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◆�「広報みなと」は新聞（朝日・読売・毎日・日本経済・産経・東京）折り込みです。区の施設や、郵便局（赤坂・一ツ木通・麻布・芝・芝公園・新橋・高輪）、公衆浴場、区内のＪＲ・
　地下鉄・ゆりかもめの駅、新聞販売店等に置いてある他、希望する区民の皆さんに配達しています。また、「点字広報」、「声の広報」も発行していますので、ご利用ください。

「広報みなと」は、港区ホームページ（http://www.city.minato.tokyo.jp）でもご覧いただけます。

区の手続きや施設・催し物のご案内は へ　☎5472－3710　FAX5777－8752　年中無休　午前7時~午後11時

熱中症にご注意ください 熱中症の予防には、こまめな水分補給が大切です。汗をかいたときは、適度な塩分の補給も必要です。
持病のある人は、水分等の取り方について主治医と相談しましょう。

7月21日(日)は参議院議員選挙です ぼくらのために、みんなのために、未来にとどけ、この一票。

各総合支所協働推進課協働推進係
芝地区 ☎3578－3126
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

問い合わせ

　「港区町会・自治会活動ガイドブック」では、さまざまな町会・自治会の活
動の様子や、年間の主な活動、区内で活動している町会・自治会の一覧等を
紹介しています。二次元コードをスマートフォンで読み込むと、町会・自治
会の一覧やガイドブックをご覧いただけます。

人とつながる　地域とつながる　未来へつながる
～地域のみなさんとご近所さん　ふれてみて　まちのあたたかさ～

冊子の紹介 港区町会・自治会活動ガイドブック

　夏祭りや祭礼は、手作りで工夫を凝
らしたイベントがたくさんあり、子ど
もからお年寄りまでさまざまな年代の
人が参加します。新しく区民になった
人と昔から区に住む人
との交流の場となって
います。

お 祭 り

二次元コード

　身近で起こりうる犯罪や事
故を未然に防ぐため、町会・
自治会は警察や区と連携し
て、交通安全運動や夜間の防
犯パトロール、近隣の子ども
たちの登下校時の見守り、防
犯灯の維持管理等、まちの安
全・安心に力を入れています。

　商店会や学校、近隣の企業
やボランティアとともに、地
域が一体となり、清掃活動や
みなとタバコルールの啓発活
動を行っています。誰もが快
適に過ごすこと
ができる、きれ
いで良好なまち
づくりをめざし
ています。

　住民同士が顔見
知りになることで、いざという
時の防犯・防災力の向上にも
つながります。回覧板等を通
じて地域の情報を共有してい
ます。また、お花見やバスハ
イク、餅つき等のさまざまな
行事を行い、地域の輪や絆を
深めています。

　災害が起きた場合を想定し
た炊き出しや、応急救護等、
避難所運営に必要な知識を身
に付けるための訓練を行って
います。水や食料等の備蓄を
行い、日頃から災害に備えて
います。

防犯 環境美化コミュニティー 防災

町会・自治会は、住民の皆さんが自主的に運営する団体です。
非常時には助け合える安全・安心なまちにする活動に、あなたも参加してみませんか。
町会・自治会では、お祭りや防犯パトロール等さまざまな取り組みを実施しています。

町会・自治会に参加してみませんか
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外国人の皆さんへの情報提供を充実させています

多言語AIチャットによる外国人向け情報発信 その他の外国人向け情報発信

参議院議員選挙 投票日
　7月21日（日）
投票時間
　午前7時～午後8時

　区では、7月22日～8月30日を「食
品衛生月間」として、食中毒予防の
啓発事業を実施します。
食品衛生月間事業概要
● みなと保健所1階ロビーで食中毒
予防パネルを展示します。

● 区役所に食中毒防止標語の横断幕
を掲示します。

● 区内掲示板にポスターを掲示しま
す。

● 新橋駅SL広場のファロシティビ

ジョン、各総合支所、みなとパー
ク芝浦等の電光掲示板に食中毒予
防の映像を放映します。

カンピロバクターの食中毒に注意し
ましょう
　鶏肉、鶏内臓の刺し身、ささみの
湯引き、鶏わさ等、鶏肉を生や半生
状態で食べて食中毒にかかる人が、
例年発生しています。区内でもここ
数年、毎年、鶏肉による食中毒が発
生しています。

　原因は「カンピロバクター」という
食中毒菌です。カンピロバクターは
主に鶏肉に存在し、肉の表面等に付
着しています。
　一般的な食中毒細菌は食品の中で
ある程度の量まで増えなければ感
染・発症しませんが、カンピロバク
ターは100個程度の少ない菌量で感
染・発症してしまうため、鮮度良好
な鶏肉でもカンピロバクターが付着
していれば食中毒が発生してしまう
可能性があります。
　予防方法として、鶏肉を生や半生
状態で食べることは絶対に止めまし

ょう。また、カンピロバクターは加
熱に弱い細菌です。鶏肉は中心部ま
でよく加熱して食べるようにしまし
ょう。
　鶏肉を触った手やまな板、包丁、
ふきん等の器具類、流し等を介して
他の食品にカンピロバクターを付け
てしまうことがあります。鶏肉を取
り扱った後の手洗い、器具類、流し
の洗浄殺菌を行いましょう。

生活衛生課食品安全推進担当
 ☎6400－0047

問い合わせ

　区には、約2万人の外国籍の人が暮らしており、その国籍も約140カ国となっています。区では、外国人の地域
参画と協働の推進による多文化共生社会の実現等、国際化推進に向けた取り組みを行っています。生活者として
の外国人の皆さんに、多言語による情報提供の充実を進めています。

　区は、外国人も地域社会の一員として安全に安心して心豊かに暮らすこと
ができるよう、外国人が生活する上で生じる疑問や生活に関する行政情報の
問い合わせに、チャット形式で自動回答するAIを活用しています。問い合
わせの内容には、「やさしい日本語」と英語で自動回答します。
　利用者はフェイスブックメッ
センジャーを通じ、24時間365
日、来庁せずに、必要な情報を
得ることができます。
利用方法　国際化・文化芸術担
当が運用するフェイスブックペ
ージ「Minato Information 
Board」からメッセージを送る
ことで、質問ができます。投稿
された質問に対し、AIが、あ
らかじめ登録したFAQの中か
ら、適切な回答を選び、回答し
ます。
質問内容　「防災」「ごみの捨て方」「教育・子育て」「国際・文化」「医療・病院」
「各種手続き（税金・保険・年金）」「観光」「町会・自治会」の分野の質問に対応
しています。AIは、利用頻度と活用度により、どんどん賢くなっていきま
す。皆さんの利用をお待ちしています。
Minato Information Board
URL: https://m.facebook.com/city.minato.mib/
　二次元コードをスマートフォンで読み取り、AIチャット
をご利用ください。

ウェルカム・パッケージ　外国人の皆さんが、安全で快適な生活を送るため
に必要な基本的な情報や、役立つ冊子類をパッケージにして配布していま
す。言語は、英語・中国語・ハングルの3種類があります。
　冊子類は、主に住民登録の手続きの際に配布しています。
多言語情報コーナー　区は、さまざまな制度や事業、施設等について、多言
語で紹介するパンフレット等を一カ所に集めて、一度に閲覧・入手できる多
言語情報コーナーを設置しています。住民登録時に配布している｢ウェルカ
ム・パッケージ｣に同封している資料も設置しています。
対応言語
　英語・中国語・ハングル（資料によっては対応していない言語があります）
設置場所
　芝地区総合支所1階および区役所3階
Minato Information Board（ミナトインフォメーションボード）
　区の国際化推進に係る取り組みやイベント情報、外国人に役立つ行政情報
や生活情報を、英語およびやさしい日本語により、Facebookで配信してい
ます。ぜひ登録してください。
URL：https://m.facebook.com/city.minato.mib/
Minato Information Mail（ミナトインフォメーションメール　愛称「ミ
ム」）　イベント等のお知らせを、毎月10日と25日に、電子メールで配信しま
す。配信言語は、英語・中国語・ハングル・やさしい日本語です。登録方法
については、港区ホームページをご覧ください。
港区国際交流協会のご案内　港区国際交流協会（MIA）は、日本人と外国人の
交流のきっかけとなる、各種イベントの開催や外国人支援を行っています。
詳しくは、港区国際交流協会ホームページをご覧ください。

投票できる人
　次の要件に該当する人は、選挙人
名簿に登録され、投票することがで
きます。
年齢　平成13年7月22日以前に生ま
れた人
対象　（1）平成31年4月3日までに港
区に転入届出をし、7月3日現在、引
き続き港区に住んでいる（住民基本
台帳に記録されている）人
（2）平成31年3月3日以降に港区から
転出した人で、転出前に引き続き3
カ月以上港区の住民基本台帳に登録
されていた人
区外から転入した人は
　平成31年4月4日以降に港区へ転入
した人は、前住所地で投票できる場
合もありますので、前住所地の選挙
管理委員会へお問い合わせくださ
い。

区内で転居した人は
　6月19日以降に区内（管内）転居の
届け出をした人は、前住所地の投票
所で投票することになります。
投票所入場整理券（個人宛てにお送
りします）
　投票にお出かけの際には、「投票
所入場整理券」を忘れずにお持ちく
ださい。
　また、「投票所入場整理券」は個人
宛てにお送りしています。「投票所
入場整理券」が届いたら、開封して
内容をご確認ください。
　なお、「投票所入場整理券」をなく
した場合や、お手元に届いていない
場合でも、港区の選挙人名簿に登録
されていて、投票日当日に選挙権の
ある人は投票できますので、投票所
の係員にお申し出ください。

期日前投票
　投票日当日、仕事や旅行、冠婚葬
祭等の予定がある場合には、事前に
投票ができます。　
投票ができる場所、期間および時間
　今回の参議院議員選挙から、高輪
地区の期日前投票所は、高輪地区総
合支所4階から、高輪区民センター1
階に変更となります。
（1）芝地区総合支所（港区役所）
　 7月20日（土）まで
（2）麻布・赤坂・芝浦港南地区総合
支所および台場分室、高輪区民セン
ター
　7月13日（土）～7月20日（土）
※ 時間はいずれも午前8時30分～午
後8時

候補者を知るには
選挙公報の発行
　立候補者の氏名・経歴・政見・写
真等を載せた選挙公報を新聞（朝
日・産経・東京・日本経済・毎日・
読売）の朝刊に折り込んで、7月13日
（土）以降に配布する予定です。都ホ
ームページ
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp

からもご覧になれます（港区ホーム
ページからリンクしています）。
　区役所・各総合支所・台場分室・
みなと保健所・各いきいきプラザ・
各児童館・各保育園・各港区立図書
館等の区の施設や一部都営地下鉄の
駅でも配布しますので、ご利用くだ
さい。
　新聞を購読していない人には、郵
送しますのでご連絡ください。
　視覚に障害がある人には、点字版
の候補者情報と、カセットテープお
よびCDによる音声版選挙のお知ら
せを準備していますので、お問い合
わせください。
公営ポスター掲示場
　立候補者のポスターを掲示する公
営ポスター掲示場を、区内の307カ
所に設けています。
即日開票します
　投票日当日の午後8時40分から港
区スポーツセンターで開票します。

選挙管理委員会事務局
 ☎3578－2766～9

問い合わせ

ぼくらのために、みんなのために、未来にとどけ、この一票。

7月22日（月）～
8月30日（金）は 食品衛生月間です

地域振興課国際化推進係
 ☎3578－2303・8

問い合わせ

二次元コード

節電のお願い 　節電は、区民・事業者の皆さん一人一人の取り組みが大きな成果につながります。エアコンや扇風機等を効率的に活用し、
熱中症にならないよう、無理のない範囲で節電にご協力ください。 問い合わせ　環境課地球環境係　☎3578－2495

Licensed by TOKYO TOWER

利用画面
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　この採用選考は、特別区、特別
区人事・厚生事務組合、特別区競
馬組合および東京二十三区清掃一
部事務組合が、障害のある人を対
象とし、職員を採用するため、実
施するものです。
第一次選考日　9月8日（日）

採用区分　Ⅲ類
選考区分　事務
採用予定数　84人
受験資格　日本国籍を有する人
で、次の要件の全てを満たす人
（1）次のいずれかに該当する人
● 身体障害者福祉法第15条に定め

る身体障害者手帳の交付を受け
ている人
● 都道府県知事または政令指定都
市市長が発行する療育手帳の交
付を受けている人
● 児童相談所等により知的障害者
であると判定された人
● 精神保健および精神障害者福祉
に関する法律第45条に定める精
神障害者保健福祉手帳の交付を
受けている人

（2）昭和63年4月2日～平成14年4月
1日に生まれた人
（3）通常の勤務時間（原則として週
38時間45分、1日7時間45分）に対
応できる人
（4）活字印刷文または点字による
出題に対応できる人

申込方法・申込場所・申込期間
　表1参照
選考案内配布場所
　23区の各区役所人事担当課（港
区は各総合支所等でも配布）およ
び特別区人事委員会事務局

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

問い合わせ

令和元年度

薬物乱用から子どもたちを守りまし
ょう
　夏休みは、子どもたちの自由時間
が長く、学期中とは違うコミュニテ
ィーと関わったり、子どもたちだけ
で遊びに出掛けたりと、開放的な気
分になる機会が増える時期です。
　この時期、特に子どもたちは、危
険ドラッグ等の薬物乱用の誘惑に注
意する必要があります。
　危険ドラッグ等の薬物の中には、
心身に重大な健康被害を引き起こす

ものであるにもかかわらず、｢お香｣
等と称して液体・粉末等さまざまな
形で、子どもたちの興味を引くよう
に売られているものもあります。
　危険ドラッグ等の薬物は脳に強く
作用して、興奮させたり、抑制した
りする作用、幻覚・幻聴を起こす作
用等があります。そして、「1度だ
け」のつもりでも繰り返し使用する
ようになり、そこから抜け出すこと
が難しくなります。大切なのは、こ
うした危険ドラッグ等の薬物使用の

恐ろしさを子どもたち自身が知り、
興味本位で使用しないという意識を
強く持ち、甘い誘惑に乗らないこと
です。
　子どもたちが健康な心身で新学期
を迎えるためにも、改めてご家族で
話し合ってみてはいかがでしょうか。

防災課生活安全推進担当
 ☎3578－2270

問い合わせ

経験者採用試験・選考
第1次試験日　9月1日（日）

申込方法等（Ⅲ類・経験者採用共通）
表4
申込方法 申込場所 申込期間

インターネット http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm 
（特別区人事委員会ホームページ）

7月25日（木）午後5時まで
受信有効

郵送 特別区人事委員会事務局任用課 
〒102－0072　千代田区飯田橋3ー5－1 7月23日（火・消印有効）まで

選考案内配布場所
　23区の各区役所人事担当課（港区は各総合支所等でも配布）および特別区人
事委員会事務局

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

問い合わせ

障害者を対象とする令和元年度
特別区職員採用選考のお知らせ

　各試験の受験資格等について、詳しくは採用案内をご覧ください。
Ⅲ類採用試験
第1次試験日　9月8日（日）
表2
採用区分 試験区分 採用予定数 主な受験資格
Ⅲ類 事務 146人程度 日本国籍を有する人で、平成10年4月2日～平成14年

4月1日に生まれた人

特別区職員採用試験・選考のお知らせ
Ⅲ類・経験者採用

186

表3
採用
区分

試験・
選考区分

採用
予定数 主な受験資格

1級職

事務 125人程度
日本国籍を有する人で、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間
企業等における業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴
は、1つの民間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は
通算しない。

土木造園 
（土木） 11人程度
建築 12人程度
機械 8人程度
電気 8人程度

福祉 17人程度
国籍を問わず、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間企業等に
おける業務従事歴が直近10年中4年以上ある人。業務従事歴は、1つの民
間企業等での継続した経験のみを対象とし、複数の経験は通算しない。

福祉、児童福祉、児童指導については、社会福祉士もしくは児童指導員の資格
を有する人または保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けてい
る人。児童福祉 12人程度 国籍を問わず、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間企業等に

おける業務従事歴（児童心理は施設を問わず心理に関連する業務の従
事歴）が直近10年中4年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務
従事歴が2年以上ある人。

児童指導 6人程度
児童心理 8人程度 児童心理については、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科

を卒業した人またはこれに相当する人。

2級職 
（主任）

事務 47人程度 日本国籍を有する人で、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間
企業等における業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴
は、1年以上の期間について、複数のものを通算することができる。ただ
し、そのうち1カ所については、継続した4年以上の経験を有すること。

土木造園
（土木） 6人程度
建築 6人程度

福祉 11人程度
国籍を問わず、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間企業等に
おける業務従事歴が直近14年中8年以上ある人。業務従事歴は、1年以上
の期間について、複数のものを通算することができる。ただし、そのう
ち1カ所については、継続した4年以上の経験を有すること。

福祉、児童福祉、児童指導については、社会福祉士もしくは児童指導員の資格
を有する人または保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けてい
る人。児童福祉 18人程度 国籍を問わず、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間企業等に

おける業務従事歴（児童心理は施設を問わず心理に関連する業務の従
事歴）が直近14年中8年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務
従事歴が4年以上ある人。

児童指導 6人程度
児童心理 12人程度 児童心理については、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科

を卒業した人またはこれに相当する人。

3級職 
（係長級）

児童福祉 8人程度 国籍を問わず、昭和35年4月2日以降に生まれた人。また、民間企業等に
おける業務従事歴（児童心理は施設を問わず心理に関連する業務の従
事歴）が直近18年中12年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業
務従事歴が6年以上ある人。

児童福祉、児童指導については、社会福祉士もしくは児童指導員の資格を有
する人または保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人。児童指導 1人程度

児童心理 8人程度 児童心理については、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）の心理学科
を卒業した人またはこれに相当する人。

※ Ⅰ類採用試験【一般方式】および【土木・建築新方式】（5月5日第１次試験実施）に申し込んだ人は、試験区分や受験の有無に関わらず、経験者採用試験・選考の申し込みができません。

表1
申込方法 申込場所 申込期間

インターネット http://www.tokyo23city.or.jp/saiyou-siken.htm 
（特別区人事委員会ホームページ）

7月25日（木）午後5時まで
受信有効

郵送 特別区人事委員会事務局任用課 
〒102－0072 千代田区飯田橋3－5－1 7月23日（火・消印有効）まで

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

　夜間・休日等に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
契約管財課庁舎管理担当
☎3578－2870

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　こちらに記載のイベント以外にも、さまざまなイベントを実施しています。
　この他のイベントについては、随時「広報みなと」や港区ホームページでお
知らせします。

イベント名 内容 とき ところ 問い合わせ

ミナコレ2019夏
区内の美術館や博物館をスタンプラリー形
式で楽しめます。スタンプの数に応じて景
品がもらえます。

7月20日（土）～8月31日（土）
※各ミュージアムの開館時間内

港区ミュージアムネットワーク
加盟館

地域振興課文化芸術振興
係 ☎3578－2584

六本木打ち水大作戦 昔ながらの風習「打ち水」を大暑の日に開催
します。

7月23日（火）午後5時40分～6時30分
（午後5時20分から受付開始）

※雨天中止

六本木交差点周辺（東京ミッドタ
ウン　キャノピー・スクエア前受
け付け）

麻布地区総合支所協働推進
課協働推進係 ☎5114－8802

夏の夜間パトロール 高輪地区の夜の安全のため、まちを歩きま
す。

7月24・25日（水・木）、8月28・29日（水・木）
いずれも午後7時～8時 高輪地区内12カ所 高輪地区総合支所協働推進

課協働推進係 ☎5421－7621

浄土寺盆踊り大会 今年で47回を迎えます。赤坂の夏の夜を彩
る風物詩として、地域に定着しています。

7月25・26日（木・金）
午後6時30分～9時 浄土寺

赤坂地区総合支所協働推
進課協働推進係
 ☎5413－7272

魚らん納涼フェスティバル
打ち水大作戦！

魚らん納涼フェスティバルにて打ち水大作
戦を行います。

7月27日（土）
午後4時30分～5時 魚らん銀座商店街 高輪地区総合支所協働推進

課協働推進係 ☎5421－7621

平和展
戦争の悲惨さや平和の尊さを伝えるため、
区内5会場で戦争関連の現物資料や写真を
展示します。

7月27日（土）～8月14日（水）
（1）午前8時30分～午後5時（土・日曜・祝日は閉館）
※（1）は7月30日（火）から
（2）午前9時～午後9時30分（日曜は午後8時まで）
（3）午前9時～午後8時（日曜、祝日は午後5時まで）
※ 8月14日（水）は正午まで
（4）午前9時～午後9時
（5）午前8時～午後11時

（1）区役所本庁舎1階ロビー
（2） ありすいきいきプラザ1階展示・読
書コーナー

（3）赤坂図書館多目的ホール
（4）高輪区民センター2階展示ギャラリー
（5）みなとパーク芝浦1階区民ギャラリー
他

総務課人権・男女平等参
画係 ☎3578－2014

あっぷリング高輪
打ち水大作戦！2019

3会場同時開催の一斉打ち水キャンペーン
を行います。

7月30日（火）
午前10時45分～11時15分

高輪公園・亀塚公園・白金台どん
ぐり児童遊園

高輪地区総合支所協働推進
課協働推進係 ☎5421－7621

納涼盆踊り大会
芝和城会、都営芝五自治会、芝保育園、Pokke
の共催です。模擬店の出店や盆踊りを行い
ます。

8月3日（土）
午後4時～8時 芝五丁目児童遊園

芝地区総合支所協働推進
課協働推進係
 ☎3578－3123

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

8月2日（金）午後6時～9時30分、
8月3日（土）午後6時～9時 埠頭公園

芝浦港南地区総合支所協
働推進課協働推進係
 ☎6400－0031

四の橋夏まつり
打ち水大作戦！

四の橋夏まつりにて打ち水大作戦を行いま
す。

8月3日（土）
午後4時30分～5時 白金商店街 高輪地区総合支所協働推進

課協働推進係 ☎5421－7621

ういケアみなと　夏まつり
盆踊りをはじめ、うちわ作りやヨーヨー釣
り等をお楽しみいただけます。また、デザー
トコーナーも用意しています。費用は無料
です。

8月3日（土）
午後1時30分～3時30分

がん在宅緩和ケア支援センター
ういケアみなと

健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084

御田八幡神社祭礼 飲食物やゲームコーナーの模擬店を出店し
ます。綿あめ、ポップコーンは無料です。

8月4日（日）
午後4時～9時 御田八幡神社境内

芝地区総合支所協働推進
課協働推進係
 ☎3578－3123

お台場プラージュ
期間限定の海水浴イベントです。更衣室、シ
ャワー室、子どもが楽しめるアトラクショ
ン等を設置します。

8月10日（土）～8月18日（日）
午前11時～午後5時

※8月18日（日）は午前10時～午後4時
都立お台場海浜公園

芝浦港南地区総合支所協
働推進課台場担当
 ☎5500－2365

西久保八幡神社祭礼 御本社神
み こ し

輿が巡行します。 8月11日（日）
午前11時～午後5時 西久保八幡神社境内 芝地区総合支所協働推進課

協働推進係 ☎3578－3123

六本木ヒルズ
盆踊り

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

8月23日（金）午後5時～9時、
8月24日（土）、8月25日（日）いずれも
午後3時～9時

六本木ヒルズアリーナ
麻布地区総合支所協働推
進課協働推進係
 ☎5114－8802

平和のつどい
港区平和青年団による活動報告会およびオ
ーケストラによる平和祈念コンサートを行
います。

8月24日（土）
午後2時～4時

男女平等参画センターリーブラ
ホール

総務課人権・男女平等参
画係 ☎3578－2014

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

8月23日（金）午後5時～9時（前夜祭）、
8月24日（土）午後1時～9時 お台場レインボー公園

芝浦港南地区総合支所協
働推進課台場担当
 ☎5500－2365

～東京2020 開催まであと1年！～
真夏のスポーツフェスティバル

ボルダリングやトランポリン等の競技体
験、トップアスリートによる実演等を行い
ます。

8月25日（日）
午前10時～午後4時 港区スポーツセンター

企画課オリンピック・パ
ラリンピック推進担当
 ☎3578－2572

大多喜町PRイベント 千葉県大多喜町の特産品の販売や甲
かっ

冑
ちゅう

の試
着体験等を行います。

8月27・28日（火・水）
午前11時～午後4時 区役所1階ロビー 企画課全国連携推進担当

 ☎3578－2509

三田春日神社祭礼
9月7日（土）に大祭および長寿祭、9月8日
（日）午前9時から改元奉祝の神輿を行いま
す。

9月6～8日（金～日）
午前9時～午後4時 三田春日神社境内 芝地区総合支所協働推進

課協働推進係
 ☎3578－3123芝大神宮だらだら祭り

だらだらと長い期間行われる祭りで有名で
す。今年は9月15日（日）に各町氏子連合に
よる神

み こ し と ぎ ょ

輿渡御が行われます。
9月11日（水）～21日（土）
午前9時～午後5時 芝大神宮

赤坂氷川祭
神幸祭では神社隊列と山車が巡行します。
氷川山車の復活は赤坂のまちのさらなる発
展と振興のシンボルとなっています。

9月13日（金）午後6時～9時（宵宮巡行）、
9月14日（土）時間未定（子ども神輿）、
9月15日（日）午後1時30分～5時

氷川神社
赤坂地区総合支所協働推
進課協働推進係
 ☎5413－7272

元神明宮例大祭 9月14日（土）は神社境内において踊り大
会、9月15日（日）は神社神輿が巡行します。

9月14日（土）午後6時30分～9時
9月15日（日）午後1時30分～4時30分 元神明宮

芝地区総合支所協働推進
課協働推進係
 ☎3578－3123

愛らんどフェア 伊豆諸島・小笠原諸島の伝統芸能を楽しめ
るステージや、特産品の販売を行います。

9月20日（金）午後3時～8時、
9月21日（土）午前11時～午後7時 新橋SL広場 企画課全国連携推進担当

 ☎3578－2508

水辺フェスタ
～地域対抗ボートレース大会～

芝浦港南地区の各地域から名乗りを上げた
選手たちが、6人でボートに乗り、地域対抗
のレースを繰り広げます。

9月23日（月・祝）
午前11時～午後4時 都立お台場海浜公園

芝浦港南地区総合支所協
働推進課地区政策担当
 ☎6400－0013

奉納踊り
奉納踊りは、毎年9月の最終金曜から日曜
に開催しています。町内外にかかわらず、大
勢の人が参加します。

9月27～29日（金～日）
午後6時～9時 青葉公園

赤坂地区総合支所協働推
進課協働推進係
 ☎5413－7272

芝浦運河まつり
クルーズ船に無料で乗船でき、模擬店も多
数出展します。地元グループによる演奏や
舞台があります。

9月29日（日）
午前10時～午後5時 新芝橋上、運河沿遊歩道

芝浦港南地区総合支所協
働推進課協働推進係
 ☎6400－0031

ピクト
グラム 概要 祭

（出店）
体験・学習
講座 展示会 ボート

レース

祭
（盆踊り） 打ち水 地域活動 音楽公演 スタンプ

ラリー

祭
（神輿） 海水浴 社会科

見学 講演会 物産展

港区の夏のイベント一覧

7月11日更新｢港区広報トピックス(30分番組)｣港区広報番組をご覧ください 内容  夏の食中毒予防、防災フェスタ、区立幼稚園紹介「三光幼稚園」　他
放送期間  7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。
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　夏休み学校プール開放を実施しま
す。
夏の期間の開放
対象
　区内在住の3歳児～中学生とその
保護者（未就学児は保護者同伴）
料金　無料
開放校および開放日時
　表1参照
利用にあたって
● 水着と水泳帽を着用してくださ
い。

● 浮輪、水鉄砲等の遊具をお持ちい
ただけます。

● 3歳未満と、おむつのとれていな
い幼児は、プールに入場できませ
ん。

● 小学生未満の利用は、大人（高校

生以上）と一緒に泳いでください。
● 駐輪場・駐車場はありませんの
で、自転車・自動車での来場はご
遠慮ください。
通年開放
対象
　区内在住・在勤者で個人登録証を
お持ちの人（中学生以下は不要です）
※ 登録証はプール受け付けで作成で
きます。区内在住・在勤の証明が
できるものをお持ちください。
料金（2時間）
　大人：500円
　小・中・高校生：100円
※ 未就学児または区民で、65歳以上
の人・障害者は無料です。
※ 毎月第1・3日曜は、区民無料公開
日です（個人登録証をお持ちくだ

さい）。
※ 毎月第2・4土曜は、小・中・高校
生は無料です。
開放校および開放日時
　表2参照
※ 開放時間は学校行事等により変更
することがありますので、プール
に掲示している開放予定表でご確
認ください。また、開放予定表
は、港区ホームページまたは各公
共施設でもご覧いただけます。
利用にあたって
● 水着と水泳帽を着用してくださ
い。
● 3歳未満と、おむつのとれていな

い幼児は、プールに入場できませ
ん。

● 小学3年生以下の利用は、大人（高
校生以上）と一緒に泳いでくださ
い。

● 小・中学生の夜間の利用は、大人
（高校生以上）と一緒に泳いでくだ
さい。

● 駐輪場・駐車場はありませんの
で、自転車・自動車の来場はご遠
慮ください。

生涯学習スポーツ振興課スポーツ
振興係 ☎3578－2747

問い合わせ

表1  開放校および開放日時一覧（夏の期間の開放）※変更の可能性があります。

表2  開放校および開放日時一覧（通年開放）
開放校 開放日および開放時間

港南・本村・赤坂小学校 毎週木・金曜
午後5時～8時

土・日曜および利用日が祝日と
重なる日午前10時～正午、午後
1時～3時、午後3時30分～5時
30分、午後6時～8時

御成門中学校 毎週火～金曜
午後6時30分～8時30分

高松・高陵中学校
毎週木・金曜
午後6時30分～8時30分
※高松中学校は第2金曜を除く

お台場学園港陽中学校
7月21日（日）～8月31日（土）
の木・金曜
午後1時30分～3時30分
午後3時45分～5時45分

土・日曜午前10時～正午、午後1
時～3時、午後3時30分～5時30
分、午後6時～8時

開放校 開放日および開放時間
赤羽小学校 8月13～16日（火～金） 午前10時～正午
赤坂小学校 8月26～29日（月～木） 午前10時～正午

夏の学校プール開放情報

イベント名（商店会名） 内容 とき ところ
芝浦二丁目商店会納涼盆踊り大会
（芝浦二丁目商店会）

焼きそば、かき氷、ポップコーン、綿菓子等の模擬店がたくさん
出店します。

7月13・14日（土・日）
午後6時～9時 船路橋児童遊園前広場

第10回白金阿波踊り
（白金北里通り商店会） ｢阿波踊り演舞パレード」を開催します。 7月14日（日）

午前11時30分～午後7時 白金北里通り商店街・三光児童遊園

品川駅港南商店会夏まつり
（品川駅港南商店会） 地元商店会の手作り模擬店や飲食店の屋台が立ち並びます。 7月19・20日（金・土）

午後5時～9時
品川駅港南口駅前広場
（ふれあい広場）

町ぐるみ三田納涼カーニバル
（三田商店街振興組合） 本場ブラジルのサンバチームが踊ります。 7月20日（土）

午後3時30分～9時 札の辻交差点～三田2丁目交差点

慶仲祭
（慶応仲通り商店会） 慶応仲通り商店会店舗による模擬店が多数出店します。 7月20日（土）

正午～午後8時
慶応仲通り商店街
（建築会館中庭）

サン・サン赤坂納涼祭
（赤坂福榎商店会）

赤坂福榎商店会の手作りの模擬店も出店します。プロのペルー
の生演奏（バンド）も楽しめます。

7月20日（土）
午後1時～5時 サン・サン赤坂

第24回新橋こいち祭
（新橋地区12商店会） 新橋の街がまるごとお祭り会場になります。 7月25・26日（木・金）

正午～午後9時 JR新橋駅西口周辺

芝まつり
（芝商店会） 26日はプロレス大会、27日はちびっ子まつりを開催します。 7月26・27日（金・土）

午後5時～9時
芝商店街メインストリート・芝新堀
町児童遊園

芝浦まつり
（芝浦商店会） 26日はカラオケ大会、27日は盆踊りを行います。 7月26・27日（金・土）

午後5時～9時 芝浦三丁目なぎさ通り

魚らん納涼フェスティバル
（魚らん銀座商店会協同組合） 27日は盆踊り、28日はジャズコンサートを行います。 7月27・28日（土・日）

午後5時～9時
マツモトキヨシ白金高輪店駐車場
および仲通り

謝恩納涼盆踊り大会
（青山表参道商店会） オリジナル手ぬぐいやうちわをプレゼントします。 7月28・29日（日・月）

午後5時～9時 青山善光寺境内

TAKANAWA盆ダンス
フェスティバル
（高輪台商店会）

高輪台商店会が開催するイベントです。 7月28日（日）
午前11時～午後7時30分 白金児童遊園

2019四の橋夏まつり
（白金商店会） ゆかたコンテストやじゃんけん大会、カラオケ大会を行います。

8月3・4日（土・日）
午後3時～9時

※8月4日（日）は正午から
白金商店街

麻布十番納涼まつり
（麻布十番商店街振興組合・坂下町会） 全国各地の特産品の販売等も行います。 8月24・25日（土・日）

午後3時～9時 麻布十番商店街全域

新一の橋まつり
（新一の橋商店会） 会員店舗のワゴンや屋台が並びます。 8月24・25日（土・日）

午後3時～9時 東麻布三丁目都道沿い

夏祭り盆踊り大会
（高輪泉岳寺前商店会）

地元の子どもたちがやぐらの上で打つ太鼓のリズムに合わせて
踊ります。福引き抽選会も行います。

8月31日（土）、9月1日（日）
午後6時～9時

※9月1日（日）は午後5時～8時
泉岳寺前児童遊園

産業振興課産業振興係
 ☎3578－2556

問い合わせ

商店街イベント一覧

「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。 区長室広報係　☎3578－2036

「広報みなと」の
自宅配送について

区内の放射線量の 1日平均値

区内のＰＭ2.5 の1日平均値

6月15日（土）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。

6月27日（木）の各局の1日平均値（速報値）は次のとおりです。

※地表から50cmの地点で測定。
※μＳｖ⁄ｈ＝1時間当たりのマイクロシーベルト

区役所（植え込み） お台場学園
0.072μＳｖ⁄ｈ 0.045μＳｖ⁄ｈ

※㎍／㎥＝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

7.0㎍/㎥
9.7㎍/㎥
9.4㎍/㎥

赤坂局

一の橋局
芝浦局

区　

局

8.7㎍/㎥
9.2㎍/㎥
7.6㎍/㎥

高輪局
第一京浜高輪局
台場局

都　

局

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　児童扶養手当・特別児童扶養手
当を受給している人は、年に1回、
現況届の提出が必要です。この届
け出を提出しないと、児童扶養手
当は11月分、特別児童扶養手当は
8月分以降の給付を受けることが
できなくなりますので、ご注意く
ださい。　
　対象者には、7月下旬に「現況届
のお知らせ」をお送りします。
受付日時
　8月1日（木）～30日（金）午前8時
30分～午後5時
提出場所
　お住まいの地区の総合支所区民
課保健福祉係
※ お住まいの総合支所以外に提出
する場合は、必ず事前にご連絡
ください。

時間外受付期間・場所
（1）8月21日（水）・28日（水）午後5

時～7時：各総合支所区民課保健福
祉係
（2）8月24・25日（土・日）午前8時
30分～午後5時：子ども家庭課子ど
も給付係（区役所7階）
（子ども家庭課に提出する場合、事
前予約が必要です。電話で、8月
16日（金）までに、お住まいの地区
の総合支所区民課保健福祉係へ）
※ 各手当は、区内に住所があり、
表に該当する人が資格を継続
できます。支給要件に変更が生
じた場合は、各総合支所へ届け
出てください。
児童扶養手当支給月の変更
　11月以降、児童扶養手当の支給
月が奇数月の年6回に変更されま
す。それに伴い、現況届提出後の
手当額変更および証書の切り替え
月が従来の8月から11月に変更さ
れます。
児童扶養手当受給者の持ち物
●印鑑
● 児童扶養手当証書（現在支給を
停止している人は必要ありませ
ん。証書を紛失した人は、受付
時にお申し出ください）
●保険証（受給者および対象児童）
●生計維持調書
※ 受給状況により持参するものが
異なるため、詳しくは、児童扶
養手当の「現況届のお知らせ」を

ご覧ください。
特別児童扶養手当受給者の持ち物
●印鑑
● 特別児童扶養手当証書（現在支
給を停止している人は必要あり
ません。証書を紛失した人は、
受付時にお申し出ください）
※ 受給状況により持参するものが
異なるため、詳しくは「特別児

童扶養手当現況届について」を
ご覧ください。

子ども家庭課子ども給付係
 ☎3578－2432
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照

問い合わせ

　児童扶養手当受給者のうち、未
婚のひとり親の人に、令和元年度
「未婚の児童扶養手当受給者に対
する臨時・特別給付金」を支給し
ます。
　7月末に送付する、児童扶養手
当現況届のご案内に「未婚の児童
扶養手当受給者に対する臨時・特

別給付金のお知らせ」を同封しま
すので、該当する人は現況届手続
きの際に申請してください。
支給対象者　令和元年11月分の児
童扶養手当の支給を受ける、未婚
の父または母
支給額　1万7500円（令和2年1月に
支給します）

申請期間　8月1日(木)～11月30日
(土)
受付場所　平日午前8時30分～午
後5時(祝日を除く)：各総合支所区
民課保健福祉係
※ 郵送の場合は〒105－8511　港
区役所子ども家庭課子ども給付
係へ。
時間外受付期間・場所　児童扶養
手当現況届の時間外受付期間に給
付金の申請も同時に受け付けま
す。

持ち物
● 戸籍謄本（取得から1カ月以内　
のもの）

●印鑑
●申請者の本人確認書類

子ども家庭課子ども給付係
 ☎3578－2430
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照

問い合わせ

対象　区内在住・在勤・在学者、
テーマに関心がある人
とき　（1）8月24日（土）午後5時30
分開演（午後4時30分受け付け開
始、午後5時開場）（2）8月25日（日）
午後1時開演（正午受け付け開始、
午後0時30分開場）（3）8月25日（日）
午後5時開演（午後4時受け付け開
始、午後4時30分開場）

※ 上演時間はいずれもおおむね90
分です。
ところ　赤坂区民センター区民ホ
ール
内容　「もがれた翼」は、子どもを取
り巻く現実とその現代的課題を広く
皆さんに知っていただくことを目的
として、平成6年の子どもの権利条
約の批准を機に、子どもたちと弁

護士がつくってきたお芝居です。
　子どもの権利条約採択30周年に
あたる令和元年の「もがれた翼」
は、ある公立中学校を舞台に
SNSを利用した「いじめ」が起こ
ることから始まります。子どもた
ちが安心して生活を送ることので
きる学校とは、どのようなところ
なのでしょうか。また、子どもた
ちが、自分に関係のあることにつ
いて自由に意見を表明できる学校
や社会とは、どのようなものなの
でしょうか。皆さんと一緒に考え

ます。
定員　各回400人（会場先着順）
※（3）のみ手話通訳あり
※ （2）のみ保育あり（4カ月～就学前、
10人。電話で、7月11日（木）～8月
9日（金）に、みなとコール（受付時
間：午前9時（初日は午前11時）～午
後5時）へ。 ☎5472－3710
申し込み　当日直接会場へ。

子ども家庭支援センター
 ☎6400－0090

問い合わせ

　みなと保健所の栄養相談では、
子どものおやつの相談が増えてき
ています。
子どもにとってのおやつとは
　子どもは、1歳を過ぎた頃から3
回の食事では成長するための栄養
が足りなくなってきます。おやつ
は不足する栄養を補うものです。
基本は朝・昼・夕の食事
　おやつは子どもの食事の一部と

して大切ですが、欲しがるままに
与えると、次の食事を空腹で迎え
られず、少食・好き嫌い等の原因
につながります。1日3回の食事を
中心にし、おやつは時間と量を決
めて与えるようにしましょう。
おやつの回数と時間
　おやつの回数は、1・2歳児は午
前1回と午後1回、3～5歳児は午後
1回程度が目安となります。また、
時間は次の食事を空腹で迎えられ
るように2時間以上空けましょう。
おやつの適正量

　おやつの適正量は、年齢・体
格・活動量等によって大きく左右
します。次の食事が空腹で迎えら
れる程度の量にしましょう。
おやつの内容
　子どものおやつは、チョコレー
トやスナック菓子等のいわゆる菓
子に偏らないように気を付けまし
ょう。3回の食事で不足したもの
をおやつとして補いましょう。例
えば、食事でご飯を残した時は、
同じ主食のパンやおにぎりを、野
菜を食べる量が少なかった時は、

野菜を使ったホットケーキ等も良
いでしょう。
一緒に食べる大切さ
　家族やお友達と一緒におやつを
食べることは、おいしさを共感・
共有したり、おやつを分け合った
りと社会性を育てます。
　おやつを上手に利用し、体の成
長とともに心も育みましょう。

健康推進課健康づくり係
 ☎6400－0083

問い合わせ

「児童扶養手当・
特別児童扶養手当」の
現況届の提出を
お忘れなく

臨時・特別給付金
を支給します

東京弁護士会　子どもたちと弁護士がつくるお芝居
「もがれた翼パート26　素数とくるみ」

いじめ・児童虐待防止講演会企画

栄養の 話栄養の 話

未婚の児童扶養手当
受給者へ

表 児童扶養手当・特別児童扶養手当の支給要件一覧
支給要件

児
童
扶
養
手
当

　18歳に達した日以後の最初の3月31日まで（心身に障害がある場合は20歳未
満）で、次のいずれかの状態にある児童を扶養している人
●父母が離婚した児童
●父または母が死亡した児童
●父または母が重度の障害を有する児童
●父または母が生死不明である児童
●父または母に1年以上遺棄されている児童
●父または母がDV保護命令を受けた児童
●父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
●婚姻によらないで生まれた児童
※ただし、次の場合を除きます。
●児童が里親に委託されている場合
●児童が児童福祉施設（保育園・母子生活支援施設を除く）に入所している場合
● 児童が父および母と生計を同じくしている場合（父または母が障害によって
受給している場合を除く）
●児童が父または母の配偶者（事実上の配偶者も含む）に養育されている場合
● 受給資格者またはその扶養義務者等の前年（1～10月の月分の手当について
は前々年）の所得が一定以上ある場合
●受給資格者または児童が日本国内に住所を有しない場合

特
別
児
童
扶
養
手
当

　20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養
育している人
●「愛の手帳」1～3度程度の児童
●「身体障害者手帳」1～3級および一部4級程度の児童
● 長期間安静を要する症状、重度の内部障害または重度の精神障害により日常
生活に著しい制限を受ける児童
※ただし、次の場合を除きます。
●児童が施設（保育園・母子生活支援施設を除く）に入所している人
●児童が障害を理由とする公的年金を受けている人

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

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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　日本人は2人に1人が「がん」にか
かるといわれています。現在は医
学の進歩により、｢がん｣は不治の
病ではなくなり、共存して上手に
付き合っていく病気に変わりつつ
あります。そのため「がん」という
病気を正しく理解していくことが
大切です。
　「がん」についての動画を見て、

健康について親子または友達と話
し合ってみませんか。健康かるた
作りも行います。
対象
　区内の小学校に通っている小学
4～6年生とその保護者
とき
　7月27日（土）午前10時～11時30分
ところ

　がん在宅緩和ケア支援センター
定員
　20組（申込順）
※保護者同伴必須
申し込み
　電話またはファックスで、児童
の氏名（小学校名・学年）・保護者
氏名・保護者連絡先・参加人数・
一緒に参加する人の氏名を、7月
25日（木）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。

※ 参加申込書は、がん在宅緩和ケ
ア支援センターホームページ

　 https://www.minato-hpcc 
sc.jp/

　からダウンロードできます。

がん在宅緩和ケア支援センター
 ☎6450－3421　FAX6450－3583

問い合わせ

　近年、育児疲れや育児不安に悩
む親が増えています。子育ては親
や家庭だけでできるものではな
く、地域の皆さんで支えることが
大切です。
　区では、平成28年度から「港区
子育て支援員研修」を行っていま
す。研修は、厚生労働省が示す研
修科目を基本に、区の実情に合わ
せた科目・内容を加えて、より一
層充実した内容となっています。
また、研修修了者は全国で通用す
る「子育て支援員」として認定して
います。

　子育て支援員の活動には、子育
て世帯から感謝の声がたくさん寄
せられています。子育てや職場で
の豊かな経験を生かし、区の子育
て力向上に尽くしたいと考えてい
る人の参加をお待ちしています。
研修修了後の主な活動　研修修了
者は、区内の「一時預かり事業」や
「港区派遣型一時保育事業」等の支
援者として、地域に密着した子育
て支援活動（活動費は有償）に従事
できるようになります。
子育て支援員へのサポート
● 活動（有償）紹介と定期的なバッ

クアップ
● 保育士資格取得のためのバック
アップ講座開講
募集内容
受講対象者　原則として、区内在
住・在勤・在学で、「子育て支援
員」に認定後、区内で地域の活動
ができる18歳以上の人
受講期間　10月4日～令和2年1月
24日（原則金曜。実習は他の曜日
に実施）
費用　無料（テキスト・研修器具
費のみ実費負担）
定員　40人（申込順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、3人
程度。申込時にお申し出くださ
い）
講師（予定）　大日向　雅美氏（「あ
い・ぽーと」施設長：発達心理学）、

榊原　洋一氏（お茶の水女子大学
名誉教授：小児医学）、汐見　稔幸
氏（東京大学名誉教授：教育学）他
申し込み　郵送で、申込用紙に必
要事項を明記の上、9月13日（金・
必着）までに、〒107－0062南青山2
－25－1　子育てひろば「あい・ぽ
ーと」へ。
※ 申込用紙は、「あい・ぽーと」の
ホームページ

　 http://www.ai-port.jp
　からダウンロードもできます。

子育てひろば「あい・ぽーと」（受
付時間：月～土曜午前10時～午後
5時）
 ☎5786－3250　FAX5786－3256

問い合わせ

　区内での子ども食堂の運営や、
活動支援に関心はありませんか。
　区では、子どもの孤食解消と保
護者支援の一つとして、平成30年
度から、子ども食堂への支援を行
っています。
　「やってみたいけれどやり方が
わからない」「場所や食材の提供を
したいけれど方法がわからない」

という人が、子ども食堂の立ち上
げや運営方法について、すでに実
践している人と交流しながら考え
るワークショップを開催します。
対象　区内で子ども食堂の運営を
検討中の人、子ども食堂の運営支
援に関心がある人どなたでも
とき　7月23日（火）午後6時30分～
午後8時

ところ　区役所9階
講師　きまぐれ八百屋だんだんワ
ンコインこども食堂主宰　近藤博
子氏、（特）全国こども食堂支援セ
ンターむすびえ理事　釜池雄高
氏、（特）みなと子ども食堂理事長
　宮口髙枝氏　他
申し込み　希望する支援（やって
みたい、場所を提供したい等）に
ついてマッチングシートに記入の
上、郵送、ファックスまたは直

接、〒105－8511　港区役所子ど
も家庭課家庭相談担当（区役所7
階）へ。詳しくは、港区ホームペ
ージをご覧ください。マッチング
シートは子ども家庭課の窓口で配
布する他、港区ホームページから
ダウンロードもできます。

子ども家庭課家庭相談担当
 ☎3578－2448　FAX3578－2384

問い合わせ

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
対区民で、令和元年5・6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 7月29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 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

グループお母さんの時間「育児
や家庭の大変な気持ちを語り
合い、分かち合う集いの場」
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 7月25日（木）午後1時30分～3時
所みなと保健所
申健康推進課地域保健係へ。
　 ☎6400－0084

ママの健康相談
対区民で、出産後1年未満の人
相談回数　3回まで可
申健康推進課地域保健係
　 ☎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（1）8月21日（水）（2）9月18日（水）
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

親子で
自由研究「がんってなんだ？」

港区子育て支援員研修

あなたの力を地域の子育てに
子育てひろば「あい・ぽーと」

子ども食堂を考えるワークショップを開催します

申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084

区立中学校合同学校説明会の
ビデオ上映
　学校選択希望制と区立中学校10
校の特色について、ビデオ上映で
紹介します。※7月6日に赤坂区民
センターで開催した合同学校説明
会と同内容です。
対どなたでも
時 7月31日（水）午後6時30分～8時
30分
所区役所9階会議室
人 60人程度（会場先着順）※保育
あり（4カ月～就学前、2人程度。

希望する人は、電話で、7月23日
（火）までに、学務課学校運営支援
係へ）
申当日直接会場へ。
問学務課学校運営支援係
　 ☎3578－2728

調べる学習・夏休み教室「図
書館で自由研究の本を探して
みよう！」 
対小学3・4年生
時 7月27日（土）午後2時～3時30分
所三田図書館
人 10人（申込順）
申電話または直接、7月24日（水）
までに、三田図書館へ。※7月18
日（木）は休館。  ☎3452－4951

　｢広報みなと｣令和元年6月21日
号7面に掲載した｢居宅訪問型保育
事業の追加｣でお知らせした事業
者（株）アルファコーポレーション
については、これまで調整を進め
ていましたが、同事業者が提供す
るサービスを8月1日（木）から利用

することができなくなりました。
詳細については、決定次第｢広報
みなと｣等でお知らせします。

保育課保育支援係☎3578－2441
問い合わせ

居宅訪問型保育事業に関するお知らせ

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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　麻布地区総合支
所では、地域への
愛着を深め、新し
いつながりを育む
ことを目的とし
て、「みんなでま
ちをよくする『ミナヨク』」という活動を実施
しています。
　令和元年度は7日間かけて、まち歩きやゲ
ストトークからさまざまなヒントを得なが
ら、地域活性化に向けたアイデアづくりを行

新しい高齢受給者証をお送りしま
す
　国民健康保険（国保）に加入して
いる70～74歳の人に、新しい「国
民健康保険高齢受給者証」をお送
りします。
　お送りする新しい高齢受給者証
は8月1日（木）から使用できます。
一部負担金の割合について
　医療機関受診時に支払う一部負
担金の割合は、6月に確定した令
和元年度（平成31年度）住民税の課
税所得に応じて、2割または3割と
なります。お送りする高齢受給者
証をご確認ください。
　医療機関にかかるときは、必ず
保険証と高齢受給者証を合わせて
窓口に提示してください。
一部負担金の割合の判定について
　6月に確定した、令和元年度（平
成31年度）住民税の課税所得に応
じて判定しています。
　本人および同じ世帯に、70～74
歳の国保被保険者で、住民税の課
税所得が145万円以上の人がいる
場合は、一部負担金の割合は3割
になります。
　課税所得が145万円以上でも、
昭和20年1月2日以降生まれで、70
～74歳の国保被保険者がいる世帯
のうち、70～74歳の国保被保険者
の賦課のもととなる所得金額（※）

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、最初に作られ
た薬（先発医薬品：新薬）の特許期間終了後に、厚生労働
省の認可の下で製造・販売している薬です。新薬と有効
成分が同じで、同等の効果が得られると国が認めた薬で
す。開発コストが少ない分、新薬より薬価が低くなって
います。
ジェネリック医薬品に切り替えるには
　病院や薬局に相談してみましょう。
　区では、健康保険証やお薬手帳に貼る「ジェネリック
医薬品希望シール」を配布しています。令和元年は、新
しい国民健康保険証を送付する封筒に同封します。
注意事項
● 全ての薬にジェネリック医薬品があるわけではありま
せん。

● 新薬と成分は同じでも、製造法や添加剤が異なる場合
があります。服用し始めたときは、体調の変化に注意
してください。

● ジェネリック医薬品に変更しても、自己負担額が新薬
の使用時と変わらない場合もあります。

● 医師が治療上、不適切と判断する場合は、変更するこ
とができません。

ジェネリック医薬品差額通知を送付します
　区の国民健康保険の加入者で、現在服用している先発
医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、薬価
にかかる自己負担額が一定額以上軽減されると見込まれ
る人に、ジェネリック医薬品差額通知を年3回送付しま
す。
対象　主に生活習慣病等の医薬品を処方されている人
発送時期
　�第1回　7月下旬　 
第2回　10月下旬 
第3回　令和2年2月下旬

表�令和元年度 
「ミナヨク」プログラム実施スケジュール（予定）

日時 内容
1 8月24日（土）
午後1時30分～4時 オリエンテーション

2 9月7日（土）
午後1時30分～6時 アイデア出し

3 9月28日（土）
午後1時30分～4時 活動計画の立案

4 10月26日（土）
午後1時30分～4時

リサーチの報告、
ツール紹介

5 11月16日（土）
午後1時30分～4時 試作の中間レビュー

6 12月14日（土）
午後1時30分～6時 アイデアの実証実験

7 令和2年1月18日（土）午後1時30分～4時 活動の振り返り
※上記日程以外にも自主活動等があります。

ジェネリック医薬品
かしこく 使おう

国保年金課給付係
 ☎内線2640～2

問い合わせ

っていきます。
　たくさんの魅力が詰まった麻布を、より暮
らしやすいまちにする、そんな第一歩を踏み
出してみませんか。
対象　�●原則全日程に参加できる人 

● 麻布のまちの活性化やコミュニティ
ー活動に興味がある20～40代の人

とき　表のとおり
ところ　麻布区民協働スペースもしくは、六
本木区民協働スペース
定員　20人程度（抽選）
費用　無料
申し込み　8月9日（金）までに、次のいずれか
の方法でお申し込みください。
（1） 港区ホームページ内のミナヨク応募フォ
ームから送信してください。

（2） 参加申込書を作成の上、郵送してくださ
い。

※ 参加申込書は麻布地区総合支所協働推進課
地区政策担当で配布する他、港区ホームペ
ージからダウンロードもできます。

※ 令和元年度「ミナヨク」メンバーに応募する
場合、次のイベントに必ずご参加くださ
い。

ミナヨク体験イベントの開催
　ミナヨクの取り組みを紹介するとともに、
皆さんの質問にもお答えします。まちづくり
に興味がある人、メンバー応募を迷っている
人、どなたでもお気軽にご参加ください。
とき　7月27日（土）午後1時30分～4時
ところ　麻布区民協働スペース
申し込み　当日直接会場へ。

麻布地区地域事業
みんなでまちをよくする

「ミナヨク」
令和元年度メンバー募集

の合計額が210万円以下の場合は、
一部負担金の割合は2割になりま
す（申請不要）。
※ 賦課のもととなる所得金額と
は、前年の総所得金額および山
林所得金額、株式・長期（短期）
譲渡所得金額等の合計から、基
礎控除額33万円を差し引いた額
です（雑損失の繰越控除は行い
ません）。

一部負担金の割合が3割の方へ
　図の に該当する場合に
は、申請により2割になる場合が
あります。
　図の の中に該当する人
は、申請の際に、収入を証明する
もの（確定申告書の控え等）、国民
健康保険証、高齢受給者証、印鑑
およびマイナンバーカードまたは
通知カードをお持ちになり、お近

くの各総合支所または国保年金課
（区役所3階）で申請してください。
　一部負担金の割合が変更となっ
た場合、翌月1日から2割の適用と
なります。

国保年金課資格保険料係
 ☎内線2643～5

問い合わせ

国民健康保険高齢受給者証が
更新されます

図負担割合の判定方法

申し込み・問い合わせ

〒106－8515　麻布地区総合支所協働推進
課地区政策担当
 ☎5114－8812　FAX3583－3782

◆港区スポーツセンター・区民センター・健康増進センター・生涯学習センター・青山生涯学習館のお知らせは、毎月5日（土・日曜の場合は翌月曜）発行の港区スポーツふれ
　あい文化健康財団ニュース｢　　　　　｣に掲載されています。☎5770－6837 FAX5770－6884 http : //www.kissport.or.jp

２
割

3
割

基準収入額適用申請
同一世帯に70～74歳の国保被保険者が
（1）1人で、年間の総収入が383万円未満
（2）2人以上で、年間の総収入が520万円未満
（3） 国保から後期高齢者医療制度に移行した人の収入

も含めて年間の総収入が520万円未満
（1）～（3）のいずれかである

70～74歳の国保被保険者の賦課の
もととなる所得金額の合計額が210
万円以下である

70～74歳の国保被保険者の中に昭和
20年1月2日以降生まれの人がいる

同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の
70～74歳の国保被保険者がいる

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

はい はい

はい
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　工作や骨格診断、映画上映会等
さまざまな講座を開催します。ラ
クっちゃで楽しく介護予防を学び
ましょう。
対象　どなたでも
※ （1）（6）（11）（12）（16）の講座は、

60歳以上の区民のみ参加可能で
す。
とき・内容・定員　表1のとおり
ところ　介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）
費用　無料

※ （17）（18）の講座は300円（材料
費）
申し込み　電話または直接、介護
予防総合センターへ。会場先着順
のイベントは、イベント開始30分
前から受け付けを開始します。

食べて美
お

味
い

しい栄養士講座8
月
　食生活を改善させませんか。
対おおむね50歳以上の区民
時（1）8月20日（火）午前11時～正
午（2）8月21日（水）午後2時～3時
（3）8月23日（金）午後2時～3時
所（1）虎ノ門いきいきプラザ（2）
三田いきいきプラザ（3）神明いき
いきプラザ
人（1）20人（2）25人（3）30人（抽選）
費用　300円（材料費）
申電話または直接、（1）8月5日
（月）までに、（2）8月6日（火）まで
に、（3）8月8日（木）までに、各い
きいきプラザへ。
問虎ノ門いきいきプラザ
　 ☎3539－2941
三田いきいきプラザ☎3452－9421
神明いきいきプラザ☎3436－2500

江戸カフェ「江戸の商人達の
講座と懇談会」
　江戸をテーマにした60歳以上の
男性区民限定のカフェです。芝の
語り部が解説します。
対おおむね60歳以上の男性区民
時 7月28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、7月24日（水）までに、
芝地区高齢者相談センターへ。
　 ☎5232－0840

スマートフォン教室
　スマートフォン操作を基本から
学びます。使用機種は、iPhone
です。
対 50歳以上の区民
時 8月2・9日（金・全2回）午後1時
30分～3時
所飯倉いきいきプラザ

人各12人（60歳以上の新規の人優
先で抽選）
費用　500円（教材費）
申電話または直接、7月20日（土）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
 ☎3583－6366

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 8月13・14日（火・水）
所青山いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、7月20日（土）午後5時
までに、青山いきいきプラザへ。
　 ☎3403－2011

夏のプリザーブドフラワーア
レンジメント講座
　季節に合う作品を作ります。
対 60歳以上の区民
時 7月31日（水）午後2時～4時
所豊岡いきいきプラザ

人 10人（抽選）
費用　3000円（材料費）
持ち物　ハサミ、持ち帰り袋（約
20センチメートル×約25センチメ
ートル）
申電話または直接、7月20日（土）
までに、豊岡いきいきプラザへ。
　 ☎3453－1591

台場訪問相談会「日常生活の
強い味方 福祉用具を体験し
てみよう」
　手すりやシャワーチェア等を展
示し、使い方を説明します。
対 65歳以上の区民
時 7月25日（木）午後3時45分～4時
30分
所台場高齢者在宅サービスセン
ター
申電話で、芝浦港南地区高齢者
相談センターへ。 ☎3450―5905

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

表1夏のラクっちゃイベントウイーク詳細
とき 内容 定員

8月11日 
（日・祝）

午前11時～正午 （1）Laフットキュア～筋肉を整えて快適なカラダづくりを～ ※動きやすい服、タオル、水分補給用の飲み物をお持ちください。 30人（会場先着順）

午後1時～3時 （2）ラクっちゃ ミニシアター「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」（115分、2014年、洋画、日本語字幕付き） 40人（申込順）

8月12日 
（月・振）

午前10時30分～正午 （3）知っていますか？親のこと　伝えてますか？自分のこと　親と子でもしもに備える「あんしんシート」ワークショップ 60人（申込順）
午後1時～2時30分 （4）夏の工作「簡単！カワイイ！デコパージュ」 30人（申込順）
午後3時～4時 （5）みんなと踊ろう「東京五輪音頭―2020―」 30人（会場先着順）

8月13日 
（火）

午前11時～午後0時15分（6）体験レッスン「キックアウト～格闘技エクササイズで脂肪燃焼しよう～」 30人（申込順）
午後1時～2時30分 （7）

夏の料理教室「ひんやりおいしい！アガーでつくる簡単野菜寄せとデザート」
20人（申込順）

午後3時～4時30分 （8） 20人（申込順）

8月14日 
（水）

午前10時30分～正午 （9）よみうり回想サロン～昔を思い出し、今を豊かに生きる～ 60人（会場先着順）
午後1時～2時 （10）ラクっちゃ ミニコンサート「うたとバイオリンで旅する世界」出演：アルル 40人（会場先着順）

午後2時30分～3時30分（11）体験レッスン「マインドボディリセット」※動きやすい服、タオル、水分補給用の飲み物をお持ちください。 30人（会場先着順）

8月15日 
（木）

午前11時～正午 （12）体験レッスン「太鼓ｄｅダイエット」 20人（申込順）
午後1時～3時 （13）ラクっちゃ ミニシアター「シェフ 三ツ星フードトラック始めました」（115分、2014年、洋画、日本語字幕付き） 40人（申込順）

午後3時30分～5時 （14）ラクっちゃ 大納涼祭 60人（会場先着順）
8月16日 
（金）

午前10時30分～正午 （15）夏の工作「簡単！カワイイ！デコパージュ」 30人（申込順）
午後2時～3時 （16）体験レッスン「太鼓ｄｅダイエット」 20人（申込順）

8月17日 
（土）

午前10時30分～11時30分（17）夏の工作「金属の折り紙～おりあみワークショップ～」 
協力：石川金網（株）

30人（申込順）
午後1時～2時 （18） 30人（申込順）

午後2時30分～4時 （19）骨格を知ると「似合う」がわかる！骨格診断ワークショップ 30人（申込順）

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
※一部65歳から
内容・定員・とき　表2のとおり（抽選）
ところ　介護予防総合センター（みなとパーク芝
浦2階）
申し込み　直接、7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。

介護予防総合センター ☎3456－4157
問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推進係

表2 各種教室一覧

内容 定員
（人） とき 開始日 終了日

1 筋力アップマシントレーニング火・金コース※ 10 毎週火・金曜　午前10時～正午 8月2日 10月29日

2 セルフマシントレーニング※ 10 毎週水曜 午前10時～11時30分 8月21日 11月6日
3 やわらかボール体操教室※ 20 毎週木曜 午前10時～11時30分 8月22日 11月7日
4 ラクっちゃフラダンス 22 毎週木曜 午後4時～5時 8月1日 10月24日
5 ラクっちゃステップ 18 毎週水曜 午後4時～5時 8月21日 11月6日
6 ラクっちゃコア 22 毎週火曜 午後4時～5時 8月20日 11月5日
7 ハーマナイズ体想 22 毎週水曜 午後7時～8時30分 8月21日 11月6日
8 ラクっちゃマシントレーニング 8 毎週土曜 午前10時～11時30分 8月24日 12月21日
※は65歳から

介護予防総合センター
 ☎3456－4157

問い合わせ

担当課
高齢者支援課介護予防推進係

8月開始の介護予防総合センターの各種教室

介護予防de
元気に長生き 夏のラクっちゃイベントウイーク

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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健　　康
くつろぎカフェ
　がんを患った人とその家族が、気
軽に立ち寄り、安心してゆっくり過
ごせる場として、くつろぎカフェを
催します。
対がんを患っている人または患っ
たことのある人、その家族
時 8月13・27日（火）いずれも午後1
時30分～3時30分※入退室自由
所がん在宅緩和ケア支援センター
申当日直接会場へ。
※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。
問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）
　 ☎6450－3421

アピアランス（外見）ケア体験
「爪のお悩み解決します～治療
中のお手入れ方法を知って爪ト
ラブルを解決～」
　がん治療中の人に向けてネイルオ
イルの塗り方、爪のケアの仕方やマ
ニキュア等を紹介します。
　治療に伴う脱毛や爪の変色、肌の
くすみ等、外見変化に関するお悩み
をサポートするアピアランス個別相
談も同時開催します。女性だけでな
く、男性もぜひご参加ください。
対区民で、がん患者とその家族
時 8月13・27日（火）いずれも午後1
時30分～2時30分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人 3人（申込順）
申電話またはファックスで、氏
名・電話番号を、開催日前日の午後
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

健康相談・禁煙相談
　保健師・栄養士・禁煙相談員が食

事や生活習慣病、健診結果の見方等
の相談に応じます。
対区民
時 8月14日（水）、9月11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
回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

講座・催し物
サマージャズコンサート
対どなたでも
時 7月27日（土）午前11時～午後0時
15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

カフェコンサートサクソフォン
「サックスコンサート」
　区内在住・在勤の音楽好きが集ま
ったグループが奏でる、サックスと
フリューゲルホルンのアンサンブル
です。
対どなたでも
時 7月27日（土）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

芝の家・第31回ジャズレコー
ドコンサート
　懐かしいジャズレコードの音色を
解説とともに楽しみます。
対どなたでも
時 7月27日（土）午後6時30分～8時30
分
所芝の家（芝3－26－8）
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、芝の家へ。
問芝の家（火・木曜午前11時～午後
4時、水・金・土曜正午～午後5時）
　 ☎・FAX3453－0474 
芝地区総合支所協働推進課地区政策
担当 ☎3578－3192

サン・サンなんで～もまつり
　納涼祭を一緒に楽しみませんか。
模擬店・ゲームコーナー・イベント
を用意しています。
対どなたでも
時 7月20日（土）午後1時～5時
所サン・サン赤坂、赤坂子ども中
高生プラザ
費用　無料（模擬店・ゲームコーナ
ーはチケット（1シート300円）が必要）
問特別養護老人ホームサン・サン
赤坂 ☎5561－7833
赤坂子ども中高生プラザ
　 ☎5561－7830

白金台いきいきカフェ「白金台
寄席～柳亭明楽さんの落語を楽
しみましょう～」
対区民
時 7月26日（金）午後1時30分～3時30分
所白金台いきいきプラザ
費用　100円（茶菓子代）
申当日直接会場へ。※60歳以上で
いきいきプラザの個人登録証をお持
ちでない人は、本人確認書類をお持
ちください。
問白金台いきいきプラザ
　 ☎3440－4627

令和元年度港区文化プログラム
連携事業「第6回港区発掘ご当
地曲盆おどり大会に向けた公開
練習会」
　区のご当地盆踊り曲や新たに作成
した「跳べ！2020」を、地域の皆さん
と一緒に練習しましょう。
対どなたでも
時（1）7月14日（日）午後1時30分～4
時（2）8月19日（月）午後6時30分～8時
30分（3）9月4日（水）午後6時30分～8
時30分
所（1）芝浦港南区民センター区民ホ
ール（2）（3）麻布区民センター区民ホ
ール
持ち物　上履き、うちわ（洋服、和
服問わず踊りやすい服装でお越しく
ださい）
申当日直接会場へ。
問人と地域を元気にする盆踊り実
行委員会（平日午前10時～午後6時）
　 ☎070－4482－7090
メール：

hitotochiikibonodori@gmail.com
地域振興課文化芸術振興係
　 ☎3578－2584

10～20代向けデートDV予防ラ
イブ＆トーク「ヘルシーな恋愛
してる？」
対区内在住・在勤・在学の高校生
～20代の人またはテーマに関心があ
る人
時 8月18日（日）午後2時～4時
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人 60人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、6人程度。8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
https://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

郷土歴史館特別展 「港区と考古
学－未来へ続く、遺跡からのメ
ッセージ－」
　明治時代以降、区内で続けられて
きた考古学の調査・研究の歴史を通
して区の歴史を紹介します。
時 7月20日（土）～9月23日（月・祝）
※8月19～23日（月～金）は、特別展
示室のみ展示替えのため休室
所郷土歴史館2階特別展示室
費用　大人400円、高校生以下200円
（常設展とのセット券：大人600円、
高校生以下200円）※7月19日（金）ま
で前売りセット券（大人500円）を販
売しています。※区内在住・在学の
小中高校生、区内在住の65歳以上の
人および障害者とその介助者の観覧
料は無料です。証明できるものをお
持ちください。
問郷土歴史館 ☎6450－2107

歴史館体験教室「古代のアクセ
サリーを作ろう！～勾玉・管玉
作り～」
　勾玉または管玉を作り、区の歴史
を学びます。
対小学1年生以上どなたでも※小学
3年生以下は保護者同伴

※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。

みなと

※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。
7
月
14
日（
日
）

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

古川橋病院（内） 南麻布2－10－21 3453－5011
赤坂国際KG歯科（歯） 赤坂2－12－33　赤坂永楽ビル4階 3587－0418
★川村内科医院（内） 新橋5－10－6　川村ビル1階 3431－3322

7
月
15
日（
月・祝
）

もとやまクリニック（内） 白金1－8－9 3473－2866
国際医療福祉大学三田病院

（内・外） 三田1－4－3 3451－8121
牧野歯科医院（歯） 芝大門2－5－1　アルテビル芝大門1階 3578－9700
六本木歯科医院（歯） 六本木7－18－5　ソフィア六本木1階 3401－8958
★岸本クリニック（内） 六本木5－16－4　六本木エーワンビル4階 3589－2112
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）

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

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
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）

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。
港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090－9378－7915

7月14日（日） 虎ノ門鈴薬局 西新橋1－19－13　斉木ビル1階 5521－2067

7月15日（月・祝）あおい調剤薬局 虎ノ門1－2－16　浜崎ビル1階 3591－0356

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

夜間・休日診療 
モバイルサイトからもご覧いただけます

▲

診療時間　　は午前９時～午後５時
診療時間　　は午後５時～午後10時★

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
へ
の
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
、
特
記
が
な
い
場
合
は
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
の
受
け
付
け
と
な
り
ま
す
。
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　情報公開制度は、区が保有する区
政情報（文書や図面等）を閲覧した
り、その写しを請求したりできる制
度です。
　区では、「知る権利」を保障し、区
民の皆さんの区政への参加を促進
し、公正で開かれた区政を推進する
ため、情報公開制度を設けています。
請求手続き
　区政情報の公開請求は、各総合支
所管理課管理係で受け付けていま
す。郵送、電子申請サービスでも手
続きができます。郵送の場合は、港
区ホームページにある「区政情報公
開請求書」に必要事項を明記の上、
〒105－8511　港区役所情報政策課
個人情報保護・情報公開担当へ。
費用　写しの交付を受ける場合はコ
ピー代として費用がかかります。
A3判以下で単色刷り片面1枚につき
10円です。

平成30年度実施状況　表1・表2参照

◆各総合支所区民課窓口サービス係・台場分室◆　芝地区☎3578－3143　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
◆各総合支所管理課管理係◆　芝地区☎3578－3191　麻布地区☎5114－8811　赤坂地区☎5413－7014　高輪地区☎5421－7124　芝浦港南地区☎6400－0011

時 7月26日（金）午前10時～正午
所郷土歴史館
人 12人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、3人。保育希望の人は、は
がきに明記してください）
申郵送で、往復はがきの往信面に、
講座名・郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）、学校名、学年、電話番号、
返信面の宛て先欄に郵便番号・住
所・氏名を明記の上、7月17日（水・
必着）までに、〒108－0071白金台4
－6－2　郷土歴史館へ。
問郷土歴史館 ☎6450－2107

お 知 ら せ
港区保健所運営協議会
　港区保健所運営協議会条例に基づ
く「港区保健所運営協議会」を開催
し、区内の公衆衛生および保健所の
運営に関する事項を審議します。
対どなたでも
時 7月30日（火）午後1時～2時30分
所みなと保健所8階大会議室
申傍聴を希望する人は、当日直接
会場へ。
問生活衛生課庶務係 ☎6400－0041

令和元年度第5回港区男女平等
参画推進会議
対傍聴を希望する人はどなたでも
時 7月25日（木）午前10時～正午
所区役所5階
人 5人程度（申込順）
申傍聴または保育（4カ月～就学前、
3人程度）を希望する人は、電話で7
月18日（木）までに、総務課人権・男
女平等参画係へ。 ☎3578－2025

変更・休止情報等
コンビニ交付サービスの一部利
用休止
　システムメンテナンスのため、コ
ンビニでの戸籍に関する証明書の取
得ができなくなります。

時 7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

電話予約サービスによる証明書
の受け取り休止（台場分室）
　電気設備法定点検に伴う停電によ
り、芝浦港南地区総合支所台場分室
の電話予約サービスは終日利用でき
ません。
　休止日に住民票の写し・印鑑登録
証明書の受け取りを希望する人は、
台場分室以外の各総合支所における
電話予約サービスをご利用くださ
い。※コンビニ交付サービスは通常
どおり利用できます。※コンビニ交
付サービスを利用するには、マイナ
ンバーカード（個人番号カード）また
は住民基本台帳カードと暗証番号登
録が必要になります。暗証番号登録
については、各総合支所区民課窓口
サービス係へお問い合わせくださ
い。
葦 7月15日（月・祝）終日
梓芝浦港南地区総合支所台場分室
鯵各総合支所区民課窓口サービス
係 ☎欄外参照

芝浦港南区民センター臨時休館
　芝浦港南区民センターの受変電設
備について、改修工事を実施しま
す。工事期間中は全館停電となるた
め、区民センターを臨時休館します。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をお願いします。
時 11月16日（土）～30日（土）
問芝浦港南区民センター
 ☎3769－8864
芝浦港南地区総合支所管理課
 ☎6400－0011

ちぃばす「芝ルート」のバス停
一時休止
　「新橋こいち祭」開催に伴う交通規
制による迂回のため、復路（新橋駅
方面）で85「烏森神社」バス停を一時

休止します。
時 7月25・26日（木・金）正午～最終
便※当日の交通規制の状況により、
時間帯が変更になる場合がありま
す。
問㈱フジエクスプレス
 ☎3455－2213
地域交通課地域交通係 ☎3578－2279

ちぃばす「高輪ルート」のバス
停一時休止
　「町ぐるみ三田納涼カーニバル」開
催に伴う交通規制による迂回のた
め、ちぃばすのバス停の5「勤労福祉
会館前」・6「芝五丁目」・150「浅草線
三田駅前」・151「慶應義塾東門」・152
「三田三丁目」・153「三田四丁目」・
154「高輪一丁目」を休止します。
葦 7月20日（土）午後2時51分～最終
便※当日の交通規制の状況により、
時間帯が変更になる場合がありま
す。
鯵㈱フジエクスプレス ☎3455－2213
地域交通課地域交通係 ☎3578－2279

求人・区民委員募集
港区職員（技能Ⅵ（作業Ⅲ：清掃
作業））
採用予定人数　若干名
対令和2年4月1日現在35歳未満の人
採用予定日　令和2年4月1日以降
時第1次試験：8月25日（日）
選体力測定、短答式作文試験およ
び面接
申本人が直接、7月29日・30日
（月・火）午前9時～午後1時に、申込
用紙（写真添付）等を人事課人事係
（区役所10階）へ。申込受付時に簡単
な体力測定を行います。※受験資
格・採用選考日程・勤務場所等につ
いて詳しくは、選考案内（申込用紙）
をご覧ください。選考案内（申込用
紙）は、人事課人事係・各総合支
所・台場分室・各港区立図書館等で
配布しています。選考案内（申込用

紙）は港区ホームページからダウン
ロードもできます。
問人事課人事係 ☎3578－2107

港区職員（保育士）
採用予定人数　20人程度
対令和2年4月1日現在、20歳以上38
歳未満で保育士の資格を有し、都道
府県知事の登録を受けている人
採用予定日　令和2年4月1日以降
時第1次試験：8月25日（日）
選択一試験、作文試験および面接
申人事課人事係（区役所10階）・各
総合支所・台場分室、各港区立図書
館等で配布している申込用紙に必要
事項を明記し、写真添付の上、郵送
または直接、8月2日（金・必着）まで
に、〒105－8511　港区役所人事課
人事係へ。※受験資格・採用選考日
程・勤務場所等について詳しくは、
選考案内（申込用紙）をご覧くださ
い。選考案内（申込用紙）は、人事課
人事係・各総合支所・台場分室・各
港区立図書館等で配布しています。
選考案内（申込用紙）は港区ホームペ
ージからダウンロードもできます。
※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 ☎3578－2107

開かれた区政の
推進をめざして
港区の情報公開制度

表1 公開請求者の内訳 （人）
請求者の区分 請求者数※1

区内在住者 26

区内法人・団体等 25

区外在住者 42

区外法人・団体等 72

合計 165
※1　請求者数は延べ人数です。

表2 実施機関別処理件数 （件）
実施機関 件数

区長 153

教育委員会 11

選挙管理委員会 0

監査委員 0

議会 1

合計 165

図 情報公開請求の手続き

情報アンテナ
■「お肉の情報館」夏休み臨時開館
　食肉の生産から食卓に届くまでの流れ
を、展示や映像で分かりやすく紹介しま
す。自由研究にも役立つ資料の配布や、親
子で挑戦できるクイズもあります。詳しく
は、東京都中央卸売市場ホームページ
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/syo 
kuniku/topix/
をご覧ください。
とき　7月20日（土）・8月24日（土）午前10時
～午後6時 ところ　東京都中央卸売市場食
肉市場　センタービル6階「お肉の情報館」
（港南2－7－19） 問い合わせ　東京都中央
卸売市場食肉市場管理課　☎5479－0651

総務部情報政策課個人情報保護・
情報公開担当 ☎3578－2064
各総合支所管理課管理係
 ☎欄外参照

問い合わせ

写しの交付
（費用がかかります）

港区情報公開・個人
情報保護審査会の審
査を経て裁決

照会

閲覧・視聴
（無料）

公開 非公開等 不存在等

回答

公開された区政情報は適正に使用してください。
区政情報を第三者の権利の侵害や、もっぱら営利目的のために使用しては
なりません。

決定に不服がある場合には、審査請求
ができます

原則として14日以内に決定

相談

…行政機関 …手続き事項 …補足事項

情報公開請求 情報提供

各総合支所管理課管理係 担当課

区の手続きや施設・催し物のご案内は

年中無休  午前7時～午後11時
☎5472－3710
FAX5777－8752
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港区は、みどりの保全とごみの減量に努めています。
この広報紙は、古紙を利用した再生紙を使用しています。

港区観光プロモーション展示
～とっておきの1日を港区で～

を開催します
　区内各地域の魅力を知ることが
できる「港区観光フォトコンテス
ト2018」入賞作品の展示をはじめ、
「港区ワールドプロモーション映
像」の放映、「MINATOシティプ
ロモーションクルー認定事業」に
認定された、企業等による区の魅
力発信の取り組みを紹介します。
　また、VR（バーチャル・リアリ
ティー）で区内の観光を体験する
ことができる「VR体験会」、各ブ
ースにあるスタンプを集めると記
念品がもらえる「スタンプラリー」
を期間限定で開催する他、区内の
観光スポット等を紹介する観光冊
子の配布も行います。
　今回の展示を機に、ぜひ区の魅
力を感じてください。
展示会
対象　どなたでも
とき　8月22日（木）まで、午前9時
～午後8時30分
※土曜は午後5時まで
※日曜・祝日を除く。

　熱く乾いた地面に水をまき、地
表温度を下げる打ち水イベントを
実施します。参加者には記念品を
差し上げます。
対象　どなたでも
とき・ところ　表のとおり
申し込み　当日直接会場へ。

　区内では、犬を飼う人が年々増
えています。犬を飼うことで気持
ちが癒やされたり、家族の絆が強
まったりする一方で、街には犬が
苦手な人やアレルギーのある人も
います。人も犬もみんなが気持ち
よく暮らすためには、周囲の人へ
の細やかな気配りがとても大切で
す。
マナーは守られていますか
　犬の本能・習性等を正しく理解
し、生活に必要なマナーを身に付
けさせましょう。
ふんは持ち帰りましょう
　区には、犬のふんの放置に関す
る苦情が寄せられています。ふん
の始末は飼い主の責任です。散歩
の時はふんを持ち帰る袋、ペット
シーツ、水を用意しましょう。ふ
んをしたらきちんと拾って自宅に
持ち帰ってください。散歩中のお
しっこは、ペットシーツで吸い取
る、水できれいに洗い流す等、周
囲の環境保全に努めましょう。
散歩時は犬のリードを短く持ちま
しょう
　リードをつなぐのは、人が犬と
手をつなぐことと同じです。犬の
安全を守るため、周囲の人に迷惑
をかけないために、外出時は必ず
犬をリードでつなぎ、放さないよ

うにしてください。リードは短く
持って散歩しましょう。長さが変
えられるタイプのリードはロック
せずに散歩すると、伸びたリード
につまずいたり、犬が苦手な人を
怖がらせてしまう場合がありま
す。長さが変えられるリードを使
用する時は、短い状態でロックを
かけておいてください。
　犬が好きな人も、苦手な人も気
持ちよく生活できるように、マナ
ーを守って散歩をしましょう。
夏に気を付けたいこと
　炎天下の道路は熱くなっていま
す。夏の散歩は、早朝か夜間の路
面が冷えている時間にしましょ
う。熱中症を予防するために、散
歩をするときは、水と食器を持ち
歩き、こまめに水分補給をさせる
ことがおすすめです。犬の様子を
確認しながら、無理せず散歩をし
ましょう。
　犬は全身を毛で覆われており、
体温調節が苦手な動物です。室内
での留守番や、日なたにずっとつ
ながれていると熱中症を起こすこ
とがあります。室内で留守番させ
るときは、エアコンを使用する
等、部屋の温度に注意してくださ
い。犬小屋もできるだけ直射日光
を避けたところに置きましょう。

⑮
東京2020パラリンピック競技大会に向かって

パラテコンドー

VR体験会・スタンプラリー
とき　7月17日（水）・24日（水）・
31日（水）・8月7日（水）・21日（水）
午前9時～午後5時15分
※ スタンプラリーの記念品はなく
なり次第終了します。

展示会・VR体験会・スタンプラ
リー共通事項
ところ　東京区政会館（千代田区
飯田橋3－5－1）

産業振興課観光政策担当
 ☎3578－2552

問い合わせ

表 開催日時・場所
とき ところ

7月31日（水）午後3時30分 日比谷通り（都営線三田駅A9番出口付近）
8月1日（木）午後2時 ハマサイト（浜松町駅北口交通広場）
8月6日（火）午後3時30分 国際新赤坂ビル西館地下広場
8月21日（水）午後5時 竹芝客船ターミナル広場
※イベント時間は、15分程度です。　※いずれも雨天中止

　「みなと環境にやさしい事業者会
議（通称：mecc）」は、事業者や区
が中心となって集まり、環境保全
活動に取り組むことを目的として、
平成18年5月に設立しました。
　年間を通じ、打ち水やごみ拾い、
エコバザー等の活動をしています。

人も犬もみんなが
気持ちよく暮らすために

こんなときは届け出を
　狂犬病予防法等により、次の場
合は届け出が必要です（手数料は
現金のみの取り扱いです）。
● 犬を飼い始めた時（登録手数料
3000円）

●  狂犬病予防注射を受けた時（注
射済票交付手数料550円）

● 引っ越して区に転入した時や犬
を譲り受けた時
※ 前住所地の犬鑑札を持参してく
ださい。犬鑑札がない場合、鑑
札再交付手数料（1600円）が発生
します。
●  区内で転居した時（区外へ転居
した時は、転居先の自治体に届
け出てください。）

● 飼い犬が死亡した時
●  飼い犬がかむ、ひっかく等人に
けがを負わせた時

● �犬にかまれ、被害届を出したい
時（任意）

○犬の登録、各種届け出について
各総合支所区民課保健福祉係
 ☎欄外参照
○地域におけるマナーに関する
相談
各総合支所協働推進課協働推進
係 ☎欄外参照
○その他の相談
生活衛生課生活衛生相談係
 ☎6400－0043

問い合わせ

環境課地球環境係 ☎3578－2497
○イベントについて
みなと環境にやさしい事業者会
議（mecc）事務局 ☎6806－9280

問い合わせ

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

m
メ ッ ク

ecc
打ち水大作戦
2019

　パラテコンドーには、上肢に障害が
ある選手を対象とした1対1で対戦する
パラテコンドーキョルギ（以下「キョル
ギ」という）と、知的障害のある選手が
型を競うパラテコンドープムセの2種類
の競技があります。ここでは、東京
2020大会で正式種目として採用された
キョルギについて紹介します。

　試合は八角形のコートで行われ、足
技による攻撃でポイントを競います。
相手の胴の正しい位置に正しい強さで
蹴りが入ると「有効」として基本ポイン
トが2点。さらに、180度の回転が加わ
った後ろ蹴りにはテクニカルポイント1
点が加算されて計3点、360度の回転蹴
りには2点の加算で計4点となります。
回転度数によって加算点数を分けるの
はオリンピックにはないパラリンピック
ならではのルールで、「最大4点の獲得
が可能な、一発逆転ありのダイナミッ
クな試合展開が期待できます」と（社）全
日本テコンドー協会パラ委員の木下ま
どかさんは言います。

　防御の戦
術も見どこ
ろの一つで
す。「選手一
人一人で障
害の程度・
種類が違うため、戦術も個々で違って
きます」と木下さん。「残存する腕を最
大限に使う、蹴り続けて相手に攻撃の
機会を与えない、立ち位置をずらして
有効な蹴りにさせない等、自分の強み
を生かし、相手の特性を見極めて瞬時
に切り替える戦術に個性が光ります」と
話してくれました。
　障害の程度によって重い人から順に
K41～K44の4クラスがあり、東京2020
大会ではK43とK44クラスに該当する選
手が参加対象となります。男女とも体
重別の3階級に分かれ、計6種目が行わ
れます。2分×3ラウンドという試合時
間の中で繰り広げられる、華麗で鋭い
蹴りの応酬と個性光る防御の数々を一
緒に楽しみましょう。

全日本テコンドー協会 検索

VR体験会で見ることができる映像の一部
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