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　港区立港郷土資料館（芝5丁目）が移転し、白金台4丁目に
港区立郷土歴史館として、開館します。

　郷土歴史館では、ミンククジラの骨格標本や伊皿子貝塚貝層断面の他、新たに
プロジェクションマッピングやタッチパネル等のデジタル機器を使用した展示や
解説等、区の魅力を伝える展示を行います。
　これまでの展示室よりも広くなった常設展示室に加え、専用の特別展示室や、
港区のあらましが分かるガイダンスルーム、実物の資料に触れることのできるコ
ミュニケーションルーム等があります。
　また、港区立図書館で予約した本を図書室で受け取ることや、ブックポストに、
本を返却できるようになります。
　ミュージアムショップや、カフェも併設された、魅力ある郷土歴史館ですの
で、ぜひご来館ください。

開館時間　日～金曜、祝日：午前9時
～午後5時、土曜：午前9時～午後8時
休館日　毎月第3木曜、年末年始、特
別整理期間
観覧料　常設展　大人：300円、高校
生以下：100円、未就学児：無料
特別展　展示内容によって異なります。
※�区内在住の65歳以上の人および障害
のある人、区内在住・在学の小・中学
生・高校生等は無料です（住所や年齢
等を証明できるものをお持ちください）。

　港区立郷土歴史館開館と港区文化
財保護条例施行40周年を記念し、特
別展を開催します。
　平成21年度からの10年間に新たに
指定された文化財を中心に、条例施
行後40年間に保存修理を行った文化
財等を展示します。
開催期間　11月1日（木）～平成31年1
月27日（日）
観覧料　特別展　大人：400円、高校
生以下：200円、常設展とのセット�
　大人：600円、高校生以下：200円
※未就学児：無料
※�11月3日（土・祝）は区民無料公開
日です。区内在住であることを証

　特別展に関連する講座を開催しま
す。
対象　どなたでも
とき　11月10日、12月15日、平成31年
1月19日（土・全3回）午後1時30分～3時
ところ　郷土歴史館
内容　表のとおり

申し込み　電話で、受講希望日の前
日までに、郷土歴史館（受付時間：日
～金曜、祝日午前9時～午後5時、土曜
午前9時～午後8時）へ。�☎6450－2107

定員　各回40人（申込順）
※�保育あり（4カ月～就学前、各回3
人。受講希望日の1週間前までに
お申し込みください）

明できるものをお持ちください。
その他
�　期間中に展示替えを行います。展
示替えに伴い、特別展示室の休室期
間があります。詳しくは、港区立図書
館や郷土歴史館で配布するチラシ、
港区ホームページをご覧ください。
※�11月1日（木）以降は、郷土歴史館
ホームページでもご覧いただけま
す。

交通：�東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線
「白金台」駅下車2番出口徒歩1分

地下鉄 白金台駅

目黒通り 白金小学校白金台駅前
バス停

白金台駅前
バス停

中央エン
トランス

南エントランス

東京大学医科学
研究所附属病院

郷土歴史館等
複合施設
ゆかしの杜

白金台どんぐり
児童遊園

外
苑
西
通
り

白金台児童館
白金台いきいき
プラザ

港区立郷土歴史館開館記念特別展
「港区指定文化財展　悠久の旅人」
を開催します

郷土歴史館講座（全3回）
日程 内容 講師

11月10日(土) 文化財建造物の保存と活用 長尾　充さん
（東京藝術大学大学院教授）

12月15日(土) 幕末の港区と外国人 吉﨑　雅規さん
（横浜開港資料館学芸員）

平成31年
1月19日(土)

港区指定文化財40年
－記憶すべき文化財をめぐって－

河合　正朝さん
（慶應義塾大学名誉教授）

表 講座内容

郷土歴史館� ☎6450－2107問い合わせ

ミンククジラの骨格標本

遺跡出土土器ガイダンスルーム

特別展示室
１階

２階

３階

C（中央）
ゾーン

S（南）
ゾーン

（無料）

N（北）
ゾーン
（有料）

４階

カフェ

ガイダンス
ルーム

ミュージアム
ショップ

総合案内
　チケット売場

中央階段 廊下

廊下

廊下

廊
下

中央階段

中央
エントランス
（入口）

中央階段

中央階段

学校歴史資料
展示室

特別展示室

常設展示室

常設展示室

常設展示室

旧院長室
旧次長室

休憩室

休憩室

休憩室

図書室

旧講堂

講座室
ギャラリー

コミュニケーション
ルーム

郷土歴史館が11月１日（木）に開館します郷土歴史館が11月１日（木）に開館します

■有料エリア■無料エリア。中央階段・廊下は共用エリア、それ以外は関係者以外入れません。
６階には図書文化財課事務室があります。



一人で悩んで
いませんか？

子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。2 平成30年（2018年）10月21日

考えを自由に表す権利がありま
す。集まってグループを作った
り、自由な活動を行ったりするこ
とができます。
　また、子どもにもプライバシー
があり、守られます。

育つ権利
　子どもたちは、けがや病気をし
たとき、必要な手当てを受けるこ
とができます。教育を受ける権利
や体を休めたり友達と遊んだりす
る権利を持っています。そして、
持って生まれた能力を十分に伸ば
して成長することができます。
　自分の考えや信じることの自由
が守られ、自分らしく育つことが
できます。

守られる権利
　子どもたちはあらゆる種類の暴
力や差別、誰かからの利益のため
に利用されることから守られま
す。親や先生から心や体を傷つけ
られたら、助けてもらえます。麻薬
や児童ポルノ等から守られます。
　また、悪いことをしてしまった
ら元に戻れるように守られます。

参加する権利
　子どもたちは、自分の気持ちや

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11月2日（金）・19日（月）いずれ
も午後2時～4時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉
係へ。� ☎欄外参照

ふたごの会（小講話）
対区民で、ふたご（多胎）を妊娠中
または育児をしている保護者※保
育あり（4カ月～就学前、20人。申
込時にお申し出ください）
時11月14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

のんびりサロン
対区民で、平成30年7～10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11月5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

子どもと家庭の総合相談
　子育てや保護者自身の悩み、子
ども自身の悩みを、一人で悩ま
ず、相談してみませんか。
　子ども家庭支援センターでは、
電話・面接・出張相談ができま
す。気軽にご利用ください。
相談時間
月・水・金・土曜　午前9時～午
後5時
火・木曜　午前9時～午後7時
※�いずれも祝日、年末年始を除
く。

※�月～土曜は臨床心理士に、火・
木・土曜は保健師に相談ができ
ます。臨床心理士・保健師相談
の時間は、お問い合わせくださ
い。

児童虐待の相談
　子ども家庭支援センターでは、
虐待相談専用ダイヤルを設置して
います。身近に虐待の疑いがある
子どもがいる場合は、虐待相談専
用ダイヤルにご連絡ください。
　虐待は子どもの健やかな心身の
発達を妨げ、命に関わることもあ
ります。虐待は早期に発見し、対
応することが重要です。通告した
ことは守秘義務によって守られ、
それが結果として虐待でなかった
としても責任を問われることはあ
りません。
　皆さんのご協力をお願いしま
す。
虐待相談専用ダイヤル
� ☎6400－0092
みなと子ども相談ねっと
　子どもに身近なスマートフォン
や携帯電話、パソコンを使って、
子ども自身が悩みや心配事を相談
できます。子どもの気持ちを受け
止め、寄り添い、問題解決を支援
していきます。
みなと子ども相談ねっとアドレス
https://minato.kodomosoudan.net
親子ふれあい広場
　乳幼児（0～3歳。きょうだいが
いる場合は、未就学児は可）と保
護者が自由に過ごせる遊び場とし
て気軽にご利用ください。

と」「意見を表明し参加できるこ
と」「差別のないこと」です。
　子どもたちには大きく分けて4
つの権利があります。
生きる権利
　子どもたちは生きる権利・育つ
権利を持っています。心や体の健
やかな成長に必要な生活を送る権
利もあります。
　また、子どもには名前や国籍を
持つ権利があり、奪われないよう
に守られています。

　「子どもの権利条約」は、世界中
で暮らす子どもみんなが幸せに、
持って生まれた能力を十分に伸ば
して成長してほしいとの願いから
作られました。「子どもの権利条
約」には4つの原則があります。
「命を守られて成長できること」
「子どもにとってもっともよいこ

子どもの
権利条約

　親子で参加できるイベントも実
施しています。講座は予約不要で
親子で参加できます。詳しくは、
港区ホームページまたは子ども家
庭支援センターで配布している予
定表をご覧ください。
※�利用には登録が必要です。初回
利用時に、住所と名前が確認で
きるものをお持ちください。

子育てコーディネーター相談室
　親子ふれあい広場に遊びに来た
際に、気軽に相談ができます。
　「保育園・幼稚園へ申し込むに
はどうしたらいいの」「予防接種を
受ける時期がわからない」等、子
育てやお子さんの成長・発達に関
する不安や悩み等、どんなことで
もご相談ください。必要があれば
保健・医療・福祉等の専門機関を
ご紹介します。
情報提供コーナー
　子育て支援サービスや関係機関
の案内、子育て関連の図書を閲覧、
本を借りることもできます。
地域活動室
　子育てサークルや子育て支援活
動等を行う皆さんの活動場所とし
て、無料で利用できます。利用す
る場合は、利用登録が必要です。
登録の要件等はお問い合わせくだ
さい。
広さ　37.15平方メートル（定員25
人程度）
子ども家庭支援センター
開館時間
月・水・金・土曜　午前9時～午
後5時
火・木曜　午前9時～午後7時
施設開放
　親子ふれあい広場・情報提供
コーナー・地域活動室を利用する
ことができます。
日曜　午前9時～午後5時
※�祝日、12月31日～1月3日は実施
しません。

子ども家庭支援センターのご案内

あなたの子育てをサポートします

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

子ども家庭支援センター相談担
当� ☎6400－0091

子ども家庭支援センター子育て
支援係� ☎6400－0090

©Hiromi�Ushijima　Tourisha
©Hiromi�Ushijima　Tourisha

©Hiromi�Ushijima　Tourisha

©Hiromi�Ushijima　Tourisha

11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：11月6日
（火）②豊岡児童館：11月15日（木）
③高輪児童館：11月29日（木）④高
輪子ども中高生プラザ：11月6日
（火）・15日（木）・29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11月17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。

（3）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11月20日（火）午後1時30分～3時
（受付時間：午後1時15分～1時30
分）
所明治学院大学社会学部付属研究
所（白金台1－2－37）
内ベビーマッサージ、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
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

知っていますか

　子どもの権利は、子ども一人一
人が持っている大切な権利です。
この権利を守るために、大人はき
ちんとした対応をしなければなり
ません。大人と子どもの関係だけ
でなく、子どもも周りの友達との
関係の中で相手の権利を守らなけ
ればなりません。子ども家庭支援
センターでは、子どもたちからの
相談をさまざまな方法で受けてい
ます。解決方法を一緒に考えま
しょう。
会って相談・電話で相談
月・水・金・土曜　午前9時～午
後5時
火・木曜　午前9時～午後7時
子ども家庭支援センター
� ☎6400－0092�
ネットで相談
みなと子ども相談ねっとアドレス
https://minato.kodomosoudan.net



3

11月は港
区教育推進月間です

　区では毎年11月を「教育推進月
間」と位置付け、保護者をはじめ
区民の皆さんに、子どもたちの活
動の様子や成果を知っていただく
ためのPR強化期間としています。
　各区立幼稚園、小・中学校で
は、特色と魅力のある学校づくり
に取り組み、「『徳』『知』『体』を育
む学び」、「生き抜く力を育む学
び」等、子どもたち一人一人の個

に受診しましょう。
たばこ誤飲事故専用電話（24時間
受付）� ☎072－726－9922（無料）
つくば中毒110番（午前9時～午後9
時受付）�☎029－852－9999（無料）
救急相談センター（24時間受付）
� ♯7119

　薬の種類により病院
で胃の洗浄処置が必要
になることがあります。

（3）ジェル状パック洗
剤等
　パッケージが菓子と
似ています。

（4）ボタン電池
　身近な家庭用品に使
用されています。食道
や胃等の壁に化学やけ
どを起こし、潰瘍がで
きたり穴が開いたり
し、命に関わる場合も
あります。

（5）直径3センチ以下の
もの
　母子健康手帳の巻末
にある「誤飲防止ルー
ラー」（おおむね直径3
センチメートル）の穴
に入るものは、気道を

（3）抱っこひも
　お子さんの月齢や保護者の体に
合った抱っこひもを選び、緩みが
ないか、留め金が正しく装着され
ているか確認しましょう。
（4）ベビーカー
　シートベルトを利用し、重い荷
物はバーにかけないようにしてく
ださい。停車するときは必ずス
トッパーをかけましょう。
（5）ベランダ・窓
　足場にして乗り越えることがあ
るので、ベランダや窓のそばに物
を置かないようにしましょう。
（６）自転車
　駐輪するときにバランスを崩し
やすいので、子どもから手を離さ
ないようにしましょう。
転ぶ、ぶつかる、挟まれる
　家具等の角をカバーし、扉や戸
袋等の隙間をふさぎます。子ども
だけでエレベーター等で遊ばせな
いようにしましょう。
誤って口に入れると危険なものを
手に届くところに置かない
（1）たばこ
　たばこに含まれるニコチンを吸
収すると中毒を起こし、死に至る
ことがあります。
（2）医薬品

　大切なお子さんを事故から守る
ために、家庭で気を付けるポイン
トを紹介します。
乳幼児の事故が多い
　都内で1年間に1万4397人、1日
平均約39人の子ども（12歳以下）が
救急車で医療機関へ運ばれていま
す（東京消防庁管内、平成28年度）。
　特に0～3歳の乳幼児の事故が多
く、注意や工夫が必要です。
どのような事故が多いのか
0歳～2歳　落ちる、転ぶ、のどに
物が詰まる等が多い時期です。
3歳以上　行動範囲が広がり、転
ぶ、ぶつかる事故が増えます。や
けどや水の事故は重症化しやすい
ので特に注意が必要です。
予防のポイント
転落（落ちる）　頭がい骨骨折や、
くも膜下出血となる場合がありま
す。

（1）椅子やソファ、ベッド
　生後1カ月頃でも足の力で体を
押し出して落ちることがあります。

（2）ベッドガード
　ベッドからの転落を防止するガ
ード等を利用するときは、必ず対
象年齢（18カ月以上）を守り、常に
ベッドとガードの間に隙間がない
か確認しましょう。

港区母子保健事業

乳幼児の事故予防のポイント

地域の子どもたちを
応援してください

性と能力を伸ばす教育を推進して
います。
　ぜひ地域の幼稚園、小・中学校
にお出かけになって、子どもたち
の生活や学習活動の様子、日々成
長する姿をご覧ください。
港区子どもサミット
　区立小・中学校の代表児童・生
徒が、私たちのまち港区をよりよ
いまちにするために、いじめのな

すくすく育児相談
対区民で、乳幼児と保護者
時11月7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

みんなでエコっとプロジェクト
「葉っぱスタンプでオリジナル
バンダナを作ってみよう」
対区内在住のお子さんとその保護
者
時11月18日（日）午前10時～正午
所有栖川宮記念公園他
人15組（抽選）
申郵送・ファックスまたは直接、11
月6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

月1日生まれ
就学時健康診断の通知　小学校に
入学する対象者には、学校選択希
望票と一緒に｢就学時健康診断通
知書｣を送付しています。健康診
断は、通知書に記載された会場（小
学校）で必ず受診してください。
問学務課学校運営支援係
� ☎3578－2726～9

ほこたバスツアー（被災地見学）
対区内在住・在学の小学3～5年生
とその保護者
時11月23日（金・祝）午前8時30分
～午後6時30分
所茨城県鉾田市
人40組80人（抽選）
持ち物　帽子、水筒、歩きやすい
服装
申電話で、10月22日（月）～11月9日
（金）に、高輪地区総合支所協働推
進課協働推進係へ。�☎5421－7621

港区緑と生きもの観察会「秋の
生きもの探し」
対区内在住・在学の小学生とその
保護者
時11月10日（土）午後2時～3時30分
所国立科学博物館付属自然教育園
（白金台5－21－5）
人10組（抽選）
費用　310円（入園料）※高校生以
下および65歳以上の人は無料
申郵送または直接、10月30日（火）
までに、はがきに郵便番号・住所・
お子さんと保護者の氏名（ふりが
な）と年齢・日中連絡可能な電話
番号を明記の上、〒105－8511　
港区役所環境課緑化推進担当へ。
問環境課緑化推進担当
� ☎3578－2330

健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

教育長室教育企画担当
� ☎3578－2702
○港区子どもサミットについて
教育指導課指導主事
� ☎3578－2760
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ふさいで窒息することがあります。
やけど
　湯の入ったポットやヒーター等
に直接触れないようにします。
溺れる
　数センチの水があるだけで溺れ
ることがあります。風呂のふたに
は子どもを乗せないようにし、子
どもが風呂場に入れないよう鍵を
かけましょう。
事故が起きたとき
　慌てずかかりつけの医療機関等

図1 救急搬送人員（人）

図2 事故の種類（年齢別・人）

～ ～

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

い学校づくりを一層推進する等、
自分たちがするべきことやできる
こと、大人に期待すること等につ
いて話し合います。
対象　観覧のみどなたでも
とき　12月10日（月）午後2時30分
～4時45分
ところ　港区議会棟本会議場・委
員会室

申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

子ども家庭支援センター子育て
講座「自然あそび〜親子で楽し
む自然とのふれあい〜」
対1～2歳のお子さんとその保護者
時11月8日（木）午前10時30分～正午
所みなと保健所
人12人（申込順）※保育あり（1～2歳、
12人。申込時にお申し出ください）
申電話で、10月26日（金）～31日
（水）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
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

「小1のかべ」はこわくない！家
族で一緒に考える子育てと仕事
の両立講座
対平成31年4月に小学校に入学す
る子どもがいる区民で、学童保育

を利用して仕事と子育てを両立し
たい人
時11月25日・12月9日（日・全2回）
午後1時30分～3時30分
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、12人程度。11月8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、10月22日（月）
から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

｢学校選択希望票｣は届いていま
すか
対小学校入学：平成24年4月2日～
平成25年4月1日生まれ、中学校入
学：平成18年4月2日～平成19年4
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対象
景観街づくり賞・景観街づくり賞奨励賞
　区と景観協議を行った民間施設のうち、
平成28年度に完了報告書が提出されたもの
景観街づくり賞特別賞
　良好な景観の形成に功績のあった民間施
設・民間活動で、区長が特に認めるもの
区民景観セレクション
　「区民が誇り、愛着を持つ景観」として区
民等の皆さんから応募されたもの
審査について
　学識経験者・区民および街づくり支援部
長で組織する選定審査会で審査の上、決定
しました。
受賞施設・団体
景観街づくり賞
⃝住友不動産六本木グランドタワー、六本
木グランドタワーレジデンス、六本木グラ
ンドプラザ（六本木3－2－1　他）
⃝DLXビルディング（西新橋1－13－9）
景観街づくり賞奨励賞
⃝日本酒造虎ノ門ビル／NS虎ノ門ビル
（西新橋1－6－15）
⃝THE�HARBOUR�SHIBAURA
（芝浦4－5－9）

　区では、良好な景観の形成に関して功績
のあった施設等の表彰により、景観に対す
る意識を皆さんと共有するため、港区景観
表彰制度を実施しています。
　このたび、厳正な審査の結果、受賞施設
等が決定しました。

景観街づくり賞特別賞
港区アドプト・プログラム登録団体　全5団体
（H29年度末時点で活動継続5年を経過した
団体）
※�港区アドプト・プログラムとは、区と協
定を締結した地域の皆さんが道路・公園
の維持管理を自主的に行う活動です。継
続的な活動が身近な景観街づくりに大き
く貢献していることから、区から感謝の
意を込めて表彰します。

区民景観セレクション
グランプリ
⃝台場とその周辺（台場1丁目）
⃝明治神宮外苑のイチョウ並木（北青山2丁
目）
その他の選定景観
⃝烏森神社の参道
⃝白金二丁目の樹木とお蔵のある邸宅の界
隈
⃝けやき坂のイルミネーション
⃝旧台徳院霊廟惣門と東京タワー
⃝神明坂から見る石垣と東京タワー
⃝保安寺の参道
⃝竹芝桟橋のボードウォーク
⃝新芝運河に面したオープンテラス
⃝レインボーブリッジから見るお台場方面
※�写真等詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。次回の募集開始は11月下旬
予定です。ご応募をお待ちしています。

パネル展
とき　10月22日（月）～26日（金）
ところ　区役所1階ロビー

受賞対象施設
　原則として、表彰を行う年度の前々年度に
完了した建築計画に伴う緑化施設で、港区み
どりを守る条例施行規則の緑化基準を満たし
ているもの
受賞施設の選定
　学識経験者、都市緑化に造詣の深い区民お
よび環境リサイクル支援部長で組織する選定
審査会が、定められた選定基準を基に決定し
ます。
パネル展・表彰式
　パネル展・表彰式を次の日程で行います。
表彰式では受賞施設の紹介等も行われます。
皆さんのご来場をお待ちしています。
パネル展
とき　10月22日（月）～26日（金）
ところ　区役所1階ロビー
表彰式
対象　どなたでも
とき　11月21日（水）午後3時～4時
ところ　リーブラホール（みなとパーク芝浦1
階）

10月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	芝浦港南地区水辺フェスタ、ぶらり散歩広域企画、子育て支援施設紹介（あっぴぃ赤坂）　他
放送期間 	 10月21日（日）～31日（水）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。

銀泉新橋第 2 ビル（新橋 5－1－9）

ホテルマイステイズプレミア赤坂（赤坂 2－17－54）

ザ・パークハウスグラン南青山（南青山 5－4－11）
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住友不動産六本木グランドタワー、
六本木グランドタワーレジデンス、

六本木グランドプラザ
DLX ビルディング

ラ フォンテ麻布十番（東麻布 3－5－7）

○港区みどりの街づくり賞について
環境課緑化推進担当� ☎3578－2330
○港区景観表彰について
都市計画課街づくり計画担当�☎3578－2204

日本交通公社ビル（南青山 2－7－29）

　区では、環境への配慮と優れた緑化計画を
行い、その緑地を維持している民間施設のう
ち、特に優れたものを表彰する制度として
「港区みどりの街づくり賞」を実施していま
す。
　このたび、厳正な審査の結果、受賞施設が
決定しました。

港区みどりの街づくり賞平成30年度
（第15回） 

平成30年度 港区景観表彰
景観街づくり賞・区民景観セレクション

景 観 街 づ く り 賞

区民景観セレクション（グランプリ）
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担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

　麻布地区内の商店会・企業等と連
携し、食・文化・歴史を巡るカード
ラリーイベントを実施します。
　子どもから高齢者まで、国籍・世
代を問わずに好まれるスイーツ店等
や、麻布地区内の文化・歴史資源等
を巡り、麻布への関心を深めてもら
うイベントです。
　カードを集めると、すてきな景品
をプレゼントします。
　また、カードラリー実施期間中に
麻布地区総合支所1階ロビーにて、
大使館によるパネル展を開催しま
す。麻布にゆかりのある外国の文化
等を紹介します。
とき
カードラリー実施期間

　11月12日（月）～30日（金）
大使館によるパネル展開催期間
　11月12日（月）～29日（木）
ところ
カードラリー実施場所
　麻布地区内スイーツ店等、文化施
設、麻布地区総合支所ロビー（計20
カ所程度）
※�詳しくは、11月12日（月）から、参
加店舗（施設）・麻布地区総合支
所・麻布地区内区有施設等で配布
するカードラリーマップをご覧く
ださい。

◆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
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～4時（4）高輪地区みんなで語ろう
会：11月15日（木）午後2時～3時30
分（5）芝浦港南地区「かいごカフ�
ェ」：11月9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

｢長寿を祝う集い（9月4日開催）」
収録DVDを貸し出します
貸出場所　高齢者支援課高齢者福
祉係（区役所2階）
貸出期間　1週間まで※歌謡ショ�
ーは収録されていません。
申電話で予約の上、直接、高齢者
支援課高齢者福祉係へ。
� ☎3578－2393

申し込み
　電話で、11月1日（木）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。

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）10月24日（水）（2）11月7日
（水）（3）11月14日（水）（4）11月16日
（金）（5）11月17日（土）（6）�11月21
日（水）※（1）～（4）（6）午前10時～
午後4時（5）午後1時30分～3時30分
所（1）みなと保健所（2）介護予防総
合センター（みなとパーク芝浦2階）
（3）ありすいきいきプラザ（4）高輪
区民センター（5）ありすの杜きの
こ南麻布（6）赤坂区民センター
費用　各200円
申当日直接会場へ。
問高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409

介護家族の会に参加しませんか
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：11月
20日（火）午後1時30分～3時（2）南
麻布ホッと・ネット：10月25日（木）
午後1時30分～3時30分（3）北青山
「絆の会」：10月26日（金）午後2時

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
者相談センターにお問い合わせく
ださい。

� ☎3583－6366

楽しく！短時間で変身できるプ
ラチナ美容講座
対60歳以上の区民
時11月13～29日（11月27日を除く
火・木曜、全5回）午後2時～4時
所豊岡いきいきプラザ
人15人（抽選）
申電話または直接、11月5日（月）
までに、豊岡いきいきプラザへ
� ☎3453－1591

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時11月20・21日（火・水）
所白金いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、10月30日（火）午後5時
までに、白金いきいきプラザへ。
� ☎3441－3680

説明会「納得して選択したい！
高齢期の住まい方〜有料ホーム
の見極め方と在宅生活を支える
サービス〜」
対60歳以上の区民
時11月19日（月）午後2時～4時
人30人（申込順）
所高輪区民センター
申電話または直接、高輪地区高齢
者相談センターへ。�☎3449－9669

男性のためのボイストレーニング
対65歳以上の区民
時11月7日（水）午前10時～11時30分
所芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ
人20人（申込順）
申電話で、芝浦アイランド児童高
齢者交流プラザへ。�☎5443－7338
問芝浦港南地区高齢者相談センタ�
ー� ☎3450－5905

みんなとオレンジカフェ
対65歳以上で、認知症の人および

　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

プリザーブドフラワーdeクリ
スマスリース講座
対おおむね50歳以上の区民
時11月17日（土）（1）午前10時30分
～正午（2）午後1時～2時30分
所三田いきいきプラザ
人（1）8人（2）15人（いずれも抽選）
費用　1800円（材料費）
申電話または直接、11月4日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

やわらかボールトレーニング
対65歳以上の区民で、一人で通う
ことができ、継続して参加できる人
時12月5日～平成31年2月27日（1月
2日を除く毎週水曜・全12回）午前
10時～11時30分
所三田いきいきプラザ
人20人（抽選）
申本人が直接、11月10日（土）まで
に、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

タイムトラベル6「江戸城外堀を
巡る旅⑤筋違御門〜浅草橋御
門」※健脚者向けコース
対おおむね50歳以上の区民
時11月18日（日）午前8時50分～11
時30分
所JR総武線水道橋駅東口改札集合
人20人（抽選）
申電話または直接、11月7日（水）
までに虎ノ門いきいきプラザへ。
� ☎3539－2941

スマートフォン教室
対50歳以上の区民
時11月9・16日（金・全2回）午後1
時30分～3時
所飯倉いきいきプラザ
人12人（60歳以上の新規の人優先
で抽選）
費用　500円（テキスト代）
申電話または直接、10月31日（水）
までに、飯倉いきいきプラザへ。

各高齢者相談センター
� ☎欄外参照

問い合わせ

麻布地区総合支所協働推進課地区
政策担当� ☎5114－8812

問い合わせ

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
まるごと元気運動講座

西麻布いきいきプラザ 8 毎週月・木曜　午前10時～正午 12月10日 平成31年3月28日
2 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～4時 12月1日 平成31年3月6日
3

はじめてのマシントレーニング講座

三田いきいきプラザ 8 毎週月・木曜　午後2時～3時30分 12月3日 平成31年2月28日
4 神明いきいきプラザ 8 毎週月曜　午後2時～3時30分

毎週金曜　午前10時15分～11時45分 12月3日 平成31年3月8日
5 虎ノ門いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　午後2時～3時30分 12月4日 平成31年3月1日
6 白金台いきいきプラザ 10 毎週月・木曜　午後1時15分～2時45分 12月6日 平成31年3月18日
7 10 毎週水・金曜　午前9時15分～10時45分 12月7日 平成31年3月13日
8 港南いきいきプラザ 10 毎週月・木曜　午後1時30分～3時 12月6日 平成31年3月18日
9

バランストレーニング足腰元気講座
青山いきいきプラザ 8 毎週金曜　午前10時～11時30分 12月7日 平成31年3月29日

10 港南いきいきプラザ 10 毎週金曜　午前10時～11時30分 12月7日 平成31年3月22日
11 介護予防総合センター

（みなとパーク芝浦2階） 12 毎週火曜　午後2時～3時30分 12月4日 平成31年3月26日

12 体力アップトレーニング講座 介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階） 12 毎週水曜　午前10時～11時30分 12月5日 平成31年3月27日

13

みんなの食と健
けん

口
こう

講座

青山いきいきプラザ 7 隔週火曜　午前10時～11時30分 12月25日 平成31年3月19日
14 高輪いきいきプラザ 10 隔週月曜　午後1時～2時30分 12月10日 平成31年2月18日
15 芝浦アイランド児童

高齢者交流プラザ 10 隔週火曜　午前10時～11時30分 12月4日 平成31年3月5日

16 介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階） 10 隔週金曜　午後2時～3時30分 12月7日 平成31年3月1日

麻布の食・文化・歴史をめぐるお散歩カードラリー
～AZABU WORLD FESTA～

12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



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。
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　区は新規事業として、ブロック塀
等を所有する皆さんを対象に除却費
用およびそれに伴う新規塀の設置費
用の一部を助成します。
　道路沿いに設けられた民間の、安
全性を確認できない現存するブロッ
ク塀等について、地震発生時の倒壊
による人的被害を未然に防ぎ、区民

　秋から冬にかけて、ウイルスによ
る感染性胃腸炎が流行します。主な
症状は吐き気・嘔

おう

吐や下痢です。
　感染性胃腸炎の原因となるウイル
スには、ノロウイルスやロタウイル
ス等があります。いずれも感染力が
非常に強く、乳幼児や小学生、高齢
者を中心に流行するため、保育園や
学校、高齢者施設等で集団感染が起
こります。
　感染経路は主に「人から人」と「食

および通行人等の生命を守るととも
に、安心して暮らせるまち、災害に
強いまちの実現をめざします。
　安全性を確認できない場合は、区
の助成を受けて除却することができ
ます。
　助成を希望する場合は、除却事業
者との契約前に申請手続きをしてく

ださい。
助成対象者
　区内の道路（一般の交通の用に供
する道を含む）沿いに設けられた安
全性を確認できないブロック塀等の
所有者で、（1）～（3）のいずれかに該
当する人
（1）個人所有者（所得制限なし）
（2）マンション管理組合
（3）中小企業者（中小企業基本法第二
条に規定する中小企業者、表3のと
おり）
助成内容
　表4のとおり
開始時期
　11月1日（木）

品を通じて人」の場合があります。
「人から人」の場合は、ウイルスが直
接手についたり、便や嘔吐物が空気
中に浮遊し、口に入ったりすること
で感染します。また、症状が消失し
てもしばらくは便中にウイルスが排
出されるため、注意が必要です。
　最も有効な予防方法は手洗いで
す。トイレの後や調理する前、食事
の前等には、石けんと流水を使って
十分に手を洗いましょう。

嘔吐物を処理する際には次のことが
大切です
○窓を開けてよく換気する。
○使い捨てマスクと手袋を必ず使用
し、嘔吐物は不要な布等で包んでビ
ニール袋に密閉して捨てる。
○拭き取った後は、塩素系漂白剤等
で十分に消毒する。
○汚れた衣類は85度以上の熱湯で1
分間以上消毒する。
○処理後、汚れた手袋は廃棄し、石
けんと流水で手をよく洗う。
食品からの感染を防ぐには次のこと
を守りましょう
○嘔吐や下痢の症状がある人は調理
を避ける。

○調理前の手洗いをきちんとする。
○食品の加熱を十分にする。
○調理器具をしっかり洗う。
その他
○トイレ使用後はふたを閉めてから
流す。
○嘔吐や下痢が続く場合は、脱水症
状に注意し、水分補給を行う。
　詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。

（2）から1点ずつを添付してくださ
い。（1）身体障害者手帳または愛
の手帳の写し（本人氏名・住所・
障害者手帳番号・等級が確認でき
るもの）（2）心身障害者福祉手当ま
たは児童育成手当（障害手当）の受
給がわかる書類の写し（1年以内に
発行された認定通知書または受給
証明、もしくは1年以内の手当金
額の入金がわかる預金通帳の表紙
および入金履歴の写し等）。11月
22日（木・必着）までに、港区社会
福祉協議会経営管理係へ。※見舞
品贈呈希望申込書は、港区社会福
祉協議会で配布する他、港区社会
福祉協議会ホームページからダウ
ンロードもできます。
� ☎6230－0280　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

ご相談ください。また、一般の交
通機関の利用が困難な人は、巡回
送迎バスを利用できます。
� ☎5439－2511　FAX5439－2514

在宅重度障害者（児）への見舞品
贈呈の希望申し込みを受け付け
ます
対9月15日現在、区内在住の心身
障害者福祉手当の受給者または児
童育成手当（障害手当）受給中の対
象児童で、身体障害者手帳1・2級
または愛の手帳1・2度を所持して
いる人（施設入所者は対象外とな
ります）
見舞品　区内共通商品券3000円分
申郵送で、在宅重度障害者（児）へ
の見舞品贈呈希望申込書と対象者
であることがわかる次の書類（1）

者福祉課障害者支援係へ。
� ☎3578－2674　FAX3578－2678

障害者のための料理教室「簡単　
おいしいきのこパスタ作り」
対18歳以上で身体障害者手帳、愛
の手帳、精神障害者保健福祉手帳
のいずれかを所持、難病により障
害支援区分認定を受けた区民
時11月14日（水）午前10時30分～午
後0時30分
所障害保健福祉センター
人8人（抽選）
費用　500円程度（食材費実費）
申電話またはファックスで、11月
5日（月）までに、障害保健福祉セ
ンターへ。申し込みの際、身体状
況の確認をすることがあります。
手話通訳・介護者が必要な人は、

平成30年度障害児・者を支援し
ている人への研修
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11月2日（金）午後6時30分～8時
30分
内知的障害のある人の事例を用い
て、支援の選択肢を広げるヒント
を学びます。
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

建築課耐震化推進担当
� ☎3578－2844・5

保健予防課保健予防係
� ☎6400－0081

表3�中小企業基本法第二条に規定する中小企業者
業種 資本金 従業員数

製造業、建設業、運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下
小売業 5000万円以下 50人以下

表4�助成内容
対象 助成額 助成の範囲

ブロック塀等の
除却　（※1）

コンクリートブロック塀、
万年塀、大谷石塀、レンガ

積塀等
1メートル当たり

６000円以内 除却長さ上限なし

除却に伴う新規
塀の設置（※2） フェンス等

1メートル当たり1万
円以内または設置に
要した費用の2分の1

の少ない額
限度額20万円

※1 道路沿いに設けられた高さ1.2メートルを超える塀
※2 「建築基準法関係法令」を遵守していること。

建築物の既存の塀の安全点検のチェックポイント（1～5を外観で確認し、6
については専門家に相談しましょう）
表1�ブロック塀の場合　

点検項目 点検内容
1�塀は高すぎないか 塀の高さは地盤から2.2メートル以下か
2�塀の厚さは十分か 塀の厚さは10センチメートル以上か（塀の高さが2～2.2

メートル以下の場合は15センチメートル以上）
3��控え壁はあるか（塀の高さが
1.2メートル超の場合）

塀の長さ3.4メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以
上突出した控え壁があるか

4�基礎があるか コンクリートの基礎があるか
5�塀は健全か 塀に傾き、ひび割れはないか
６�塀に鉄筋は入っているか 塀の中に直径9ミリメートル以上の鉄筋が、縦横とも80

センチメートル間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂
部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛け
されているか
基礎の根入れ深さは30センチメートル以上か（塀の高さ
が1.2メートル超の場合）

表2�組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合
点検項目

1�塀の高さは地盤から1.2メートル以下か
2�塀の厚さは十分か（壁頂までの距離の10分の1以上）
3�塀の長さ4メートル以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があるか
4�基礎があるか
5�塀に傾き、ひび割れはないか
６�基礎の根入れ深さは20センチメートル以上か
出典：平成30年６月21日付�国土交通省通知　パンフレット
「地震からわが家を守ろう」日本建築防災協会�2013.1�より一部改変

感染性胃腸炎
に注意しましょう

ブロック塀等除却・設置工事費用の
助成を開始します 高さ

ひび割れ
鉄筋

厚さ

根入れ

控え壁

出典 ：
パンフレット「地震からわが家を守ろう」 
日本建築防災協会2013.1より一部改変

ブロック塀



◆各区立図書館等◆　みなと図書館☎3437－6621　三田図書館☎3452－4951　麻布図書館☎3585－9225　赤坂図書館☎3408－5090　高輪図書館☎5421－7617
高輪図書館分室☎3443－1666　港南図書館☎3458－1085　	台場区民センター図書室☎5500－2356　男女平等参画センター図書資料室☎3456－4149
青山生涯学習館図書室☎3470－4584

7

　全ての人に、本に親しむきっかけ
を作ってもらうことを目的に、文化
の日を中心に、2週間の読書週間が
設けられています。読書の秋、本を
開いてみませんか。気軽に図書館を
ご利用ください。
本やCD等を借りるには
はじめて借りるには
　本等の閲覧はどなたでもできま
す。借りるときは図書館カードが必
要です。図書館カードは、23区内在
住・在勤・在学者に発行します。在
住者は現住所、在勤・在学者は勤務
先・学校の所在地が確認できるもの
（運転免許証、健康保険証、社員
証、学生証等）をお持ちください。
　図書館カードの手続きは、本人の
み（未就学児は保護者）行うことがで
きます。港区立図書館の他、連携施
設でも受け付けています。
貸出数
（1）図書（本・雑誌）…10冊
（2）CD…3タイトル
（3）DVD…2タイトル
（4）ビデオテープ…3タイトル
貸出期間　2週間
※�全館に設置している自動貸出機も
ご利用ください。

借りた本やCD等を返すとき
　港区立図書館および連携施設のど
こでも返却できます。休館日、開館
時間外はブックポストをご利用くだ
さい。生涯学習センター、みなと
パーク芝浦、芝浦港南区民センター
の入り口にもブックポストを設置し
ています。なお、郷土歴史館にも設

　忠臣蔵をテーマに、講演とトーク
ショーを行う「港区歴史フォーラ
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。
港区歴史フォーラム「忠臣蔵」
対象　どなたでも
とき　12月1日（土）
（1）午前の部：午前10時30分～午後1
時
（2）午後の部：午後2時30分～5時
※（1）（2）は同じ内容
ところ
　ニッショーホール（虎ノ門2－9－
16日本消防会館）
講演
講師　加来　耕三さん（作家）
トークショー
講師　もりい　くすおさん（イラス
トレーター）
定員　各回700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）午前の部または（2）午後
の部）・参加希望人数（1応募につき2

置の準備を進めています。
　ただし、CD・DVD・ビデオテープ
は壊れやすいため、ブックポストに
は返却できません。直接、港区立図
書館等のカウンターへお返しくださ
い。また、港区立図書館以外から借
りた図書もブックポストには返却で
きません。
連携施設で借りる・返す
　台場区民センター図書室・男女平
等参画センター（みなとパーク芝浦2
階）図書資料室・青山生涯学習館図
書室の連携施設でも、港区立図書館
の資料を借りる・返すことができま
す。連携施設の利用時間等は施設の
案内を確認してください。なお、11
月開設予定の郷土歴史館図書室でも
連携の準備を進めています。
予約・リクエストサービス
　読みたい本やCD・DVD等が貸し
出し中の場合や他の港区立図書館に
ある場合、予約（取り寄せ）ができま
す。また、港区立図書館を通じて、
都内の公立図書館、テンプル大学
ジャパンキャンパス図書館・東京海
洋大学附属図書館の図書資料も貸し
出しています。
インターネットサービス
　港区立図書館ホームページでは、
図書館の利用案内や行事予定、お知
らせ等がご覧になれます。資料の検
索・予約・貸し出し延長・予約の取
り消し手続き等も港区立図書館ホー
ムページから行えます。また、「港
区ゆかりの人物データベース」では
港区にゆかりのある人物を紹介して

人まで）・同伴者の氏名・年齢・手
話通訳や保育（乳幼児の年齢を明記
してください）を希望する場合はそ
の旨を明記の上、11月12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「忠臣蔵ゆかりの地
を巡り、忠臣蔵にまつわる話を聴く

『ツアー＆セミナー』」
対象
　歴史に興味をお持ちの人で、全行
程歩ける人
とき
（1）11月24日（土）午前9時30分～正午
（2）12月1日（土）午前9時30分～正午
（3）12月8日（土）午後1時～3時30分
コース
（1）東京駅集合～江戸城松の廊下跡
～神保町から内幸町は地下鉄利用～
田村右京大夫邸跡～きらきらプラザ
新橋（セミナー）
（2）東京メトロ白金高輪駅集合～高
輪区民協働スペース（セミナー）～細
川邸跡～泉岳寺
（3）都営地下鉄三田駅集合～港勤労
福祉会館（セミナー）～水野監物邸跡
～松平家中屋敷跡～毛利家下屋敷跡

います。
※�インターネット予約・貸出延長手
続きに必要なパスワードは、港区
立図書館ホームページ・館内検索
端末機から登録できます。

港区立図書館のホームページ
パソコン
http://www.lib.city.minato.tokyo.
jp/
携帯電話
http://www.lib.city.minato.tokyo.
jp/m/
その他の事業やサービス
ブックスタート
　お子さんが心健やかに育つことを
願い、絵本を開く喜びや大切さを
知っていただくために、1歳の誕生
日までのお子さんと保護者を対象
に、港区立図書館から本をお渡しし
ています。
※�港区立図書館で行う行事（映画
会・子ども会・おはなし会等）の
開催日等は、毎月21日号の「広報
みなと」ミニガイド欄または図書
館にある行事カレンダー・港区立
図書館ホームページをご覧くださ
い。

大活字本・拡大読書器
　文字が大きく、見やすい大活字本
があります。また、文字を大きくし
て読みやすくする拡大読書器を全館
に設置しています。
声の図書サービス
　港区立図書館では、視覚障害や身
体の不自由等により読書が困難な区
民を対象に、声の図書サービスを

定員　各回30人（抽選）
申し込み
　次のいずれかの方法で、10月31日
（水・必着）までにお申し込みくださ
い。複数のコースに応募する場合
は、開催コースごとにお申し込みく
ださい。11月9日（金）までに、当落
通知および案内を発送します。
①往復はがきに、希望するコース
（（1）～（3）のいずれか）、申込人数（2
人まで）、申込者全員の郵便番号・
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。

行っています。
　利用するには、港区立図書館の利
用登録が必要です。身体障害者手帳
や診断書等を持って本人または代理
人が港区立図書館へ来館してくださ
い。来館が困難な場合は、みなと図
書館へご相談ください。
対面朗読サービス
　本や雑誌等を館内の対面朗読室で
音訳するサービスです。高輪図書館
分室を除く各館での利用が可能で
す。利用日の1カ月前から3日前まで
に、利用希望館にご連絡ください。
録音図書（カセットテープ版・デイ
ジー版）を借りる・返す
　電話で、聞きたい作品の題名や著
者名等を、みなと図書館へご連絡く
ださい。録音図書を借りる・返すと
きは、郵送または各館窓口での手続
きとなります。
宅配サービス
　みなと図書館では、障害や高齢等
により、図書館への来館が困難な区
民を対象に、港区立図書館所蔵の本
や雑誌を宅配するサービスを行って
います。
利用対象
（1）肢体不自由1・2級、内部障害1～
3級の身体障害者手帳をお持ちの人
（2）要介護認定1～5を受けている人
（3）区内高齢者施設等に入所してい
る人
※�利用方法等詳しくは、みなと図書
館へお問い合わせください。

図書館からのお願い
　図書館資料への書き込み・切り抜
き・水濡れ・無断持ち出し等は、他
の利用者の迷惑になります。図書館
資料を大切に扱ってください。

各港区立図書館� ☎欄外参照

○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（受付時間：平日午前10時
～午後5時）� ☎6910－2483
産業振興課シティプロモーション
担当� ☎3578－2554
○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（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

2018第72回読書週間
「ホッと一息　本と一息」

10月27日（土）～11月9日（金）

港区歴史フォーラム&まち歩きツアー

■東京都人権プラザ図書資料室事業（第2
回）「小さな専門ライブラリーへようこそ～
人権の専門図書室の楽しみ方～」
　専門図書室の利用方法、特色、活動等を
紹介する講座と、人権をテーマとしたビブ
リオバトルを行い、人権の専門図書室の楽
しみ方を参加者とともに考えるイベントで
す。　対象　おおむね16歳以上の人どなた
でも　とき　11月17日（土）（1）講座：午後1
時30分～2時30分（2）ビブリオバトル：午後

2時30分～3時30分　ところ　東京都人権プ
ラザ1階セミナールーム　定員　各50人（抽
選）※保育あり（4カ月～就学前、5人程度。
申込時にお申し出ください）　講師　岡野　
裕行さん（皇學館大学文学部国文学科准教
授）、角谷　舞子さん（ビブリオバトル普及
委員会普及委員）　申し込み　電話で、10
月31日（水）までに、東京都人権プラザへ。
東京都人権プラザホームページのメール
フォーム
https://www.tokyo-hrp.jp/
からも申し込めます。� ☎6722－0123

情報アンテナ
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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21日（日） 宮崎薬局 新橋1－18－12 3591－2854

10月28日（日） 虎ノ門鈴薬局 西新橋1－19－13
斉木ビル1階 5521－2067

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
21
日（
日
）

ニュー新橋クリニック（内） 新橋2－16－1　ニュー新橋ビル4階 3580－6775
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 3451－8121

Key�Dental�Clinic（歯） 赤坂3－9－1　八洲貿易ビル2階 5114－0118
★芝浦アイランド内科クリニック

（内）
芝浦4－20－4　
芝浦アイランドブルームホームズ2階 5730－0221

10
月
28
日（
日
）

新田町ビル診療所（内） 芝5－34－6　新田町ビル2階 3451－2619
東京高輪病院（内・外） 高輪3－10－11 3443－9191
治田歯科医院（歯） 浜松町2－5－4� 秀和浜松町駅前ビル2階 3436－0521
北斗歯科医院（歯） 六本木3－14－9　妹尾ビル2階 3470－4427
★ウスイ内科クリニック（内） 元麻布3－1－38－2E 3401－0271
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

精神保健福祉相談
対区内在住・在勤者
時11月5日（月）・16日（金）・21日
（水）・26日（月）※時間はお問い合わ
せください。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。� ☎欄外参照

港区健康づくりサポーターが行
う「世界予防医学デー制定記念シ
ンポジウム」
対どなたでも
時11月5日（月）午後2時～4時
所北里大学薬学部大村記念ホール
（白金5－9－1）
人50人（申込順）
申電話またはメールで、10月22日
（月）～31日（水）に、申込人数（2人ま
で）・氏名・連絡先を、世界予防医
学デー制定記念シンポジウム事務局
（受付時間：平日午前10時～午後5
時）へ。� ☎6417－4519
Eメール：
1105locabo@dc-p.co.jp
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

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。11月7日（水）までにお申し込み
ください）
時11月14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、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

COPDについて「ご存知ですか　
あなたの肺年齢」
対区内在住・在勤者・在学者
時11月20日（火）午後1時30分～3時30
分
所男女平等参画センター（みなと

パーク芝浦2階）
人40人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、6人。申込時にお申し出く
ださい）
申電話で、10月23日（火）から、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
担健康推進課健康づくり係

◇シリーズ糖尿病「糖尿病ってど
んな病気？港区民の生活習慣か
ら予防方法を考えよう」
対区内在住・在勤・在学者
時11月20日（火）午後2時～4時

◇シリーズ糖尿病「健診ではわか
らない食後血糖値を測って、食
べ方の工夫を学びましょう」
対区内在住・在勤・在学者
時11月26日（月）午後2時～4時※血糖
値測定希望者は、午後1時～1時30分
にお越しください。※血糖値測定希
望は、申込時にお申し出ください。

◇印の共通事項
所みなと保健所
人80人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人。申込時にお申し
出ください）
申電話で、10月22日（月）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
担健康推進課健康づくり係

MINART展
対どなたでも
時11月2～7日（金～水）午前11時～午
後7時※11月4日（日）・7日（水）は午
前11時～午後4時30分
所神明いきいきプラザ
内色鉛筆画、切り絵等の作品展示
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500

芝の語り部まち歩きツアー「レイ
ンボーブリッジから見る南と北
の景観を楽しむ」
対長時間歩行できる人

時11月11日（日）午前9時～11時30分
所午前8時50分までにゆりかもめ竹
芝駅改札口に集合
人20人程度（抽選）
申電話またはファックスで、10月31
日（水）までに、住所・氏名・電話番
号を、芝地区総合支所協働推進課地
区政策担当へ。
� ☎3578－3121　FAX3578－3180

明治学院大学白金祭2018での「白
金祭無料総合法律相談会」
対区内在住・在勤・在学者
時11月3日（土・祝）午前11時～午後4
時（受付時間：午前10時30分～午後3
時30分）※1組につき30分
所明治学院大学白金校舎本館（白金
台1－2－37）
人40組程度（会場先着順）
申当日直接会場へ。※整理券を配布
します。
問高輪地区総合支所協働推進課地区
政策担当� ☎5421－7123

第3回べいあっぷグリーンツアー
「港南のみどりを再発見しよう」
対区内在住・在勤・在学者で、1時
間30分程度のウオーキングができる
人（小学生以下は保護者同伴）
時11月18日（日）午前9時30分～10時
に受け付け、正午までにゴール
コース　品川駅港南口ふれあい広場
～汐の公園～品川セントラルガーデ
ン～杜の公園～港南ビル～品川KS
ビル（旧品川サンケイビル）～品川フ
ロントビル～御楯橋～ビュロー品川
～コスモポリス品川～高浜運河沿緑
地～品川シーズンテラス
人30人（申込順）
申電話で、参加者の氏名・住所・電
話番号を、10月22日（月）～11月4日
（日）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
担芝浦港南地区総合支所まちづくり
課まちづくり係

第6回区役所ロビーコンサート
「ヴァイオリンデュオコンサート」
対どなたでも
時11月5日（月）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

キルギス共和国大使館主催コン
サート「テュルク世界の大いなる
遺産」無料招待
対区内在住・在勤・在学者
時11月16日（金）午後7時～8時30分
（午後6時30分開場）
所赤坂区民センター区民ホール
人40人（抽選）
申往復はがきに、住所、氏名（はが
き1枚につき2人まで）、電話番号、
在勤・在学の人は会社や学校名およ
び所在地を明記の上、11月2日（金）
までに、〒105－8511　港区役所地
域振興課国際化推進係へ。※有料で
の観覧については、港区ホームペー
ジをご覧ください。
問地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2565
○イベントについて
テュルク文化フェスティバル実行委
員会� ☎080－3208－7007

学習ボランティア養成講座
　講座終了後は、区が行う学習支援
事業等にボランティアとして参加す
ることができます。
対区内在住・在勤者、学習支援に関
心のある大学生
時11月10日（土）、12月8日（土）、平
成31年1月12日（土）※その他現場実
習が1日あります。
所高輪区民協働スペース
人20人（申込順）
申電話で、10月22日（月）午前9時～
31日（水）午後5時に、生活福祉調整
課自立支援担当へ。
� ☎3578－2455・61

サンタクロースボランティア養
成講座
対区内在住・在勤・在学者で、原
則、講座の後の施設体験に参加でき
る人
時講座：11月16日（金）午後1時～4
時、体験：11月26日（月）以降
所麻布地区総合支所
人20人（申込順）

◆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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　図書館のホールでインストゥルメ
ンタルコンサートを開催します。
　ギターとバイオリンで奏でる生演
奏をお楽しみいただきます。
　曲目は、誰もが一度は聞いたこと
がある、新旧織り交ぜたポップスで
す。
　プロのミュージシャンによる迫力
あるステージを、ぜひ間近で体感し
てください。
※�インストゥルメンタルとは、歌の
ない楽曲・演奏です。

対象
　どなたでも
とき
　11月10日（土）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
演奏者
　「Code69th」の土屋浩一さん（ギ
ター）とJumpeiさん（バイオリン）、サ
ポート：HIKARUさん（ギター）
定員
　90人（会場先着順）
申し込み
　当日直接会場へ。

配置　道路から直接乗り入れ可能
で、原則24時間開放されているこ
と。
問地域交通課地域交通係
� ☎3578－2278

「お台場レインボーバス」路線変更
　お台場レインボーバスは11月1日
（木）から、ルートとダイヤの変更を
予定しています。詳しくは、ケイエ
ム観光バスホームページ
https://www.km-bus.tokyo/
route/odaiba/
をご覧ください。
問ケイエム観光バス（株）
� ☎6380－7701
地域交通課地域交通係�☎3578－2278

愛宕弓道場廃止
　愛宕弓道場は、独立行政法人都市
再生機構（UR）が所有する土地を借
りて運営していましたが、契約の終
了に伴い、平成31年1月31日（木）に
廃止します。
問生涯学習スポーツ振興課スポーツ
振興係� ☎3578－2753

生涯学習センター臨時休館
時11月19日（月）、12月17日（月）、平
成31年1月21日（月）、3月18日（月）
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

青山生涯学習館臨時休館
時12月10日（月）、平成31年3月11日
（月）
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

高輪図書館臨時休館
時11月12日（月）
問図書文化財課庶務係�☎3437－6621

差押不動産の公売を実施します
　郵送による入札の受け付けを行い
ます。詳しくは、港区ホームページ
をご覧ください。
対どなたでも
時11月2日（金）～9日（金）
持ち物　入札書、公売保証金等
物件　芝浦に所在するマンション
見積価額　4300万円
公売保証金　430万円
問税務課納税促進係� ☎3578－2615

民間の公共的施設等のバリアフ
リー整備費用補助を希望する場
合はお早めにご相談ください
対中小企業基本法第2条に規定する
中小企業者等
内民間の公共的施設等を次のとおり
整備・改善するもの（新設、増築、
改築、大規模の修繕、大規模の模様
替えまたは用途変更をする特定都市
施設を除く）（1）一般の建築物：車い
すを使用する人が、円滑に利用でき
るトイレの改修を含むバリアフリー
整備（2）小規模建築物：和式トイレ
の洋式化および手すりの設置、出入
り口の段差解消
補助金額　整備・改善に要する費用
または基準額のいずれか少ない額の
3分の2（上限500万円）
申申請するには、事前相談および工
事着工前の申請が必要です。詳しく
は、港区ホームページをご覧くださ
い。
問保健福祉課地域保健福祉担当
� ☎3578－2377

サイクルポート設置にご協力を
お願いします
募集要件　面積長さ4メートル×奥
行2メートル以上（自転車ラック5台
分程度以上）

赤坂図書館「こころといのちの特
別展示　大切なあなたへ」
時10月23～26日（火～金）
所赤坂図書館
問赤坂図書館� ☎3408－5090

音とホール音響のお話
対区内在住・在勤・在学者
時10月30日（火）午後6時30分～8時30
分
所生涯学習センター
人60人（申込順）
申電話で、港ユネスコ協会（火～金
曜）へ。� ☎3434－2300
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

大人の趣味講座「時刻表のウラ話
とこれからの鉄道の話題」
対小学生以上どなたでも
時11月10日（土）午後2時～4時
所高輪図書館
人30人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
� ☎5421－7617

生活セミナー「愛護動物・ペット
に関する法律知識　出会いから
別れまで」
対中学生以上どなたでも
時11月17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、高輪図書館へ。
※11月12日（月）・15日（木）は休館
� ☎5421－7617

コロンビアの家庭料理
対区内在住・在勤・在学者
時11月24日（土）正午～午後3時30分
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人24人（申込順）
費用　一般：2000円、港ユネスコ協
会会員：1500円
申電話で、港ユネスコ協会（祝日を
除く火～金曜）へ。� ☎3434－2300
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

費用　600円程度（衣装代）
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、11月12
日（月）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

分譲マンションセミナー＆意見
交換会「マンション管理組合内部
のトラブルと対策」
対区内分譲マンションの在住者また
は区分所有者の人
時11月3日（土・祝）午後2時～4時
所区役所9階会議室
人50人（会場先着順）※保育あり（1歳
6カ月～就学前、4人、申込順。電話
で、10月25日（木）までに、住宅課住
宅支援係へ）
申当日直接会場へ。
問住宅課住宅支援係� ☎3578－2224

◆コミュニケーションで悩む人
へ　初めて学ぶDV講座
時11月27日（火）午後6時30分～8時30
分
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、6人程度。11月8日（木）まで
に、申込時にお申し出ください）

◆防災講座「被災地支援者から聞
く〜避難先での女性のココロエ
〜」
時11月24日（土）午後2時～4時
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、4人程度。11月8日（木）まで
に、申込時にお申し出ください）

◆印の共通事項
対どなたでも
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）※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、10月22日（月）か
ら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
担総務課人権・男女平等参画係

図書文化財課利用者支援係
� ☎3437－6621

芝税務署
� ☎3455－0551（自動音声対応）
麻布税務署
� ☎3403－0591（自動音声対応）
税務課課税係
　　☎3578－2600～9、2593～8

土
屋
浩
一
さ
ん

（
ギ
タ
リ
ス
ト
）

Jumpeiさん
（バイオリニスト）

対象地域 とき
（開場は、午前の部は午前9時、

午後の部は午後1時）
ところ

芝税務署管内 麻布税務署管内

港南・西新橋 赤坂1・2丁目 11月5日
（月）

午前9時45分～正午

メルパルク
ホール

（芝公園2－5－20）

愛宕・白金台・
新橋・台場 南麻布・六本木 午後1時45分～4時

芝公園・
芝大門・三田

麻布狸穴町・
南青山 11月６日

（火）

午前9時45分～正午

虎ノ門・東新橋
赤坂7～9丁目・
麻布台・東麻布・
元麻布

午後1時45分～4時

海岸・芝浦・
浜松町

北青山・西麻布・
元赤坂 11月7日

（水）

午前9時45分～正午

芝・白金・高輪
赤坂3～６丁目・
麻布十番・
麻布永坂町

午後1時45分～4時

表 説明会日程一覧（区・芝税務署・麻布税務署の合同開催）

事業者の皆さんへ

年末調整等説明会を開催します
　平成30年分年末調整の方法、法定
調書・給与支払報告書の作成と提出
について、区と芝・麻布税務署との
合同で、表のとおり説明会を開催し
ます。税務署から各事業所へ送付さ
れる関係書類をご持参の上、ご来場
ください。なお、ご来場の際は、公
共交通機関をご利用ください。
※�説明会当日に諸用紙の交付を希望
する人は、手提げ袋等を各自でご

用意ください。みなと図書館

ライブラリーコンサート
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　区は、同和問題等さまざまな差別を解消し、性別、年齢、障害の有
無、国籍等にかかわらず全ての人が平等に大切にされる人権尊重社会
の実現をめざして、啓発活動を行っています。
　心無い偏見や差別は、今なお存在します。特に最近では、いじめや
児童虐待等の子どもに関する人権問題、インターネットやSNSによ
る人権侵害、特定の民族や国籍の人に対する差別的言動、障害のある
人に対する偏見等、さまざまな問題が社会の関心を集めています。
　そこで、区民の皆さんの人権意識や差別についての考え方を的確に
捉え、今後の人権施策の取り組みを効果的に実施していく基礎資料と
するため、「人権に関する区民意識調査」を実施します。
　調査票は、無作為に選ばれた区民2000人に送付します。お手元に届
いた人は、ぜひご協力ください。
調査対象者
　満18歳以上の区民
調査票送付数
　2000人
調査・回答方法
　無作為に選ばれた調査対象者宛てに、調査票を郵送します。同封の
返信用封筒による郵送またはインターネットによる回答のいずれかを
選択し、回答してください。
調査期間
　10月下旬～11月中旬
その他
　回答は無記名です。回答者が特定されるような情報は収集しません。

3
（土・祝）

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」

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） みなと図書館（90人）

映画会「健さん 長編ドキュメンタリー映画」 午後2時～3時35分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

4
（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

英語のおはなし会「英語であそぼう！」 午後2時～2時40分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館

DVDシアター「グレートトラバーズ外伝 大冒険
パタゴニア 田中陽希 世界の頂点に挑む」

午後2時～4時
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

5
（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

6
（火）おはなし会「もみじちゃんとチュウ」　他 午後2時40分～3時 台場区民センター

7
（水）かたりべの会 午後2時30分～3時30分

（午後2時開場） 麻布図書館（20人）

8
（木）

親子で遊ぼうおはなし会
「あかちゃんのいちにち」　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8回「山陽新幹線と最後のSL」

正午～午後1時5分
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

9
（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

10
（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

おはなし会「どんぐりないよ」　他 午前11時～11時30分 三田図書館
ぴよぴよおはなし会

「ぐるぐるちゃん かくれんぼ」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館

子ども映画会「はらぺこあおむし」 午前11時30分～午後0時5
分（午前11時開場） 三田図書館（60人）

みなと図書館ライブラリーコンサート 午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） みなと図書館（90人）

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「カッスル夫妻」

（原題：THE STORY OF VERNON AND IRENE CASTLE）
午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

おはなし会「びっくり まつぼっくり」　他 午後3時～3時30分 みなと図書館

11
（日）

ミュージックシアター
「テイラー・スウィフト ライフ・アンド・ストーリー」
（原題：Taylor Swift HER LIFE,HER STORY）

午後1時～1時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

DVDシアター
「京都御所 －秘められた千年の美－」

午後2時～3時
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

14
（水）

おはなし会
「しずかにあみものさせとくれー！」　他 午後2時30分～3時 港南図書館

おはなし会「だっこれっしゃ」　他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

16
（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）青山児童館

映画会「アパッチ砦」（原題：FORT APACHE） 午後2時～4時10分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

17
（土）

ぴよぴよおはなし会
「すやんこ すやんこ おやすみなさい」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館

一般映画会「ジャンヌ・ダーク」
（原題：JOAN OF ARC）

午後2時～3時40分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

えいごとにほんごのおはなし会
「のりものいろいろかくれんぼ」　他 午後3時～3時30分 みなと図書館

18
（日）

DVDシアター「リヴァイアサン」
（原題：LEVIATHAN）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

おはなし会「ちいさなおうさま」　他 午後2時30分～3時 麻布図書館
20
（火）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）麻布子ども中高生プラザ

21
（水）プレママおはなし会 午後2時～3時

（午後1時30分開場） 麻布図書館

22
（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「かぜ フーホッホ」 午前10時30分～11時 三田図書館
23

（金・祝）おやこシアター「メイク・マイン・ミュージック」午後2時～3時10分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

24
（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「復讐するは我にあり」 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「ぼくがとぶ」　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

25
（日）

楽しく体験「ボードゲームで遊ぼう！」 午後0時30分～4時
（正午開場） 赤坂図書館（20人）

映画会「枯葉－夜の門－」
（原題：LES PORTES DE LA NUIT）

午後2時～4時
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

おはなし会「きれいずき」　他 午後2時～2時30分 高輪図書館

27
（火）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）飯倉学童クラブ

おやこおはなし会「かんぱいごっくん」　他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

28
（水）

おやこおはなし会「ぴよぴよ」　他 午前10時30分～11時 港南図書館
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

映画会「ボンベイ」（原題：BOMBAY） 午後1時～3時30分
（午後0時30分開場） みなと図書館（90人）

30
（金）

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

夜のDVDシアター
「被災地の水産加工業 経営者たちの戦いの記録3」

午後6時～6時50分
（午後5時30分開場） 赤坂図書館（35人）

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

November

みなと図書館� ☎3437－6621
高輪図書館� ☎5421－7617
港区スポーツセンター� ☎3452－4151
赤坂図書館� ☎3408－5090

麻布図書館� ☎3585－9225
白金台児童館� ☎3444－1899
台場区民センター� ☎5500－2355
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
港南図書館� ☎3458－1085

障害保健福祉センター� ☎5439－2511
青山児童館� ☎3404－5874
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
飯倉学童クラブ� ☎3583－6355
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。

熊本県熊本市

第15回

　熊本県西北部に位置する熊本市は、
約74万人が暮らす日本最南端の政令
指定都市です。有明海に面した温暖な
気候と肥沃な土壌、海の幸や豊かな農
産物、水道水源の全てをまかなう清ら
かな地下水に恵まれています。市のシ
ンボルといえば、熊本城です。肥後熊
本藩初代藩主の加藤清正が慶長12年
(1６07年)に築城しました。
　その加藤清正にゆかりのある覚林寺
が港区にあることから、熊本市と港区
の交流が始まりました。覚林寺には、
加藤清正を祭った「清正公堂」があり、
毎年開催される清正公大祭には、2万
人以上の人々が訪れています。
　平成28年、熊本市の花「肥後ツバ
キ」が、港区政70周年を記念して贈呈
され、両自治体の交流の象徴として、
白金台どんぐり児童遊園に植樹されま

した。交流は
平成29年以降
も続いていま
す。
　熊本市を含
む県内各地は
平成28年4月
の熊本地震で
甚大な被害に
遭いましたが、復興への歩みを進めて
います。熊本県では、11月に女子ハ
ンドボールのアジア選手権が開催され
ます。さらに平成31年には、ラグ
ビーＷ杯、女子ハンドボール世界選手
権大会も開催されます。地域が一体と
なって盛り上がりを見せている2つの
国際スポーツ大会が開催される平成31
年秋頃には、熊本城大天守の外観が復
旧する予定です。
　熊本市東京事務所の田上聖子所長は

「修復中の熊本城は今しか見られませ
ん。復興にはまだ年月がかかります。
多くの皆さんにお越しいただいて、観
光やグルメ、スポーツ観戦を楽しんで
いただきたいです」と話してください
ました。

清
せいしょうこう

正公のゆかりで長く続く交流

熊
本
城
修
復

肥
後
椿

人権に関する
区民意識調査を実施します

総務課人権・男女平等参画係� ☎3578－2027

平成30年10月11日号6面に掲載した「企業と環境展2018～みんなで学べる環境イベント～」の11月11日(日)の「世界にひとつ、
自分だけの「森のカスタネット」をつくろう」の開催時間に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）午後10時30分～11時30分
（正）午前10時30分～11時30分

問い合わせ
環境課地球環境係
☎3578－2497


