
～31日（水）に、次のいずれかの

区内のＰＭ2.5の１日平均値

区内の放射線量の１日平均値
9月25日（火）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。

9月25日（火）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 3.7㎍/㎥

一の橋局 8.2㎍/㎥

芝浦局 5.2㎍/㎥

都
　
局

高輪局 8.4㎍/㎥

第一京浜高輪局 6.9㎍/㎥

台場局 6.8㎍/㎥

※㎍／㎥＝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。
　※区役所（植え込み）は、手動測定による平均値。

区役所（植え込み）
0.074μS v／h

お台場学園
0.042μS v／h

介護予防総合
センター

の

11月開始の

介護予防総合センター
� ☎3456－4157

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
とき　11月7日～平成31年1月30日
（平成31年1月2日を除く毎週水
曜・全12回）午後4時～5時30分

ところ とき 内容

リーブラホール
（みなとパーク芝浦1階）

定員：２0８人
※（２）は申込順

午前10時15分～
10時30分 開会式・みんなといきいき体操・ダンシングヒーロー２01８介護予防フェスティバル版

午前10時30分～
11時30分

特別講演（1）【介護の日記念講演】
「介護保険制度のこれまでとこれから」
和気　康太さん（明治学院大学社会学部社会福祉学科教授）

午後1時～２時10分
特別講演（２）
 「夢のある人生」
秋川　雅史さん（テノール歌手）

男女平等参画センター和室
（みなとパーク芝浦1階）

午前11時～
午後3時30分 武家茶道体験とお茶席

介護予防総合センター
男女平等参画センター

消費者センター
（みなとパーク芝浦２階）

午前10時30分～
午後4時30分

血管年齢測定、骨密度測定、体成分測定、マシントレーニング体験、認知症予防ト
レーニング、料理自主活動グループの紹介と試食、歌声喫茶、健康タオル体操、
スポーツ吹矢体験、アロマテラピーハンドマッサージ、折り紙でクリスマス飾りづく
り、はちみつ＆レモン健康美肌ドリンク試飲会、タロットで性格診断、島根県郷土
芸能銭太鼓、東京五輪音頭－２0２0－の体験、脳活お絵かき体験、支曾(介護家族の
会ボランティア)の紹介、芝公園の花とまち歩き、手話ダンス、防災についての簡
単な手話講座、防災アンケート、おむすびサービス相談コーナー、シルバー人材
センターの紹介、ちょこっとモレ対策の紹介と試供品配布、ダンシングヒーロー
２01８介護予防フェスティバル版の体験、パンとコーヒーの店カフェ・ドゥー、小物の
販売、焼き菓子の販売　等 
※ 消費者センターで、「クッキング・ラボ番外編」を開催します。詳しくは、10面を

ご覧ください。
ペデストリアンデッキ

（みなとパーク芝浦２階）
午後２時30分～

3時30分 ノルディックウオーキング＆N.W.フィットネスダンス体験会
※整理券が必要な催しがあります。詳しくは、パンフレットをご覧ください。
※ステージプログラム・催しの内容は変更になる場合があります。

表  ステージプログラム・催し内容

介護予防総合センター
� ☎3456－4157

教 室

～みんな元気で5つの輪～

第11回
健康長寿！
inみなと

   介護予防
フェスティバル
港区
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◦身分証、通帳、キャッシュカー
ド、印鑑を持ち、指定の銀行に向
かってください。
　このような不審な電話に応答
し、相手の話を聞いていると、多
くの場合、ATMに誘導されま
す。
　区の職員が、還付金等の受け取
りに関して、電話でATMに誘導
することはありません。
　不審な電話の相手が実在しそう
な部署名で名乗るため、信じてし

　毎年10月11日は「安全・安心なま
ちづくりの日」とされており、10月
11日（木）～20日（土）には、全国地域
安全運動も行われます。
　「安全・安心なまちづくりの日」や
全国地域安全運動期間は、皆さんが
ご自身の防犯対策や生活安全意識を
見直してみる良い機会になるのでは
ないでしょうか。
　ここでは、その一助となるよう、
区が実施している安全・安心に関す
るサービスをご紹介します。
住まいの防犯対策助成事業
　住まいの防犯対策に要した費用の
一部を助成しています。
対象
　区内に居住し住民登録をしている
世帯
助成対象防犯対策
　現在居住する住宅に行った自宅玄
関錠の交換や補助錠の取り付け、窓
への防犯フィルムの貼り付け等
助成対象費用
　区が定めた箇所および品目による
防犯対策に要した費用（5000円以上）
助成金額
　助成対象費用の2分の1（100円未満
切り捨て、上限1万円）
申し込み
　直接、申請書に申請者氏名・領収
年月日・防犯対策の内容等必要事項
が明記された領収書（原本）を添付の
上、各総合支所協働推進課協働推進
係へ。
注意事項
（1）カタログ等資料の提出をお願い
することがあります。
（2）領収書は返却できません。
（3）防犯対策に要した費用を支払っ

みんなと身近な生活安全
た日から90日以内に、申請書および
領収書原本をご提出ください。
（4）1世帯1回限りです。
（5）賃貸住宅にお住まいの人は、必
ず所有者の了解を得てください。
共同住宅防犯対策助成事業
　共同住宅の共用部分等に対する防
犯機器の新たな設置に要した費用を
助成します。
対象
（1）区内の分譲マンション管理組合
等および公共住宅等に居住している
住民で構成されている団体等
（2）区内の賃貸住宅所有者
助成対象建物
（1）建築基準法その他関係法令に適
合していること
（2）現に住宅として使用されている
こと
（3）住宅に係る部分の床面積の割合
が全体の床面積（共有部分等を除く）
の5割を超えていること
※�分譲マンション・公共住宅につい
ては、次の要件も加わります。
　�①管理組合等が整備されているこ　
と②管理組合総会または理事会等
において防犯機器の設置について
議決または予算措置されているこ
と

助成対象防犯機器
　防犯カメラシステム、センサー付
きライト・アラーム、オートロック
システム等
助成対象費用
　助成対象建物の共用部分等に対す
る助成対象防犯機器の新たな設置に
要した費用
※�リース（賃借）の場合は、設置初年
度分の費用

助成金額
　助成対象経費総額の2分の1（100円
未満切り捨て、上限50万円）
申し込み
　設置工事を開始する前に、各総合
支所協働推進課協働推進係に相談
し、所定の申請書に必要事項を明記
の上、必要書類を添えて、直接、各
総合支所協働推進課協働推進係へ。
※�申請後、必ず防犯診断（診断費用は
区が負担）を受けていただきます。

注意事項
（1）助成は1対象者につき1回、1住宅
のみとします。
（2）各個人の住居部分（専有部分）に
ついての防犯対策は対象になりませ
ん。
自動通話録音機の無料貸与
　振り込め詐欺等の犯人は声を録音
されることを嫌うことから、区で
は、高齢者のいる世帯等に、呼出音
が鳴る前にかかってきた電話全てに
自動的に警告音声を流し、通話の内
容を実際に録音する機器を無料で貸
与しています。録音した内容は繰り
返し再生できるので、通報やその後
の自身の防犯対策にも役立ちます。
※電気料金等は利用者負担です。
※�非常通報装置（区の緊急通報シス
テム等）を設置している等、電話
の状況によって利用できない場合

があります。
※無料設置サービスがあります。
落書き消去を支援します
　落書きは、街の美観を損ねるだけ
でなく、お住まいの皆さんに不安を
感じさせたり、犯罪の誘発につなが
ることもあります。快適に、安心し
て過ごせるまちを守るため、区民等
の落書きの消去を支援します。
対象となる落書き
　区内の建物等の公衆の目に触れる
部分に、所有者や管理者の許可なく
かかれたもの
申請できる人･団体
◦落書きされた建物等の所有者また
は管理者等
◦町会・自治会等地域の生活安全・
環境美化活動を行う団体
支援内容

（1）落書き消去剤、消去用布等の貸
与または支給

（２）　（1）による消去が困難な場合
　専門事業者を派遣します。
費用
　無料
申し込み
　電話で、各総合支所協働推進課協
働推進係または防災課生活安全推進
担当へ。

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3123　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031

177 防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2270

還付金詐欺が多発しています
　最近、区の「保険課」「健康保険
課」等架空の部署の職員をかた
り、保険料や医療費の還付金があ
る等と話す不審な電話が多発して
います。
不審な電話の内容事例
◦還付金に関し手元に送付した書
類を見ましたか。
◦還付金があります。口座のある
銀行を教えてください。後ほど、
銀行員から電話があります。

○住まいの防犯対策助成事業・共
同住宅防犯対策助成事業について
各総合支所協働推進課協働推進係
� ☎欄外参照
○自動通話録音機の貸与、落書き
消去支援について
防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2199

設置イメージ

まうかもしれません。また、「区
役所からお金に関する電話がか
かってくるのは一大事なので、急
いで手続きしなければならない」
と、慌ててしまう人もいるようで
す。そうした気持ちを抑え、お金
の話が出た時点で、一度電話を切
り、区役所に電話してください。

　区では、結婚や出会いを求める若
者を対象に、婚活イベント「出会い
応援プロジェクト」を実施していま
す。
　第3回目となるイベントは、「結コ
ン」と題し、参加者の皆さんがご自
身の結婚へのイメージを高められる
ような企画となっています。
実施内容
　｢婚活イベントでカップルになる
ポイント｣等を学ぶ事前セミナー
と、出会いの機会を提供する交流イ

ベントを合わせて実施します。イベ
ントでは、ブライダルファッション
デザイナーの桂由美さんをお迎え
し、ブライダルファッションについ
て、ご自身の体験談を交えてお話い
ただきます。その後、グループに分
かれて乃木神社見学ツアーに参加
し、乃木會館で食事を楽しみながら
交流を深めます。
対象
　区内在住・在勤・在学の20～35歳
（平成30年4月1日現在）の独身者

とき
　12月2日（日）午後1時30分～8時
ところ　
事前セミナー
　赤坂サンスカイルーム（赤坂2－14
－32）
交流イベント
　乃木會館（赤坂8－11－27）
※�原則、事前セミナーおよび交流イ
ベントいずれか一方のみの参加は
できません。

定員
　男女各20人（区内在住者優先で抽
選）
費用
　5000円
申し込み
　参加申込書に必要事項を明記の

上、ファックスで、11月16日（金・
必着）までに、出会い応援プロジェ
クト事務局へ。港区出会い応援プロ
ジェクト専用ホームページ
https://www.nem-project.com
からも申し込めます。
※�参加申込書は、子ども家庭課（区
役所7階）等で配布している他、港
区ホームページからダウンロード
もできます。

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

問い合わせ

港区出会い応援プロジェクト
第3回「結

むすび

コン」参加者募集
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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

10月14日（日） 芝口薬局 新橋1－4－3 3571－6809

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

10
月
14
日（
日
）

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

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
芝大門歯科クリニック（歯） 芝大門2－1－17　朝川ビル1階 3578－8880
片桐歯科医院（歯） 南青山5－11－1　櫻井ビル1階 5766－4180
★麻布光輝クリニック（内・小） 西麻布3－3－2 6240－2912
港区休日歯科応急診療所

（港区口腔保健センター） 三田1－4－10　みなと保健所2階 3455－4927
（休日のみ）

※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等をお問い合わせください。

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）

午後7時～10時
（受付は午後９時30分まで）

中学生まで
（おおむね15歳
未満の小児）の
軽症患者対象

芝浦1－16－10
（社福）恩賜財団母子愛育会 総合母
子保健センター　愛育病院1階
 ☎6453－7302

※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。

第7回港区ものづくり・商業観光
フェア会場からの運河と東京湾
を巡るクルージングツアー
対小学生以上で全行程歩ける人
時11月10日（土）1便：午前10時45分
～正午、2便：午後0時45分～2時、3
便：午後2時45分～4時（1人1回）
コース　ものづくり・商業観光フェア
会場（みなとパーク芝浦）の港区観光
ボランティアの会ブース集合～愛育病
院付近で乗船～船で芝浦運河・東京湾
（第六台場付近、レインボーブリッジ等）
めぐり～愛育病院付近で下船・解散
人（1）各回30人（抽選）（2）各回10人
（会場先着順）
申（1）次のいずれかの方法で、10月
26日（金）までに、お申し込みくださ
い。11月2日（金）までに当落通知を
発送します。①往復はがきに、ツ
アー名、希望乗船便名、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。（2）当日直接集合場所へ（午前10
時30分から受け付け）。
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

まち歩きツアー「鉄道の大本山は
港区」
対小学生以上で全行程歩ける人
時11月11日（日）午前11時50分～午後
2時30分
コース　JR新橋駅SL広場集合～新
橋駅鉄道唱歌の碑～旧新橋停車場～
鉄道歴史展示室～新橋駅～泉岳寺駅
～山手線新駅とリニア中央新幹線予
定地展望～品川駅創業記念碑～品川
駅解散
人20人（抽選）
費用　無料（新橋駅から泉岳寺駅の
交通費は自己負担）
申次のいずれかの方法で、10月24日
（水・必着）までにお申し込みくださ
い。11月1日（木）までに、当落通知を
発送します。（1）往復はがきに、ツ

問地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2565

第5回区役所ロビーコンサート
「管弦楽器によるコンサート」
対どなたでも
時10月18日（木）午後0時15分～0時45
分
所区役所1階ロビー
申当日直接会場へ。
問地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2343

クッキング・ラボ番外編「オイル
活用術～食用オイルの種類と効
能を学び、料理等に上手に使い
ましょう～」
対区内在住・在勤・在学者
時11月6日（火）午前10時30分～正
午、午後1時～2時30分
所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
持ち物　ハンドタオル
人（1）各回14人（申込順）（2）各回4人
（会場先着順）
申（1）電話で、消費者センターへ。
� ☎3456－4159
（2）当日直接会場へ。

公衆浴場区民無料開放デー
対区民
時10月16日（火）
所

浴場名 ところ 電話番号 時間
アクアガ
－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－ド」に住所・氏名を明記の
上、確認を受けてください（港区民
であることが分かるものが必要で
す）。既に確認を受けている人は、
カードの提示のみで入浴できます。
※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

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

口腔
くう

がん検診
対区内在住・在勤者
時11月11日（日）正午～午後4時
所みなと保健所�
人100人（抽選）
申電話で、10月15日（月）～22日（月）
に、港区麻布赤坂歯科医師会（受付
時間：平日午前10時～午後4時）へ。
� ☎3403－1403
※検診のご案内はご自宅等へ郵送し
ます。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

ヒマラヤ小学校絵画展
対どなたでも
時10月15日（月）～28日（日）午前9時
～午後5時
所神明いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500

サックスとフリューゲルホルンに
よる秋のアンサンブルコンサート
対どなたでも
時10月27日（土）午後1時30分～2時15
分
所神明いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500

バスのおはなし「バスについて
色々学ぼう」
対区民
時10月17日（水）午後2時～3時
所豊岡いきいきプラザ
人35人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問豊岡いきいきプラザ�☎3453－1591

マダガスカル大使館主催「マダガ
スカル・文化・ビジネスセミナー」
対どなたでも
時10月27日（土）午前10時～午後4時
※詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
所赤坂区民センター区民ホール
人400人（会場先着順）
申当日直接会場へ。

健康相談・禁煙相談
対区民
時11月14日（水）、12月12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

健康講座「上手な食事と運動のす
すめ方」
対区内在住者
時11月17日（土）午前10時～正午※1
人あたりの所要時間は、60分程度で
す。
所みなと保健所
人40人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、10人。11月12日（月）までに
お申し込みください）
申電話で、11月16日（金）までに、健
康推進課健康づくり係へ。
� ☎6400－0083

運動を上手に選んで体力アップ
対どなたでも
時11月6日（火）午後4時～5時
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、氏名・
電話番号を、11月5日（月）午後8時ま
でに、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

口腔
くう

ケアが体全体を健康にする
対どなたでも
時11月10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、氏名・
電話番号を、11月9日（金）午後8時ま
でに、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
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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
担図書文化財課学校支援担当

新しい民生委員・児童委員が決
まりました
　10月1日付で、新しい民生委員・
児童委員が厚生労働大臣から委嘱さ
れました。
地区 氏名 電話 担当区域

芝浦
港南 呂

ロ

　清
サ ヤ コ

綾子 ☎3471
－6８75

港南1丁目6
～９、２丁目
全域

※敬称略
問保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2379

神明いきいきプラザ臨時休館
時11月11日（日）
問神明いきいきプラザ
� ☎3436－2500
芝地区総合支所管理課施設運営担当
� ☎3578－3135

コンビニ交付サービスの利用休
止
時10月27日（土）終日
問各総合支所区民課窓口サービス
係・台場分室� ☎欄外参照

男女平等参画センター図書資料
室窓口業務臨時休業
時11月19日（月）午前9時～午後8時※
午後8時以降は閲覧のみ
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）�
問男女平等参画センター
� ☎3456－4149

育児休業代替任期付職員募集
対日本国籍を有し、平成13年1月1日
までに生まれた人
募集職種　事務※詳しくは、人事課
（区役所10階）、各総合支所・台場分
室、各港区立図書館等で配布する採
用選考案内をご覧ください。
期間　平成31年1月1日以降、職員の
育児休業の取得状況に応じて、おお
むね6カ月以上3年未満
勤務時間　（原則）午前8時30分～午
後5時15分
募集人員　12人程度
選考方法　第1次試験日（作文）：11
月21日（水）午後6時30分集合
申郵送または直接、11月9日（金・必
着）までに、採用選考案内の指定用
紙に必要事項を明記の上、〒105－
8511　港区役所人事課人事係へ。※
電子申請サービス
http://www.shinsei.elg-front.jp/
tokyo/
からも申し込めます。
問人事課人事係� ☎3578－2109

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

女性のエンパワーメント講座「人
生を自分で考え、自分で決める女
性のための4日間（全4回）」
対区内在住･在勤･在学者、または
テーマに関心のある人で、4回とも
参加できる人
時（1）11月16（金）（2）11月22日（木）
（3）11月29日（木）（4）12月6日（木）い
ずれも午後7時～9時
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
内（1）政治・経済（2）金融（3）ジェン
ダー（4）国際情勢
人各20人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人程度。11月1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

大人の朗読会
対中学生以上どなたでも
時10月28日（日）午後2時～3時30分
（午後1時30分開場）
所港南図書館
人30人（申込順）
申電話または直接、10月27日（土）ま
でに、港南図書館へ。�☎3458－1085

文学セミナー「今こそ読みたい福
澤諭吉『学問のすゝめ』」
対中学生以上どなたでも
時11月2日（金）午後2時～4時
所高輪図書館
人30人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※10月18日（木）は休館�☎5421－7617

三田図書館ミュージアムセミ
ナー 泉屋博古館分館「神々のやど
る器～住友コレクションの中国
青銅器～」
対中学生以上どなたでも（小学生以
下の同伴不可）
時11月17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40人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
※10月18日（木）、11月15日（木）は休
館� ☎3452－4951

中高生書評合戦2018
　ビブリオバトル（書評合戦）の発表
者達（バトラー）が紹介する本の中か
ら、読みたいと思った本に投票する
人（観戦者）を募集します。
対どなたでも
時10月27日（土）午後3時～5時（午後2
時30分開場）
所高輪子ども中高生プラザ
人50人（申込順）
申電話で、10月12日（金）～19日（金）

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

「みんなと3R」パネル展示会
時10月13日（土）～22日（月）
所みなとパーク芝浦1・2階アトリウ
ム、喫茶前広場
問みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係� ☎3450－8025

芝浦港南ふれあいまつりで小さ
な家具のリサイクル展および資
源回収を実施します
時10月27日（土）午前10時～正午※小
雨決行
所芝浦港南区民センター
小さな家具のリサイクル展
　展示する小さな家具を抽選の上、
その場で無料で差し上げます。
時申込受付：午前10時～11時30分、
抽選：午前11時45分※配送および後
日引き取り不可、1人1点まで申し込
み可
資源回収
　ご家庭で不用になった、古着・布
団・廃食用油・使用済み小型家電製
品・不用園芸土を回収します。
回収方法　古着は洗濯してポリ袋
等、中身の見える袋に入れてくださ
い。廃食用油はペットボトル等のふ
たの閉まる容器に入れてお持ちくだ
さい。使用済み小型家電製品の回収
は、対象9品目（携帯電話、デジタル
カメラ、ポータブルビデオカメラ、
携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム
機、電子辞書、電卓、ポータブル
カーナビ、ACアダプター等のコー
ド類）です。不用園芸土は、ビニー
ル袋に入れてお持ちください。1人2
袋（1袋あたり約3キログラム）程度ま
で回収します（段ボールコンポスト
でできた堆肥も可）。
回収できないもの　（1）汚れのひど
い古着・布団（2）マットレス等（3）食
用以外の油（4）砂・砂利・石・枯れ
枝・茎・根・その他の異物が混ざっ
ている土（5）腐敗した土（6）植木鉢や
プランター等の容器類（7）ペット用
に使用された古着や土（8）事業所か
ら排出されたもの
問みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係� ☎3450－8025

女性に対する暴力をなくす運動
「離婚に悩んだら知っておきたい
法律とシングルマザー支援講座」
対区内在住・在勤・在学者、または
テーマに関心がある女性
時11月16日（金）午前10時～午後0時
30分
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
内（1）身体的・精神的暴力について
（2）離婚に関する法制度（3）港区のシ
ングルマザー支援制度
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、10人程度。11月1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。

アー名、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
「港区観光ボランティアガイド担当」
へ。（2）港区観光協会ホームページ
http://www.minato-kanko.com
「MINATOまち歩きコーナー」の「ガ
イド企画ツアー」応募フォームへ。
問港区観光協会ボランティアガイド
担当（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

まちの猫セミナー「地域猫って何
だろう？～私にもできる？猫ボラン
ティア～」
対どなたでも
時11月18日（日）午後2時～4時
所みなと保健所8階大会議室
人50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問生活衛生課生活衛生相談係
� ☎6400－0043

スタミナ麦とろ丼「大麦の力」
対どなたでも
時11月17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　400円（材料費）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、11月16日（金）午後8時
までに、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

住民説明会「お台場レインボー公
園風力発電機等の撤去について」
対どなたでも
時10月25日（木）午後7時～8時
所台場区民センター
人30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問環境課地球環境係� ☎3578－2498

あきる野環境学習「農業体験（サ
ツマイモと秋野菜の収穫）」
対3歳以上の区民（小学生以下は保護
者同伴）
時11月11日（日）午前8時30分～午後5
時30分（予定）※午前8時15分区役所
集合、往復バスで移動
所あきる野市戸倉の畑
人40人（抽選）
費用　大人（中学生以上）：2000円、
小学生：1000円、未就学児：無料
申電話またはファックスで、10月30
日（火）までに、（株）タビックスジャ
パン八重洲支店（受付時間：土・
日、祝日を除く午前9時30分～午後6
時）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

◆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
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　全国交流物産展は、区内商店街と
全国都市との交流の促進やきっかけ
づくりの一環として、平成21年度か
ら開催しています。区と｢商店街友
好都市との交流に関する基本協定｣
を締結している北海道佐呂間町、山
形県舟形町、福島県いわき市、岐阜
県郡上市、山形県庄内町をはじめ、
北海道から九州まで、全国34の都市
が新橋に集結し、旬な物産品を販売
します。
　サンマやホタテ、ウニ等の海産物
の他、地鶏や和牛、地酒等のおいし
い地方物産、ご当地でしか買えない
珍しいグッズが勢揃いします。
　区からは港区観光協会と港区商店
街連合会（ニュー新橋ビル地下商店
会、ニュー新橋ビル二階商店会、芝
浦商店会）が出展します。全国交流
物産展の開催を通じて、全国都市の
交流が生まれ、連携の輪がさらに広
がっています。
　各地自慢の逸品を、この機会にご
堪能ください。
※�全国交流物産展会場での買い物1
回ごとにもらえる抽選補助券を2
枚集めると、各地の特産品等が当
たるお楽しみ抽選会に1回参加で
きます（景品がなくなり次第終
了）。

とき
　10月25・26日（木・金）午前11時～
午後8時

ところ
　新橋SL広場および桜田公園
出展団体
　表1のとおり

　港区文化芸術フェスティバルは、
区民の皆さんがプロのアーティスト
と共に舞台芸術に参加し、その楽し
さを体験する機会を提供していま
す。平成30年度は区民の皆さんに、
ゴスペルとヒップホップダンスに挑
戦していただきます。ゴスペルは約
2カ月間、ダンスは約1カ月間、プロ
が丁寧に指導しますので、初めての
人も奮ってご参加ください。
対象・定員・練習日時
　表2のとおり
公演
　有坂美香さんの他、生バンド演奏
と共演します。観覧希望者は、12月
頃「広報みなと」等で募集します。

とき　平成31年2月17日（日）
ところ　サントリーホールブルーロ�
ーズ
講師
ゴスペル：有坂　美香さん
　Berklee音楽大学卒業後、数々の
アーティストの作品に参加。音楽専
門学校の講師も務めている。
ダンス：奈良　里美（SATOMI－N）
さん
　ダンサーとしてテレビコマーシャ
ル等に出演。TRINITY� DANCE�
CENTERキッズダンス講師を務め
ている。
申し込み
　次のいずれかの方法で、10月18日

（木）～11月9日（金・必着）に、グル�
ープ参加の場合は代表者を決めて、
（1）～（7）を、全員分（4人まで）明記
の上、お申し込みください（代表者
と同じ項目は、同上で可）。当落結
果は、11月中旬頃、代表者の住所へ
郵送します。
はがき・ファックス
（1）演目：ゴスペル（希望パート「キッ�
ズ、ソプラノ、アルト、テナー（男性）」
のいずれか）またはダンス※両方の
申し込みはできません。（2）氏名（ふ
りがな）（3）郵便番号・住所（在勤・

在学の場合はその旨明記）（4）電話番
号（5）年代（6）保育人数・年齢（月齢）
（7）希望グループ（「Aグループ、Bグ
ループ、A・Bどちらでも」のいずれ
か）を明記の上、〒105－8511　港区
役所地域振興課文化芸術振興係へ。
電話
　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）
� ☎5472－3710

　自転車の魅力の1つといえば、スピ 
ード感といえるでしょう。最短500
メートルから最長100キロメートルま
で走行する中で、選手たちはさまざま
な駆け引きをしながら限界までペダル
を回します。パラリンピックでは1９８4
年の第7回大会から正式競技に採用さ
れ、切断や脳性まひ、視覚障害等の選
手が参加しています。
　競技は２つ
あります。自
転車専用の屋
内走路(ベロ
ドローム)で
行われる「ト
ラック」と、屋外の道路を使用する

「ロード」です。トラックでは、タイム
トライアル、個人追い抜き(パシュー
ト)、チームスプリントの3種目、ロー
ドでは、タイムトライアルとロード
レースの２種目が行われます。ロード
レースでは、1対1または集団の中から
どのように抜け出して勝つのか、戦術
的な走りにも注目です。
　大会では一般的な競技用自転車を使
用しますが、障害の種類や程度によっ
ては、ルールの範囲内で改良が認めら
れています。まひ等により体幹のバラ
ンスを取りづらい選手は、3輪自転車
(トライシクル)を使用し、下肢に障害
がある選手は、手でペダルをこぐこと

ができるハン
ドサイクルを
使用します。
ハンドサイク
ルには体を起
こした状態で
腹筋や背筋を
生かしてこぐものや、下肢・上肢とも
に障害がある選手が体を寝かせてこぐ
ものもあります。
　また、視覚障害の選手は２人乗り用
のタンデム自転車で出場します。視覚
を補ってハンドル操作を行うパイロッ
トと息を合わせてこぐため、絶妙なコ
ンビネーションが求められます。

　障害の種類や程度によって分けられ
た各クラスで、スピード感あふれる、
白熱したレースが繰り広げられます。
主役の選手はもちろん、自転車や義
手、義足等のオーダーメードの装具、
コーチやトレーナーのサポート等、
チーム一体となった戦いに注目しま
しょう。

ハンドサイクル

タンデム（二人乗り自転車）

６

日本パラサイクリング連盟 検索

自転車

産業振興課シティプロモーション
担当� ☎3578－2552

問い合わせ

地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2584　FAX3438－8252

問い合わせ

表1 「全国交流物産展in新橋」出展団体一覧
参加
区分 新橋SL広場 桜田公園

都
市

北海道佐呂間町 北海道紋別市
山形県舟形町 北海道帯広市
福島県いわき市 北海道中富良野町
岐阜県郡上市 宮城県気仙沼市
山形県庄内町 秋田県美郷町
岩手県大船渡市 福島県喜多方市
福島県会津坂下町 茨城県常陸太田市
福島県白河市 茨城県つくば市
茨城県鉾田市 埼玉県小鹿野町
群馬県沼田市 東京都あきる野市
東京都大島町 新潟県十日町市
静岡県浜松市 山梨県甲府市
和歌山県和歌山市 長野県飯田市
和歌山県みなべ町 愛知県豊橋市
愛媛県西条市 兵庫県赤穂市
高知県四万十市 鳥取県北栄町
福岡県久留米市
福岡県みやま市

商
店
会

ニュー新橋ビル
地下商店会
ニュー新橋ビル
二階商店会
芝浦商店会

団体（社）港区観光協会

表2 対象・定員・練習日等
対象 定員 練習日 練習時間 練習場所 練習予定曲

ゴスペル
区内在住・在勤・在
学 の 小 学 生 以 上
で、練習に８回以
上出席できる人

２２0人
（抽選）

1２月15・16日（土・日）、平成31年1
月1２・13日（土・日）・1９・２0日（土・
日）・２7日（日）、２月２・3日（土・日）・
９・10日（土・日）の全11回

Aグループ
午後1時30分～3時２0分

区役所

7～８曲
Bグループ
午後3時50分～5時40分

ダンス
区内在住・在勤・在
学 の 小 学 生 以 上
で、練習に5回以
上出席できる人

40人
（抽選）

平成31年1月1９・２0日（土・日）、
２月２・3日（土・日）・９・10日

（土・日）の全6回

Aグループ
午後1時30分～3時

２～3曲
Bグループ
午後3時50分～5時２0分

※平成２９年度港区文化芸術フェスティバルに出演していない人優先で抽選します。
※保育あり（4カ月～就学前、10人程度。申込時にお申し出ください）
※ ゴスペルは1２月９日（日）午後1時30分～２時30分に、ダンスは平成31年1月13日（日）午後1時30分～２時30分に、区役所で全体

説明等のオリエンテーションを行います。
※平成31年２月16日（土）は、芝浦港南区民センターでリハーサルを行います。

有
坂
美
香
さ
ん

平成２９年度の物産展の様子

平成２９年度の物産展の様子

奈
良
里
美
さ
ん

新橋に全国の物産が集結
「全国交流物産展 in 新橋」を開催します

第10回港区文化芸術フェスティバル
Keep on movin’

～歌とダンスで贈る、みんながかがやくステージ～

ロード種目
ⓒJPCF＋AYAKO　KOITABASHI

ⓒJPCF＋AYAKO　KOITABASHI

FABtroni+camera

出演者
募集


