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各総合支所協働推進課協働推進係
� ☎8面欄外参照
防災課生活安全推進担当�☎3578－2199

問い合わせ

　区には、区民等の皆さんの自主的な落書き消去
を無料で支援する制度があります。積極的にこの
制度を活用し、落書きのないまちづくりにご協力
をお願いします。
消去対象
　区内の建物等にかかれた落書き
※貼られたシールも含む。

申請できる人
⃝区民
⃝区内在勤・在学者
⃝区内町会・自治会、
商店会等地域団体
⃝区内事業者
※�申請には建物等の所
有者または管理者の承諾が必要です。

支援内容
⃝落書き消去剤、消去用布等の支給
⃝消去剤による消去が困難な場合、塗装専門事業
者を派遣します。
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。

落書きのないまちをめざして

落書き消去を
無料で支援します

　建物等に所有者または管理者の承諾なく、文字・図形をかく落書きは犯罪です。落
書きはまちの美観を損ね、区民の不安感を増すばかりか、新たな犯罪を誘発する恐れ
もあります。落書きを放置してはいけません。
　区は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を目前に控え、落書きをな
くすための取り組みを強化しています。
　落書きのない「安全で安心できる港区」に世界中からの来訪者を迎えるため、皆さん
のご理解とご協力をお願いします。

　平成30年７～8月に、「落書き調査
員」が区内の落書きがある場所や
落書きの大きさ等の実態を調査し
ました。調査の結果、区民の皆さ
んや事業者、警察等関係機関の皆
さんのご協力もあり、区内に1121
件の落書きがあることが分かりま
した。　
　これらの落書きについては、地
域の皆さんと連携したキャンペー
ンの実施等により、消去を進めて
います。
　まちで落書きを見つけたら、そ
のままにせず、防災課生活安全推
進担当にご連絡ください。

落書き集中調査を
実施しました

塗装専門事業者による作業
イメージ
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冬は湿度管理が大切です
　寒さが厳しくなり、暖房器具を使
う機会が増える季節となりました。
　冬をより快適に過ごすためには、
温度と同様に湿度にも気を配る必要
があります。湿度は人の健康面に影
響を与える要因の一つです。少しの
心掛けで住まいの空気は良くなりま
す。適切な湿度管理で、健康的に冬
を過ごしましょう。
湿度は50パーセントを目安に
　湿度は低すぎても高すぎても良く
ありません。低湿度では風邪やイン
フルエンザにかかりやすくなり、高
湿度では結露やカビが発生する恐れ
があります。
　部屋の湿度は、50パーセントを目
安に管理しましょう。温度が低くて
も湿度を上げると暖かく感じます。
部屋には湿度計を置き湿度管理を適
切に行いましょう。

区政モニターの募集
区政モニター制度とは
　区の施策や区政の現状、課題等に
ついて理解を深めていただき、活動
を通してお聞きした意見や提案を、
区政運営に生かしていくことを目的
とした制度です。
活動内容
随時意見提出
　日頃の生活の中で感じた区政に対
するご意見・ご提案等を随時お寄せ
いただきます。
区政モニター会議
　区の施策、現状や課題等について
お知らせするとともに、意見交換を
行っていただきます（年間3回程度を
予定）。

　「防災とボランティアの日」・「防
災とボランティア週間」は、平成7年
1月17日に発生した阪神・淡路大震
災を契機として定められました。こ
の週間は、災害時のボランティア活
動や、住民の自発的な防災活動につ
いての認識を深めるとともに、災害
への備えを充実させることを目的と
しています。
ボランティア活動はどなたでも参加
できます
　災害時におけるボランティア活動
は、「手伝いたい」という気持ちがあ
れば、どなたでも参加できます。皆
さんも、この機会に自分自身がボラ
ンティア活動にどのように関わって
いけるか考えてみましょう。港区社
会福祉協議会では、ボランティアに
関する支援を行っています。詳しく
は、お問い合わせください。
自主防災組織に参加しましょう
　「自分たちの街は自分たちで守る」
ためには、いざというときに協力し
てすばやく行動できる体制づくりが

施設見学会
　公共施設等の見学を行い、区の施
策について理解を深めていただきま
す（年間2回程度を予定）。
アンケート調査
　区が実施するアンケート調査にご
協力いただきます（年間1回程度を予
定）。
募集人数
　30人
申し込み
　郵送またはファックスで、「区政
モニター希望」・郵便番号・住所・
氏名（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号・職業・応募動機（100字以
内）を明記の上、2月8日（金・消印有
効）までに、区長室広聴担当へ。

必要です。自主防災組織は町会や自
治会単位で構成され、防災知識の普
及活動や防災訓練等を行っていま
す。
災害に対する備えをしましょう
　自然災害はいつ起きるかわかりま
せん。災害が起こった際にけがをし
ないように、家庭や会社の安全対策
を徹底しましょう。また、携帯トイ
レや水、食料等を備蓄しましょう。
区の防災用品あっせん制度では、さ
まざまな防災用品を、一部を除いて
定価よりも低価格で提供していま
す。詳しくは、防災課および各総合
支所協働推進課で配布しているパン
フレットまたは港区ホームページを
ご覧ください。

区政モニターおよびアンケート協力
員共通事項
対象
　18歳以上の区民（外国人は日本語
で日常会話ができる人）
任期
　4月1日～平成32年3月31日
※�謝礼・交通費の支給はありませ
ん。

選考方法
　地域・年代・性別等のバランスを
考慮の上、選考します。結果は応募
者全員にお知らせします。

アンケート協力員の募集
アンケート協力員とは
　区政モニター活動のうちのアン
ケート調査だけにご協力いただく皆
さんです。区の施策・現状に関連し
たテーマについて、郵送で、アン
ケートにお答えいただきます。区政
モニターとは別に、次のとおり募集
します。
募集人数
　500人程度
申し込み
　郵送またはファックスで、「アン
ケート協力員希望」・郵便番号・住
所・氏名（ふりがな）・生年月日・性
別・電話番号・職業を明記の上、2
月8日（金・消印有効）までに、区長
室広聴担当へ。

住まいの水蒸気
　結露が続く場合、生活の中で水蒸
気が過剰になる原因が潜んでいるこ
とがあります。
　次のことを確認してみましょう。
◦加湿器を必要以上に使用していま
せんか。
◦換気扇を回さずに調理をしていま
せんか。調理の際に発生した水蒸気
を換気扇を通じて排出しないと、湿
気が室内にこもる原因となります。
◦入浴後、浴室のドアを開けたまま
にしていませんか。浴室内で発生し
た水蒸気が室内へ流れ込み、室温で
冷やされ、結露する原因となりま
す。
◦洗濯物を部屋で干していません
か。
◦室内に観葉植物をたくさん置いて
いませんか。葉からの蒸散や、水や
りをした土から空気中に水蒸気が放
出されます。
換気をしましょう
　暖房器具の使用中は、換気をおろ
そかにしがちです。部屋を閉め切っ
てしまうと空気が入れ替わらず、汚
れていきます。また、冬の結露対策

としても換気は有効です。
　定期的に窓や給気口を開け、空気
の入れ替えをしてください。換気の
際は、対面の窓を2カ所以上開け、
空気の入口と出口を作ることが効果
的です。
　部屋の壁に給気口がある場合はき
ちんと開いているかを確認し、24時
間換気システムが設置されている住
宅の場合はスイッチを常に入れてお
きましょう。また、給気口のフィル
ターが汚れていると、十分に空気を
取り込むことができません。定期的
に点検し、必要に応じて掃除をしま
しょう。
住まいの環境をより快適に
　住まいの衛生について気になるこ
とがあれば、生活衛生課生活衛生相
談係にご相談ください。希望があれ
ばご自宅に訪問し、換気設備等の確
認を行い、住まいの衛生のアドバイ
スをします。

結露していませんか
　朝起きてカーテンを開けると、窓
に水滴がたくさん付いていることは
ありませんか。
　結露は室内で発生した水蒸気が冷
えて水滴になったものです。特に冬
は、生活のさまざまな場面で発生し
た水蒸気に加え、閉め切った室内で
必要以上に加湿器を使用することに
よって、知らず知らずのうちに湿度
が高くなり、結露の原因となること
があります。
　結露を放置するとカビが発生しや
すい環境になり、アレルギー疾患が
引き起こされたり、内装が汚れてし
まったりすることがあります。もし
結露してしまったら、水滴をふき取
りましょう。また寝る前の数分間、
外の乾いた空気を室内に入れるだけ
で、朝起こる結露を減らすことがで
きます。

　災害への備えとして、正確な情報
を、いち早く知ることが大切です。
　「港区防災情報メール」では、河川
の水位情報や雨量情報等、身近に
迫っている緊急情報を配信していま
す。ぜひ、ご登録ください。
配信情報
◦雨量情報
◦水位情報
◦地震情報
◦気象注意報・警報
◦津波情報
◦国民保護情報
◦防災気象情報
◦その他緊急情報
登録方法
（1）次のアドレスに空メールを送信
してください。
kumin@bousai.city.minato.tokyo.jp
（2）「港区防災情報メール利用規約」
という件名でメールが返信されま
す。迷惑メール対策等でメールの受

信設定をしている人は、
minatoku@bousai.city.minato.
tokyo.jp
を受信可能な状態にしてください。
（3）登録用WEBページで言語・配信
する情報を選択してください。
※�配信を希望する情報を変更する場
合は、登録用URLから、再度情報
種別を選択してください。

（4）「実行」を押してください。
ご利用上の注意
◦登録いただいたメールアドレス
は、防災情報メールの配信にのみ利
用します。
◦メールアドレス等は暗号化通信に
より、情報を保護しています。
◦防災情報メールの送受信に伴う通
信料は、利用者の負担になります。

防災に関する情報を
電子メールで配信しています

防災課防災係� ☎3578－2545

生活衛生課生活衛生相談係
� ☎6400－0043

防災課地域防災支援係
� ☎3578－2517
港区社会福祉協議会ボランティ
ア・地域活動支援係
� ☎6230－0284

〒105－8511　港区役所企画経営
部区長室広聴担当
� ☎3578－2050　FAX3578－2034

送付先・問い合わせ

区政モニターおよび
アンケート協力員を募集します

あなたも区政モニターやアンケート協力員として活動してみませんか

1月17日は
防災とボランティアの日

1月15～21日は
防災とボランティア週間です

平成
31年度

快適リビング情報局
住まいの空気  冬

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。



1月11日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	区立小学校紹介「麻布小学校」、港区子どもサミット　他
放送期間 	 1月11日（金）～20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。

平
成
31
年
3
月
ま
で
港
区
役
所
本
庁
舎
の
大
規
模
改
修
工
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

3

いせつ行為・暴行・傷害等の犯罪被
害から身を守るためには、防犯につ
いて関心を持つとともに、外出時に
は次のような対策を行いましょう。
◦人通りのある、明るい通りを歩き
ましょう。どうしても人通りの少な
い、暗い道を歩かなければならない
ときは、周囲に十分気を付けましょ
う。
◦携帯電話・スマートフォンを使用
しながら歩く、イヤホンを使用し音
楽を聴きながら歩く等の「ながら行
為」はやめましょう。
◦通学路や通勤経路上の、人通りの

少ない暗い場所や公園等の危険箇所
および交番やコンビニエンスストア
等の何かあったときに助けを求めら
れる場所を、あらかじめ確認してお
きましょう。
◦日頃から防犯ブザーを携帯し、不
審者が近づいてきたら、大声を出
し、防犯ブザーを使用するととも
に、その場からすぐに逃げて、近く
の店に駆け込む等、一時的に被害を
回避しましょう。
◦自宅周辺やマンションに入っても
油断せず、周囲に気を付けましょ
う。特にエレベーターには、周囲を

女性が犯罪から身を守るために
　女性への声かけ・つきまとい等、
犯罪に至る前兆とみられる事案やわ

確認してから乗り、ボタンの前に立
つようにしましょう。万が一、怪しい
人と乗り合わせてしまったときは、
ためらわずにボタンを全て押して、
止まった階ですぐに降りましょう。
◦自宅玄関は、周囲を確認してから
開けるとともに、「ただいま」と言い
ながら入る等、家に家族がいるよう
に思わせるための工夫をしましょ
う。

ンバーまたは法人番号の記載が必要
です。
◦非居住者分については、支払調
書、合計表とも別様式になりますの
でご注意ください。
　法定調書の用紙は、国税庁ホーム
ページからダウンロードできます。

e-Tax・eLTAXをご利用ください
税務署に提出する源泉徴収票・支払
調書および法定調書合計表
　インターネットを利用したe-Tax
「国税電子申告・納税システム」
http://www.e-tax.nta.go.jp/
から提出することができます。
　また、光ディスク等により源泉徴
収票・支払調書を提出することもで
きます。
区へ提出する給与支払報告書
インターネットを利用したeLTAX

「地方税ポータルシステム」
http://www.eltax.jp/
から提出できます。

　平成30年中に、「提出区分」（表1参
照）に該当する支払いをした人は、
給与支払報告書、その他の法定調書
を1月31日（木）までに提出してくだ
さい。
　各提出書類の早めの作成と提出に
ご協力をお願いします。提出の範囲
や記載方法等について、詳しくは
「給与所得の源泉徴収票等の法定調
書の作成と提出の手引」をご覧くだ
さい。国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/
からもご覧になれます。
注意事項
◦源泉徴収票・支払調書の下部にあ
る「署番号」、「整理番号」欄には、税
務署から送られた「法定調書合計表」
に印字されているものを明記してく
ださい。
◦平成28年1月1日以後の金銭等の支
払い等に係る法定調書には、マイナ

対象・内容等
　表2のとおり
とき
　4～9月
※�訓練の詳しい時間については、
お問い合わせください。
ところ
　障害保健福祉センター
その他
　重複障害者機能訓練・高次脳機
能障害者機能訓練は、自立訓練と
の併用はできません。
申し込み
　電話またはファックスで、障害
保健福祉センターへ。事業の説明
および身体状況の確認、申請書類
についての説明等を行います。
　利用の申請には、申請書・状況

調査表・センター所定の機能訓練
実施意見書が必要です（センター
所定の機能訓練実施意見書作成料
金は自己負担）。郵送または直
接、2月1日（金・必着）までに、

〒105－0014芝1－8－23　障害保
健福祉センターへ。
※�利用の決定については、後日郵
送でお知らせします。

ずれも午後1時40分～3時30分
所障害保健福祉センター
人各10人（抽選）
申電話またはファックスで、（1）1
月25日（金）までに、（2）2月22日
（金）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、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

手話通訳者登録試験
対18歳以上で、次のいずれかに該
当する人。（1）港区手話講習会上
級クラスまたは養成クラスの修了
者（平成30年度修了見込み含む）
（2）他区で通訳者として活動して
いた人や同等の講習を修了した人
等、（1）と同等の知識・技術を有
する人
時3月9日（土）午前10時～午後5時
所麻布地区総合支所
申郵送または直接、申込書に返信

用封筒（92円切手貼付）を添えて、
1月25日（金・午後5時必着）までに、
〒106－0032六本木5－16－45　港
区社会福祉協議会生活支援係へ。
※申込書や実施要項（試験の詳細）
の郵送を希望する人は、返信用封
筒（82円切手貼付）を同封の上、港
区社会福祉協議会へ請求してくだ
さい。詳しくは、お問い合わせく
ださい。� ☎6230－0282
担障害者福祉課障害者支援係

ヘルスエクササイズ「発見！？
生活動作が実は運動？」
　日常生活動作の中にある、腕を
伸ばすことや立ち上がりの動作等
が実は運動になっています。
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ている区
民で、医療機関から運動を制限さ
れていない人
時（1）2月5日（火）（2）3月5日（火）い

障害保健福祉センター
�☎5439－2511　FAX5439－2514

防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2270

芝税務署管理運営第1部門
� ☎3455－0551
麻布税務署管理運営第1部門
� ☎3403－0591
港区税務課課税係
� ☎3578－2600～9

e－Tax・eLTAXをご利用ください

給与支払報告書・その他法定調書
および法定調書合計表の提出について

表1 提出区分
支払いの内容 提出する法定調書 提出先

俸給、給料、賞与等の支払い （1）給与所得の源泉徴収票
（2） 給与支払報告書（総括表・個人別明細書）

（1）は、税務署
（2）は、区市町村

退職手当、一時恩給等の支払い（法人の役員に対するもの） 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票 税務署
区市町村

① 原稿料、印税、講演料等の支払い
② 弁護士、司法書士、税理士、弁理士等への報酬、料金の支払い
③ 外交員、集金人、モデル等への報酬、料金、契約金の支払い
④ 芸能人への出演料等の支払い
⑤ バー、キャバレー等のホステス等への報酬、料金の支払い
⑥ 広告宣伝のための賞金の支払い

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 税務署

地代、家賃、権利金、更新料、承諾料、名義書換料等の支払い 不動産の使用料等の支払調書 税務署
土地、建物等の譲り受けの対価の支払い 不動産等の譲受けの対価の支払調書 税務署
土地、建物等の売買や貸し付けのあっせん手数料の支払い 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 税務署

機能訓練の利用者を募集します平成31年度前期（4～9月）

表2  事業一覧
事業名 重複障害者機能訓練 高次脳機能障害者機能訓練 学齢児機能訓練

訓練方法 個別（30分） 集団（2時間程度） 個別（60分）

対　象

次の全ての要件を満たす人
◦�18歳以上で重複障害があり機能訓

練を必要とする人
◦�身体障害者手帳および愛の手帳を

持っている人

次の全ての要件を満たす人
◦�18歳以上で自立訓練事業の対象外

で、機能訓練を必要とする人
◦�脳血管障害や頭部外傷等により高

次脳機能障害（器質性精神障害）や
言語障害と診断された人

次の全ての要件を満たす人
◦�肢体不自由による運動障害があり

機能訓練を必要とする学齢児
◦�身体障害者手帳（肢体不自由）を

持っている学齢児

内　容 二次的障害を予防し、日常生活の維
持・改善を図ります。

家庭や地域での生活やコミュニケー
ション等、社会生活自立に向けた支
援を行います。

家庭での生活動作の習得や、二次的
障害を予防するために個別指導を行
います。

回　数 週1回 週1回 月2回
募集人数 8人 6人 16人

180



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

4 平成31年（2019年）1月11日

申し込み
　電話で、1月11日（金）～2月6日
（水）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

とに、見守りの目の必要性
を紹介します。また、民生
委員・児童委員、町会･自
治会長から見たふれあい相
談員について、対談形式で
お話しします。
　港区における高齢者等を
見守るための協定を締結し
ている事業者を紹介し、最
後に○

まるばつ

×クイズで活動報告
会の振り返りを行います。
定員
　208人（申込順）
※手話通訳あり
※�保育あり（4カ月～就学前、3人
程度。1月30日（水）までに、申
込時にお申し出ください）
費用
　無料

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

1月23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

1月24日（木）
午後2時20分
～3時20分

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

☎5442
－2639

1月25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

1月28日（月）
午前10時45分
～11時45分

内「肺炎って、なんで怖いの」（看護
師・保健師）、「笑って、免疫力を
強くしましょう」（笑顔工房芸人）
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

江戸カフェ「江戸っ子の日々の
暮らしを絵巻『熈

き だ い

代勝
しょうらん

覧』から読
み解きます」
対おおむね60歳以上の男性区民

10時30分～午後0時30分、午後1時
30分～3時30分
所（1）虎ノ門いきいきプラザ（2）三
田いきいきプラザ
人各6人（抽選）
費用　2000円（材料費）
持ち物　エプロン、タオル、三角巾
申電話または直接、1月31日（木）
までに、各いきいきプラザへ。
� ☎欄外参照

フラダンスde健康講座「フラダ
ンスでココロとカラダを健康に」
　自立神経を整え、心身ともに健
康になりましょう。
対おおむね50歳以上の区民
時2月11日（月・祝）午前10時30分
～11時30分
所三田いきいきプラザ
人20人（抽選）
申電話または直接、1月27日（日）
までに、三田いきいきプラザへ。
� ☎3452－9421

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時2月12・13日（火・水）
所神明いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、1月20日（日）午後5時ま
でに、神明いきいきプラザへ。
� ☎3436－2500

時1月27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、1月25日（金）までに、
芝地区高齢者相談センターへ。
� ☎5232－0840

再就職支援セミナー「企業が求
める人材～自己理解から面接対
策～」
対おおむね55歳以上の就職希望者
時1月18日（金）午後2時～4時30分
所港勤労福祉会館
人50人（申込順）
申電話で、みなと＊しごと55へ。
� ☎5232－0255
担保健福祉課福祉活動支援係

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1月25日（金）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

そば打ち体験教室
　福井県から取り寄せた新そばの
十割そばを打つ体験教室です。
対おおむね50歳以上の区民
時（1）2月9日（土）午前10時30分～
午後0時30分（2）2月15日（金）午前

内容
第1部
　皆さんに顔と名前を知っていた
だくために、各地区で活動してい
るふれあい相談員の紹介と、訪問
活動やその役割等をスクリーンに
映し出して説明します。
第2部
　高齢者の見守りについては、
「最近姿を見なくなった」、「いつ
もと様子がおかしい」等、異変の
気付きが重要です。ふれあい相談
員が、これまで関わった事例をも

　地域で日々高齢者の見守り活動
を行っているふれあい相談員によ
る活動報告会です。
　ふれあい相談員の説明から、専
門的な事例の紹介等まで多岐にわ
たって報告します。
対象
　どなたでも
とき
　2月7日（木）午後2時～4時
ところ
　リーブラホール（みなとパーク
芝浦1階）

http://www.city.minato.tokyo.jp

ふれあい相談員による
高齢者見守り活動報告会

高齢者の見守りについて考える

高齢者支援課在宅支援係
� ☎3578－2406

ふれあい相談員

食べて美
お い

味しい栄養士講座2月
「しなやかな血管でいきいきラ
イフ～抗酸化力UP作戦～」
対おおむね50歳以上の区民
時（1）2月13日（水）午後2時～3時　
（2）2月15日（金）午後2時～3時（3）2
月27日（水）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　各300円（材料費）
申電話または直接、（1）1月29日
（火）までに、（2）1月31日（木）まで
に、（3）2月13日（水）までに、各い
きいきプラザへ。� ☎欄外参照

初級スマートフォン教室
　スマートフォン操作の基本を学
びます。使用機種は、iPhoneです。
対50歳以上の区民
時2月2・9日（土・全2回）、2月
16・23日（土・全2回）いずれも午
前10時～11時30分※いずれかにお
申し込みください。
所麻布いきいきプラザ
人各10人（60歳以上の人優先で抽
選）
費用　500円（教材費）
申電話または直接、1月24日（木）
までに、麻布いきいきプラザへ。
� ☎3408－7888

平成
30
年度

HIV感染者・ハンセン病患者等の人
権問題
　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウ
イルス）による感染症です。まだ完
治させる方法は見つかっていません
が、発症を抑えたり、発症しても症
状を改善したりする治療方法があ
り、早期に治療を始めれば調節する
ことが可能な病気です。患者や感染
者と一緒に働いたり、食事をしたり
といった日常生活の中での接触で感
染することはありませんが、誤った
知識や無理解から、患者や感染者が
偏見の目でみられることや差別を受
けることがあります。
　ハンセン病は、「らい菌」という感
染力の極めて弱い細菌によって末梢
神経や皮膚が侵される感染症です。

現在は外来治療だけで確実に治癒し
ますが、かつては不治の病あるいは
遺伝病と考えられ、特に昭和6（1931）
年以降、患者は法律によって療養所
に隔離され、家族も偏見と差別にさ
らされました。現在では、ハンセン
病は保険診療の対象として、大学病
院や一般医療機関の皮膚科で診療さ
れています。また、平成20年にはハ
ンセン病問題基本法が成立し、医療
体制の整備や社会復帰の支援、名誉
回復の措置等が国に義務付けられま
した。
　私たち一人一人がこれらの感染症
への理解を深め、正しい知識を持つ
ことで、偏見や差別のない、誰もが
安心して暮らせる社会をつくること
が大切です。

総務課人権・男女平等参画係
� ☎3578－2025

問い合わせ

区内のＰＭ2.5の１日平均値

区内の放射線量の１日平均値
12月18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。

12月18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 9.8㎍/㎥

一の橋局 10.3㎍/㎥

芝浦局 9.2㎍/㎥

都
　
局

高輪局 9.7㎍/㎥

第一京浜高輪局 9.7㎍/㎥

台場局 7.9㎍/㎥

※㎍／㎥＝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

区役所（植え込み）
0.066μS v／h

お台場学園
0.040μS v／h

　※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。



https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット

5

クセンター・アラジン
� ☎5368－1955
高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409

医療費等通知書をお送りします
　後期高齢者医療制度の加入者の
皆さんに、ご自身の健康と医療に
ついて認識を深めていただくとと
もに、診療日数等の受診内容に誤
りがないかをご確認していただく
ために「医療費等通知書」をお送り
します。
　通知書には、診療年月・医療機関
等の名称・医療費の総額（自己負担
分＋保険者負担分）・医療費等（自
己負担分）等を記載しています。
対後期高齢者医療制度の加入者の
うち、平成29年7月～平成30年8月
の14カ月間に、医療費の総額（自
己負担分＋保険者負担分）が5万円
を超える月がある人、期間内に柔
道整復、はり・きゅう、治療用装
具等の施術や療養費の支給を受け
た人※全ての被保険者の皆さんに
お送りするものではありません。
時1月下旬
問東京都後期高齢者医療広域連合
お問合せセンター（受付時間：土・
日曜、祝日を除く午前9時～午後5
時）� ☎0570－086－519
国保年金課高齢者医療係
� ☎内線2654～9

人50組（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳、バスタオル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

ママの健康相談（訪問）
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　3回まで
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

グループお母さんの時間
　育児や家庭でのつらい気持ちを
語り合い、分かち合う集いの場で
す。
対区民で、育児中の母親※保育あ
り（申込時にお申し出ください）
時1月31日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

バースデイ歯科健診「年に一度
は歯科健診を受けましょう」
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2月8日（金）、3月8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

親子で自然遊びを楽しめる「あ
そびのきち」
対未就学児とその保護者

こんにちは赤ちゃん訪問
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。
申母子健康手帳に付いている「出
生通知書」のはがきを郵送してく
ださい。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

Helloママサロン
　助産師による相談・交流会を行
います。
対区民で、平成30年11・12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1月28日（月）午前9時30分～11時
30分（受付時間：午前10時15分まで）
所みなと保健所

人80人程度（申込順）※手話通訳・
保育あり（4カ月～就学前、3人）。
手話通訳または保育を希望の人
は、申込時にお申し出ください。
内シンポジウム「みんなで介護予
防～みんなでつくる通いの場の取
組について～」
申電話で、1月11日（金）～25日
（金）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
担保健福祉課地域包括ケア推進係

みんなとオレンジカフェと介護
家族のための音楽交流会「津軽
三味線を楽しむ」
　みんなとオレンジカフェの参加
者と介護家族の合同の音楽交流会
を開催します。「みんなとオレン
ジカフェ」は高齢になっても、認
知症になっても、介護することに
なっても、地域で安心して生活し
ていけるように、情報を得たり、
仲間とつながったりすることがで
きるカフェです。
対どなたでも
時2月6日（水）午後1時30分～2時30
分（途中の入退室は自由）
所介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）
人30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問（特）介護者サポートネットワー

までに、高輪いきいきプラザへ。
※当選者のみ1月24日（木）に電話
連絡します。� ☎3449－1643

男のヨガ教室
対60歳以上の男性区民
時2月7日～3月28日（3月14日を除
く毎週木曜・全7回）午前10時～11
時30分
所高輪いきいきプラザ
人6人（抽選）
申電話または直接、1月21日（月）
までに、高輪いきいきプラザへ。
※当選者のみ1月23日（水）に電話
連絡します。� ☎3449－1643

詐欺被害に遭わないために
　詐欺被害の手口について、クイ
ズ等を交えてお話しします。
対65歳以上の区民
時2月1日（金）午後2時～3時15分
所港南の郷
人20人（申込順）
申電話で、1月31日（木）までに、
芝浦港南地区高齢者相談センター
へ。� ☎3450－5905

港区地域包括ケアシステム「第2
回港区地域ケア会議」
対どなたでも
時2月4日（月）午後2時～3時30分
所介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）

講師
　茂木　厚子さん
プロフィル
　発達支援「Kids�
Sense」主宰、石
神井・冒険遊びの
会相談役。米国カリフォルニア州
で発達支援を学び平成19年帰国。
現在は、石神井・冒険遊びの会で
のプレーパーク事業を支援しなが
ら、「感覚統合遊びinプレーパー
ク」や「親がおうちでできる・ホー

ムベースセラピー」等の講師を務
めている。
定員
　50人（申込順）
※�保育あり（4カ月～就学前、5
人。申込時にお申し出くださ
い）
申し込み
　電話で、1月11日（金）～31日
（木）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
協力
　地域団体「（特）みなと外遊びの
会」
　「（特）みなと外遊びの会」は、
「地域に見守られて育つ遊び場づ
くり」をめざして、高輪森の公園、
亀塚公園、港南三丁目遊び場でプ

レーパークを開催しています。子
どもたちのチャレンジを寛容に受
け止める大人の輪が子どもの育ち
を支えます。詳しくは、みなと外
遊びの会ホームページ
https://minasoto.jimdo.com/
をご覧ください。

劇をみて参加して楽しく学ぶ
「振り込め詐欺被害防止講座」
対60歳以上の区民
時1月17日（木）午後3時15分～4時
15分
所赤坂いきいきプラザ
人30人（申込順）
申電話または直接、赤坂いきいき
プラザへ。� ☎3583－1207
問防災課生活安全推進担当
� ☎3578－2199

動く脳トレ「コグニサイズ」
　頭と身体を使う認知症予防運動
「コグニサイズ」を実践しましょ
う。
対60歳以上の区民
時1月18・25日、2月1日（金）いず
れも午前10時～11時30分
所青南いきいきプラザ
人15人（申込順）
申電話または直接、1月17日（木）
までに、青南いきいきプラザへ。
� ☎3423－4920

百人一首大会
対60歳以上の区民
時1月31日（木）午前10時～11時30
分
所高輪いきいきプラザ
人20人（抽選）
申電話または直接、1月22日（火）

　子どもの脳の発達を学び、子ど
もの行動の意味を理解し、外遊び
の大切さを学びます。
対象
　どなたでも
とき
　2月8日（金）午前10時～正午（午
前9時40分受け付け開始）
ところ
　芝浦区民協働スペース（みなと
パーク芝浦1階）

高輪地区総合支所まちづくり課
まちづくり係� ☎5421－7664
芝浦港南地区総合支所まちづく
り課まちづくり係�☎6400－0017

茂木　厚子さん

時（1）1月23日、2月27日（水）いず
れも午前10時～午後1時（2）1月29
日、3月12日（火）いずれも午前10
時～午後1時30分（3）2月6日（水）午
前10時～午後1時
所（1）港南3丁目遊び場（2）高輪森
の公園（3）亀塚公園
申当日直接会場へ。
問土木課公園計画担当
� ☎3578－2236

英語のおはなし会
対小学生以下のお子さんとその保
護者
時1月19日（土）午後2時～2時40分
（午後1時30分開場）
所港南図書館
人50人（申込順）
申電話または直接、1月18日（金）
までに、港南図書館へ。※1月17
日（木）は休館� ☎3458－1085

講演イベント　 平成30年度港区プレーパーク事業

そうだったのか　子どもの行動
子どもの「やってみたい」は成長の種

～もっと外遊び～

港区役所本庁舎内に夜間
・休日等に立ち入る場合、
手続きが必要です

　セキュリティ対策強化のため、港区役所本庁舎に立ち入る場合、本庁舎1階の宿直室で手続きが必要です。手続
きが必要な時間帯は次のとおりです。ご理解のほどよろしくお願いします。
●平日：夜間～早朝（午後8時30分～翌日午前7時45分）
●土・日曜、祝日、年末年始：終日

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275
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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

1月13日（日） グリーン薬局 六本木7－15－14　
塩業ビル地下1階 3497－0848

1月14日（月・祝） 子安薬局 六本木7－14－7 3401－8667

1月20日（日） 薬樹薬局
六本木泉ガーデン

六本木1－6－1
泉ガーデンタワー4階 3568－3370

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

※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

ホームページの応募フォームへ。
（2）ファックスで、氏名・メールア
ドレスを、慶應義塾大学アート・セ
ンターへ。詳しくは、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
をご覧ください。
問慶應義塾大学アート・センター
� ☎5427－1621　FAX5427－1620
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

平成30年度港区文化プログラム
連携事業「SLOW MOVEMENT  
Showcase&Forum Vol.3～ソー
シャルサーカスの可能性～」
　社会貢献やリハビリテーションに
取り入れられているソーシャルサー
カスについて、実践を交え論議しま
す。
対どなたでも
時2月10日（日）午後2時～5時
所スパイラルホール（南青山5－6－23）
人250人（申込順）
申1月20日（日）までに、次のいずれ
かの方法でお申し込みください。
（1）スローレーベルホームページの
応募フォームへ。（2）ファックス
で、「SLOW�MOVEMENT観覧申し
込み」・氏名・電話番号・ファック
ス番号を明記の上、スロームーブメ
ント実行委員会へ。詳しくは、ス
ローレーベルホームページ
http://www.slowlabel.info
をご覧ください。
� ☎・FAX045－642－6132
地域振興課文化芸術振興係
� ☎3578－2538

欧州向け製品輸出入門・中小企
業人材育成塾「グローバル研修

（CEマーキング入門+改正RoHS
指令入門）」
　区と都立産業技術研究センターの
共催セミナーです。
対都内中小企業在勤者（都外の人で
も東京に本社、事務所等があれば参
加できます）
時2月8日（金）午後1時～5時30分
所商工会館

～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

New Year Concert
　クラリネットとピアノの生演奏と
声楽のコンサートです。
対どなたでも
時1月19日（土）午後1時30分～2時30
分
所三田いきいきプラザ
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ�☎3452－9421

カフェコンサート「シャンソンフ
ランセーズ」
対どなたでも
時1月24日（木）午後2時～3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

フランス観光開発機構の協力に
よる国際文化紹介展示「France 
 e Motion」
時1月23日（水）～2月4日（月）土・日
曜を除く午前8時30分～午後5時30分
※水曜は午後7時まで
所区役所1階ロビー
問地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2308

平成30年度港区文化プログラム
連携事業 特別見学＆トーク「アー
ト･ギャラリーの文化を知ろう」
　現代美術画廊の特別見学と専門家
による解説から、アート・ギャラリ�
ーの文化を学びます。
対どなたでも
時2月8日（金）午後1時30分～3時30分
所横田茂ギャラリー（海岸1－15－1）
人20人程度（抽選）
申1月28日（月）までに、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

申電話で、1月11日（金）から、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
担健康推進課健康づくり係

健康相談・禁煙相談
対区民
時2月13日（水）、3月13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

生活の質向上セミナー「緩和ケ
アって終末期のケアだと思って
いませんか」
　緩和ケアを正しく理解し、自分ら
しい時間を過ごしましょう。
対どなたでも
時2月2日（土）午後2時～3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、2月1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

リハビリセミナー「効率の良い家
事動作と身の周りの動作」
　身の周りのさまざまな生活動作を
見渡し、その方法や自助具等の紹介
をします。
対どなたでも
時2月5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、2月4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

すぐに役立つ！毎日の食事の選
び方「カラダと栄養のバランス
チェック」
対どなたでも
時1月22・23日（火・水）午前10時～
午後4時
所みなとパーク芝浦1階アトリウム
申当日直接会場へ。
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

港区健康づくりサポーターが行
う「快眠に役立つ呼吸法と身体調
整法」
対区内在住・在勤・在学者
時1月27日（日）午後2時～3時30分
所青山いきいきプラザ
人15人（申込順）
費用　400円（資料等）
申電話で、健康クロスリンク研究会�
　内山へ。� ☎090－7208－5952
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

わかちあいの会みなと
　自死（自殺）で身近な人（家族や友
人等）を亡くした人が、ありのまま
の思いを話し、遺族同士で支え合う
場です。
対自死（自殺）で身近な人をなくした
人
時1月30日（水）午後2時～4時
所みなと保健所4階
申当日直接会場へ。※区民のみ保育
あり（4カ月～就学前、2人。電話
で、1月23日（水）までに、健康推進
課地域保健係へ）� ☎6400－0084

脱・冬太り「自宅でできる運動で
代謝を高めよう」（栄養セミナー
有）
対20～50代の区内在住者
時2月9日（土）午前10時～正午
所みなと保健所8階大会議室
人40人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、10人。申込時にお申し出く
ださい）

1
月
13
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
愛育病院（小） 芝浦1－16－10 6453－7300
古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
津田歯科医院（歯） 南青山2－12－2 3401－3371
★海渡医院（内） 麻布台1－10－11 3583－0265

1
月
14
日（
月・祝
）

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
山王クリニック品川（内） 港南2－16－1　品川イーストワンタワー307 3471－3014
国際医療福祉大学三田病院（内・外） 三田1－4－3 3451－8121
富沢歯科医院（歯） 白金台2－11－8　永昌高輪台ビル4階 5447－5711
泉ガーデンデンタルクリニック（歯）六本木1－6－3　泉ガーデンウィング地下1階 3588－0896
★岡部医院（内） 西麻布2－24－12 3407－0076

1
月
20
日（
日
）

蔵本内科クリニック（内） 芝公園1－7－15　池田ビル1階 5733－3355
東京シティクリニック三田（小・内） 芝4－5－8　池藤ビル2階 5439－5566
北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 3444－6171
田中歯科西麻布診療所（歯） 西麻布2－13－12　早野ビル3階 3499－1430
★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）

※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。



7

問環境課地球環境係� ☎3578－2498

生涯学習施設の臨時休館
　施設保守点検等のため臨時休館し
ます。
生涯学習センター
時4月15日（月）、5月20日（月）、6月
17日（月）、7月15日（月・祝）、8月19
日（月）、9月16日（月・祝）
青山生涯学習館
時6月10日（月）、9月9日（月）
問生涯学習スポーツ振興課生涯学習
係� ☎3578－2744

大平台みなと荘の電話受け付け
一時停止
　機器交換のため、大平台みなと荘
の電話(0460－86－1122)による受け
付けを一時停止します。※JTBみな
と予約センターおよび区民保養施設
テレホンサービスは利用可能です。
時1月22・23日(火・水)終日
問地域振興課地域振興係
� ☎3578－2530～32

介護保険徴収調査員
対徴収業務経験のある人、または介
護保険制度の推進に熱意を持って取
り組める人
内訪問による介護保険料の徴収およ
びパソコンの基本操作（ワード・エ
クセル）
採用期間　4月1日～平成32年3月31
日（再度の任用可）
勤務日数　月15日勤務（116時間15
分）※うち、2日（15時間30分）以上は
休日（土・日曜、祝日）勤務有
報酬　基本給月額13万900円＋能率
給※社会保険加入
人1人
選考　書類選考および面接
申郵送または直接、履歴書（3カ月以
内の写真を貼付）と作文（応募動機、
800字程度）を、1月25日（金・必着）
までに、〒105－8511　港区役所保
健福祉支援部介護保険課介護収納相
談担当（区役所2階）へ。�☎3578－2896

港区難病対策地域協議会委員
対区民
時3月（予定）
所みなと保健所
内区における難病患者への支援体制
に関する情報共有、関係機関等の連
携の緊密化の必要性等について協議
します。
人2人
謝礼等　委員には区の規定による謝
礼を支給します。
選考方法　作文による書類審査と面
接で決定します。作文テーマ｢地域
における難病対策について｣（600字
程度、様式自由）
申郵送または直接、作文の末尾に住
所・氏名・年齢・電話番号を明記の
上、1月30日（水・消印有効）まで
に、〒108－8315　みなと保健所健
康推進課地域保健係へ。
� ☎6400－0084

郷土歴史館古文書講座「古文書を
読もう」（初級・中級）
対区内在住・在勤・在学で、4回全
て参加できる人
時2月8日～3月1日（毎週金曜・全4回）
午後6時～7時30分
所郷土歴史館
人35人（抽選）※保育あり（4カ月～就
学前、3人。申込時にお申し出くだ
さい）
申往復はがき（1人1枚）の往信面に、
講座名・郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号、在学の場合は
学校名、在勤の場合は事業所名と所
在地、保育が必要なお子さんの名
前・年齢・性別、返信面の宛て先欄
に、郵便番号・住所・氏名を明記の
上、1月31日（木・必着）までに、
〒108－0071白金台4－6－2　郷土歴
史館へ。� ☎6450－2107

港区議会議員選挙立候補予定者
説明会
　平成31年4月21日（日）執行の港区
議会議員選挙における立候補届出手
続き等について説明会を開きます。
対港区議会議員選挙に立候補を予定
している人
時2月6日（水）午後2時～4時
所区役所9階会議室
人立候補予定者1人につき2人以内
申当日直接会場へ。
問選挙管理委員会事務局選挙係
� ☎3578－2766

マイナンバー（個人番号）カード
交付窓口の休日臨時開庁
　交付通知書に同封されている案内
文をご確認の上、受取日時を予約
し、交付場所の各総合支所へ必要書
類を持ってお越しください。
対マイナンバーカードの交付を申請
し、交付通知書が届いた人
時2月24日（日）午前9時～午後5時
所各総合支所区民課窓口サービス係
（台場分室を除く）
問各総合支所区民課窓口サービス係
（台場分室を除く）� ☎欄外参照

エコライフ・フェアMINATO2019
新規出展団体募集
　環境に配慮した、活動のパネル展
示や体験型ワークショップ等によ
り、環境保全に関する普及啓発をす
る団体を募集します。
対環境に配慮した活動を実践してい
る団体・企業・行政機関等で、実行
委員会（2～6月の全4回、各1時間程
度）に出席できる団体
時5月中旬～下旬の土曜または日曜
（予定）
所有栖川宮記念公園（予定）
人若干数（応募者多数の場合は書類
選考）
申直接、参加申込書および活動報告
書等の活動内容が分かる書類を持参
の上、1月25日（金）までに、環境課
地球環境係（区役所8階）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。

時2月10日（日）午後1時～4時40分
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人208人（申込順）※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

講座「多様性ってなんだろう？
カードゲーム体験で自分の中の
“多様性”を見つめてみよう」
対どなたでも
時2月13日（水）午後6時30分～8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、4人程度。1月24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

国際理解講座「フランスのワー
ク・ライフ・バランス～仕事も
子育てもあきらめない生き方～」
対どなたでも
時2月16日（土）午後2時～4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、6人程度。1月24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

国際理解講演会「海外を笑わせた
落語」
対区内在住・在勤・在学者
時1月22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、港ユネスコ協会へ。
問港ユネスコ協会（祝日を除く火～
金曜）� ☎3434－2300
生涯学習スポーツ振興課生涯学習係
� ☎3578－2744

赤坂図書館「音を楽しむ音楽会」
対小学生以上どなたでも
時1月27日（日）午後2時～3時30分
所赤坂図書館
人20人（申込順）
申電話または直接、赤坂図書館へ。
※1月17日（木）は休館�☎3408－5090

人80人（申込順）
費用　2000円（受講料）
申2月1日（金）までに、産業振興課
ホームページ
http://www.minato-ala.net
からお申し込みください。
問産業振興課産業振興係
� ☎3578－2553

創業セミナー
対区内で創業を考えている、原則3
日間とも参加できる人
時2月2・9・16日（土・全3回）午前10
時～午後4時30分
所勤労福祉会館
人30人（申込順）
申産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
� ☎3578－2560

一日消費者教室「出前寄席～落
語・漫才・コントで消費者問題
を勉強しよう～」
対区内在住・在勤・在学者
時1月18日（金）午後2時30分～3時50
分
所介護予防総合センター（みなと
パーク芝浦2階）
人80人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問消費者センター� ☎3456－4159

区民向け講座「落語で笑って学ぼ
う～消費者被害にあわないため
に～」
対区民
時1月29日（火）午後2時～3時30分
所生涯学習センター
人25人（申込順）
申電話で、芝地区高齢者相談セン
ターへ。� ☎5232－0840

京浜急行本線（泉岳寺駅～新馬場
駅間）連続立体交差事業の用地測
量等説明会
　用地測量や事業についての説明会
を開催します。
対どなたでも
時（1）2月1日（金）午後7時～8時30分
（午後6時30分開場）（2）2月2日（土）午
後3時～4時30分（午後2時30分開場）
所（1）品川区立台場小学校（品川区東
品川1－8－30）（2）高輪台小学校※両
日とも説明内容は同じです。※会場
に駐車場はありません。※高輪台小
学校に駐輪場はありません。
人各400人程度（会場先着順）�※保育
あり（6カ月～就学前、5人程度。電
話で、1月25日（金）午後5時までに、
東京都建設局道路建設部計画課へ）
申当日直接会場へ。
問○事業内容、説明会について
東京都建設局道路建設部計画課
� ☎5320－5349
○説明会について
開発指導課品川駅周辺街づくり担当
� ☎3578－2488

ドラマ「弟の夫」全3話上映会と原
作漫画家との対談
対上映会と対談の両方に参加できる
人

◆各総合支所区民課窓口サービス係◆　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

※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。
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パスポート配
布場所　区役
所、各総合支
所・台場分
室、港区観光
インフォメー
ションセン
ター（東京モ
ノレール浜松
町駅3階）、各
港区立図書
館、ホテル等
港区商店街ワールドカードラリー
　参加店舗で買い物や飲食をする
と、区内に大使館がある国の情報が
載ったオリジナルワールドカードを
もらえます。もらったカードの枚数
に応じて「港区ワールドカーニバル」
の抽選会に参加することができま
す。
とき　1月16日（水）～3月24日（日）
ところ　区内商店街に加盟する約90
店舗
港区ワールドクイズラリー
　毎週水曜に、港区ワールドフェス
ティバルホームページで、各国の地
理や文化・歴史等のクイズを出題し
ます。「港区ワールドカーニバル」の
抽選会場で10問中5問以上正解する
と、抽選会に1回参加することがで

できます。
定員　各20人（抽選）
申し込み
　次のいずれかの方法で、1月20日
（日・必着）までにお申し込みくださ
い。1月25日（金）までに、申込者全
員に当落通知を発送します。
①往復はがきに、希望の日にち
（（1）、（2）いずれか1つ）、申し込み
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「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。

　港区ワールドフェスティバルは、
区内各所で各国の文化に触れながら
国際交流を深め、世界を身近に感じ
られるイベントです。
　詳しくは、港区ワールドフェス
ティバルホームページ
http://www.world-festival.jp
または区内各所で配布する「港区
ワールドフェスティバルパスポー
ト」をご覧ください。
　また、期間中に港区観光ボラン
ティアガイドによる「まち歩きツ
アー」も開催します。

港区ワールドフェスティバル2019

港区大使館等周遊スタンプラリー
　港区ワールドフェスティバルパス
ポートを持って、普段入ることがで
きない大使館等に入館できる特別な
スタンプラリーです。スタンプの数
に応じて「港区ワールドカーニバル」
の抽選会に参加することができま
す。
※�大使館等によっては、予約の要否
や入館できる日時が異なります。
とき　1月16日（水）～3月24日（日）
ところ　区内にある約40カ所の大使
館等
パスポート配布開始日　1月16日
（水）

きます。
とき　1月16日（水）～3月20日（水）
港区ワールドカーニバル
　20を超える大使館等がブース出展
し、自国の文化や食をPRします。
日本をはじめ、各国のブースを巡っ
て国際交流を楽しめます。ステージ
イベントでは、各国の音楽やダンス
も披露され、多くの人でにぎわいま
す。また、景品が当たる抽選会に
は、各種ラリーで取得したスタンプ
やカード等の数に応じて参加するこ
とができます。
とき　3月24日（日）午前10時～午後6
時
ところ　東京タワー（芝公園4－2－
8）

まち歩きツアー「ワールドフェス
ティバル大使館めぐりツアー」

対象　小学生以上で全行程歩ける人
とき　（1）1月30日（水）（2）2月6日
（水）いずれも午後1時30分～4時
コース　大江戸線赤羽橋駅集合～
キューバ共和国大使館～アフガニス
タン・イスラム共和国大使館～フィ
ジー共和国大使館～モルディブ共和
国大使館～カザフスタン共和国大使
館～ロシア連邦大使館～フィリピン
共和国大使館～麻布地区総合支所で
解散
※�一部の大使館は、中に入ることが

対象
　平成31年度以降の特別区職員採用
試験・選考の受験希望者
※�受験資格については、特別区人事
委員会ホームページ等をご覧くだ
さい。
とき
　3月16日（土）午前10時～午後4時
ところ
　明治大学和泉キャンパス（杉並区
永福1－9－1）
定員
　7000人程度（抽選）
内容
　各区・組合がブースに分かれて、
それぞれの概要や特色・魅力・求め

　区では、食品衛生法に基づき、
「平成31年度港区食品衛生監視指導
計画」（案）を作成しました。
計画（案）の概要
（1）食中毒の発生防止、違反食品の
製造・流通防止に重点を置いた監視
指導の実施
（2）食品衛生に関して消費者、食品
等事業者との意見交換の実施
（3）食品等事業者の自主的な衛生管
理の推進
（4）厚生労働省や東京都、他自治体
と連携した監視指導の実施
閲覧方法
　「平成31年度港区食品衛生監視指
導計画｣（案）は、港区ホームページ

「施策・計画に対するご意見」の他、
生活衛生課（みなと保健所5階）、総
合案内（区役所1階）、各総合支所、
消費者センターでご覧になれます。
ご意見の提出方法
　郵送、ファックスまたは直接、ご
意見・氏名・連絡先を明記の上、2
月10日（日・必着）までに、〒108－
8315　みなと保健所生活衛生課食品
安全推進担当へ。港区ホームページ
「施策・計画に対するご意見」から
も、ご提出いただけます。

る人材等を説明します。技術・専門
職の個別相談や、採用試験の概要説
明も行います。
申し込み
　特別区人事委員会のホームページ
から、お申し込みください。

　車いすバスケットボールは、脊髄損
傷や切断等下肢に主な障害のある選手
を対象にした競技です。パラリンピッ
クでは1960年の第1回ローマ大会から
実施され、1964年の東京大会でも行わ
れました。
　コートの大きさやゴールの高さ等、
ルールは基本的にバスケットボールと
同じです。1チーム最大12人で構成
し、コート上では5人がプレーしま
す。選手交代の回数に制限はありませ
んが、障害の程度に応じて各選手に
1.0から4.5点まで、0.5きざみで持ち点
が定められており、コート上の5人の
合計が14点以内にならなければなりま
せん。軽度な障害程点数は大きいた
め、障害の軽い選手だけでなく重い選
手にも出場機会が生まれます。
　選手が使用する車いすは、急発進や
細かいターンが可能な競技専用のオー
ダーメードです。軽くて丈夫なアルミ
やチタンが素材に使われ、身体の大き
さに合わせてフレームやシート幅等を

ミリ単位で調整できます。タイヤの直
径は最大69センチで、回転性能を上げ
るためにハの字に傾斜しています。
ボールを扱う競技力とともに、高度な
車いすの操作技術も求められます。
　ボールを持った選手は、3回連続で
プッシュ（車いすをこぐ）してはいけま
せん。2プッシュ以内につき1回ドリブ
ルをしなければなりませんが、ドリブ
ルとボールの保持を繰り返すことがで
きます。車いすも身体の一部と見なさ
れ、選手を押したりたたいたりするこ
とと同じように、相手の車いすをつか
むと反則になります。
　ジャンプができない代わりに片輪を
上げて高さを出す「ティルティング」
や、車いすの幅を利用して壁（スク
リーン）となり相手の動きを止めて味
方の攻撃を助ける「スクリーンプレー」
等、選手たちは高度なテクニックを駆
使して勝利をめざします。車いすを利
用したさまざまなテクニックと、激し
い攻防に注目しましょう。

9

日本車いすバスケットボール連盟 検索

車いすバスケットボール

©JWBF/フォトサービス・ワン

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

についてご意見を募集します

問い合わせ

特別区人事委員会事務局任用課採
用係� ☎5210－9787
特別区人事委員会事務局ホームぺ
－ジ
http://www.tokyo23city.or.jp/
saiyou-siken.htm
人事課人事係� ☎3578－2108

生活衛生課食品安全推進担当
� ☎6400－0047　FAX3455－4470

問い合わせ

問い合わせ

○港区ワールドフェスティバルに
ついて
港区ワールドフェスティバル事務
局コールセンター（受付時間：午
前10時～午後5時）� ☎6737－9397
産業振興課シティプロモーション
担当� ☎3578－2554
○まち歩きツアーについて
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

平成31年度
港区食品衛生監視指導計画(案)

港区ワールドフェスティバル2019
＆まち歩きツアー

お 知 ら せ23区合同説明会の

「ワールドフェスティバル
パスポート」表紙

皇
后
杯 

第
29
回
日
本
女
子
車
い

す
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ケ
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ト
ボ
ー
ル
選
手
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会
の
様
子

天
皇
杯 

第
46
回
日
本
車
い
す
バ

ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
権
大
会
の

様
子
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◆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


