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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。

地域振興課文化芸術振興係　☎3578－2584
問い合わせ

まだ見ぬミュージアム、あなたの為のエキスポ。
　ミナコレ（MINATO COLLECTION）とは、区と区内にある美術
館・博物館等が連携してイベントを集中開催するプログラムです。
たくさんの美術館・博物館等を巡って、古今東西のさ
まざまな芸術や文化、現代の先端技術等、数々のコ
レクションと魅力的なイベントをお楽しみください。
　ミナコレに参加している施設について、詳しくは、
パンフレットや港区ホームページをご覧ください。
　二次元コードをスマートフォンで読みとると、ミナ
コレホームページをご覧いただけます。

◦スタンプラリーカードは１人１枚です。
◦スタンプラリーカードをコピーした

　用紙を使用することはできません。
◦�展示を見ないでスタンプを押すことはできません。
◦施設によっては入館料が必要です。
◦�休館日の施設ではスタンプを押すことはできません。
◦�スタンプラリーカード、景品ともに、なくなり次第終了と
なります。

8月31日
（土）まで

開催期間

ミナコレ
ホームページ
二次元コード

青山一丁目駅青山一丁目駅 赤坂見附駅赤坂見附駅

赤坂駅赤坂駅

溜池山王駅溜池山王駅

虎ノ門駅虎ノ門駅

新橋駅新橋駅

汐留駅汐留駅御成門駅御成門駅

神谷町駅神谷町駅

大門駅大門駅
浜松町駅浜松町駅

竹芝駅竹芝駅

日の出駅日の出駅

芝浦ふ頭駅芝浦ふ頭駅

田町駅田町駅

三田駅三田駅

芝公園駅芝公園駅

赤羽橋駅赤羽橋駅

麻布十番駅麻布十番駅

白金高輪駅白金高輪駅

広尾駅広尾駅

表参道駅表参道駅

外苑前駅外苑前駅

乃木坂駅乃木坂駅

六本木駅六本木駅
六本木一丁目駅六本木一丁目駅

泉岳寺駅泉岳寺駅

高輪台駅高輪台駅

白金台駅白金台駅

品川駅品川駅

台場駅台場駅

お台場海浜
公園駅
お台場海浜
公園駅

❶TEPIA�先端技術館
❷岡本太郎記念館
❸根津美術館※

❹虎屋�赤坂ギャラリー※
❺国立新美術館
❻21_21�DESIGN�SIGHT
❼サントリー美術館
❽�東京ミッドタウン・�
デザインハブ※

❾フジフイルム�スクエア
�森美術館
�東京都立中央図書館

�外務省�外交史料館
�菊池寛実記念�智美術館
�NHK放送博物館
��旧新橋停車場�
鉄道歴史展示室※

��共同通信社ニュースアート�
＆パークホテル東京

�パナソニック�汐留美術館
�アドミュージアム東京

�ニコンミュージアム
��東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム（水産資料館）
�ソニー・エクスプローラサイエンス

青山エリア

赤坂・六本木 エリア 新橋・虎ノ門・芝エリア 

港南・台場エリア

白金台・高輪エリア

※�はスタンプラリー対象
外です。イベントや展
示会のみ開催します。

参加館一覧
�港区立郷土歴史館
��国立科学博物館�
附属自然教育園

�東京都庭園美術館
��味の素�
食の文化センター�
食の文化ライブラリー

�物流博物館
�マクセル�アクアパーク品川※

グルグル王子グルーにゃ
ミナコレ イメージキャラクター

　アートに出合えた
感動や新たな発見
を、作品で表現し応
募しましょう。作
文、絵のジャンルで

募集します。優秀作品には、賞状とミ
ナコレ参加館オリジナルグッズ等のプ
レゼントが贈られます。スタンプを６
個以上集めると、応募できるようにな
ります。応募方法等詳しくは、港区ホ
ームページをご覧ください。

ミナコレ賞
�作品募集

期間中は、区内の
ミュージアムを巡る

スタンプラリーを開催します

スタンプ3個で マグネット

スタンプ6個で
アニマルティッシュ

ケース

スタンプを
集めると全員に景品をプレゼント
スタンプラリー景品

　パンフレットとスタ
ンプラリーカードをミ

ナコレ参加館や区の施設で入手しま
しょう。スタンプを規定数以上集め
ると景品がもらえます。

参加方法

ルール
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　区では、NPO等による公益活動
への支援として、港区NPO活動助
成事業を行っています。このたび、
表2のとおり令和元年度の助成団体
が決定しました。

　この事業は、区民の皆さんや、企
業等の寄付からなる「みなとパート
ナーズ基金」を活用しています。
　本助成事業には、（1）団体の活動
基盤の強化に対する「団体活動基盤

整備事業」（2）社会的課題の解決、区
民福祉の向上が期待できる活動に対
する助成である「地域福祉向上事業」
（3）活動団体同士の協働事業に対す
る助成である「団体による協働事業」
（4）区の所管課との協働事業に対す
る助成である「区との協働事業」の4
区分があります。
　今後、各助成団体の活動につい
て、「広報みなと」等で紹介する予定

です。関心がある人は、各団体が実
施する事業へご参加ください。
※ 本助成事業は、毎年2月頃に事業
の募集を行っています。募集時期
になりましたら、「広報みなと」等
でお知らせします。

地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当 ☎3578－2557

問い合わせ

　次の（1）～（3）に示す、対象の障
害者手当を受給している人は、受
給資格更新のために現況届を提出
してください。
　現況届に基づき、手当の受給資
格継続について判定します。現況

届の提出がない場合は、手当の支
給は停止します。
対象
（1）心身障害者福祉手当（身体障害
者手帳1～3級、愛の手帳1～4度、
難病医療費助成制度受給者、進行

性筋萎縮症、脳性麻痺）
（2）特別障害者手当、障害児福祉
手当、経過的福祉手当
（3）重度心身障害者手当
提出期限
　対象者には、8月上旬に現況届
の用紙を送付します。8月30日
（金）までに返送してください。
受給資格が継続されない人
◦施設に入所している人

●所得限度額を超えている人
● （2）の特別障害者手当、（3）の重
度心身障害者手当は3カ月を超
えて入院している人

● 児童育成（障害）手当を受給して
いる人

障害者福祉課障害者事業運営係
 ☎3578－2389

問い合わせ

　子どもの発達について相談する
窓口として、また、療育の必要な
子どもの療育の場（通所）として、
令和2年4月に区立児童発達支援セ
ンターを開設します。これに伴
い、こども療育パオと発達支援セ
ンター相談室の子どもの発達相談
は、児童発達支援センターに移行
します。
名称
　区立児童発達支援センター

場所
　南麻布4－6－13（複合施設1階）
対象
　表1のとおり
実施事業
　障害児の自立のために必要な知
識を身に付け、集団生活への適応
を支援するとともに、障害児や障
害の疑いのある児童への相談を実
施する子どもの療育の拠点施設で
す（表1参照）。
※ ご利用には、原則、児童福祉法

に規定する「通所受給者証」が必
要です。
料金
　原則、児童福祉法に基づく利用
料金と給食費等実費（3～5歳児は、
給食費等実費のみの負担）。
運営事業者
　（社福）友愛十字会

説明会を開催します
　児童発達支援センターの事業と
利用方法について説明します。

対象　区立児童発達支援センター
の利用を希望する人
とき　9月11日（水）午前10時～11
時
ところ　ヒューマンぷらざ7階（芝1
－8－23、障害保健福祉センター）
定員　45人（申込順）
申し込み　電話またはファックス
で、9月10日（火）午後3時までに、
障害者福祉課発達障害者担当へ。

表1 区立児童発達支援センターの事業について
事業名 実施時間 対象者 事業内容

総合相談（最初の相談窓口） 午前9時～午後6時 0歳児～18歳未満 児童の成長や発達について相談できます。

児童発達支援

平日 
午前9時30分～午後2時30分 

週5日程度
おおむね3～5歳児

日々の活動の中で基本的な生活習慣を身に付け、遊びを通してさ
まざまな経験を重ねます。
小さな集団の中で友達とのやりとりを通して集団生活に適応で
きる力を身に付けます。

平日午後 
1回1時間～1時間30分 

1カ月のうち1～8日程度
幼稚園・保育園等に通う3～5歳児 活動を通して「できる」経験を重ねることで、幼稚園、保育園等に

おいて自信を持って物事に取り組めるよう支援します。

放課後等デイサービス
平日および土曜日 

1回1時間～1時間30分 
1カ月のうち1～8日程度

学校に就学している児童
心理士、作業療法士、言語聴覚士が中心となり専門的見地からお子
さんの課題に応じた個別指導および小集団で療育を行います。生活
能力の向上および社会性やコミュニケーションスキルを伸ばすこ
とをめざします。

居宅訪問型児童発達支援 平日 
1カ月のうち1～8日程度

重度の障害の状態その他これに準ずる状
態にある、児童発達支援等を受けるために
外出することが著しく困難な児童

居宅を訪問し、日々の生活における基本的な生活習慣を身に付
け、遊びを通してさまざまな経験を重ね、生活能力の向上を図り
ます。

保育所等訪問支援 平日　 
1カ月のうち2日程度

保育園等集団生活を営む施設に通う0歳児
～18歳未満

保育園、幼稚園、学校等を訪問し、集団生活への適応のための専門
的な支援等を行います。

表2 助成団体名等
区分 団体名 団体概要 主な活動 助成金決定額

団体活動
基盤整備
事業　　

（特）AHA Gallery Project 
（アハ ギャラリー プロジ
ェクト）

日本の美術作家が活動を続けられるよう、区から若手美術
作家の作品を発信していく。さらに、アートが日常的、社会
的な存在となることを実現する。

世界に一つだけしかない作品と触れる機会を提供し、アートを身
近に感じてもらうことを目的に、美術作家の作品展示会を提供し
ている。鑑賞会は、美術大学の先生を招き、美術を身近に感じても
らうためのセミナーを開催する。

25万円

スーパートマト子ども会
小学生、中学生が持つ素晴らしい個性を才能に開花させる
ため、「見る力」「理解する力」「表現する力」を育む場をつく
り、次世代につなげていくことをめざす。

年齢、性別、国籍、障害の有無を問わず、それぞれが持つ素晴らしい
個性を唯一無二の才能に変えるために、食育の要素を取り入れ創
作活動を多面的に学べる場を提供する。

23万円

地域福祉
向上事業

（特）アフォール
地域の中で支え合い、学び合う場を提供することで、子ども
を産み育てることの負担・不安を和らげ、子育てしやすい環
境づくりを行う。

保育園および幼稚園マップである「みなと園のことマップ」につい
て、各園の情報を収集して掲載するとともに、マップの活用や子育
ての悩みを共有するための情報交換の場「園活おしゃべり会」を開
催して、より良い園生活のスタートを支援する。

31万9000円

（特）暮らしのグリーフサ
ポートみなと

グリーフ（大切な人を亡くし、大切な物を失うこと）に寄り
添い、共に生きていくことを一緒に考える安心・安全な場所
を提供する。

グリーフを抱える人が必要なサポートを受けることができるよう
に、グリーフへの向き合い方について、専門スタッフによる個別相
談や専門スタッフを養成する講座を実施する。

50万円

（特）妊婦のくらし
妊婦および産後の女性が楽しく、豊かに暮らせる社会の実
現に向け、必要な情報発信等を行い、自分らしさを保ち続け
られる社会づくりに寄与する。

働きながら妊娠や育児を経験する人、その周りの人や家族を対象
にした「ワーク・妊婦・バランス」の情報発信を行い、セミナーを開
催する。

33万3000円

※令和元年度は、「団体による協働事業」および「区との協働事業」への助成金交付はありません。

令和元年度「港区NPO活動助成事業」
の助成団体が決定しました

心身障害者福祉手当等現況届の
提出について

〇お子さんの相談および施設利
用希望について
こども療育パオ ☎5439－8055
〇施設の管理運営について
障害者福祉課発達障害者担当
 ☎3578－2694　FAX3578－2678

問い合わせ

　江東区有明一丁目のマンション建設現場で信管付きの不発弾が再度、見つかったことに伴い、7月28日（日）午前9時から、現地で陸上自衛隊の不発弾処
理隊が撤去作業を行います。これに伴い、江東区と港区をつなぐ「のぞみ橋」が交通規制される予定です。詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
 問い合わせ　防災課危機管理担当　☎3578－2515

こども療育パオと発達支援センター相談室を移転し、
新たに区立児童発達支援センターを開設します
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熱中症に注意しましょう
　熱中症の発生時期は、7～8月頃にかけてピ
ークを迎えます。熱中症は室内でも多く発生
します。高齢者、乳幼児、病気等で体力が低
下している人は特に注意しましょう。
予防のポイント
● のどが渇く前に、こまめに水分を補給しま
しょう。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
のとり方について主治医と相談しましょ
う）。

● エアコン・扇風機を上手に使用しましょ
う。

● 室内に温度計・湿度計を置き、室内の状況
をこまめにチェックしましょう。目安は室
温28度、湿度70パーセント未満です。
● 体を締め付けない涼しい服装にしましょ
う。

●涼しい場所・施設を利用しましょう。
● 暑さに備えた体力づくりをし、バランスの
良い食事をとりましょう。

症状と対策（図参照）
　熱中症は急激に症状が進みます。自力で水
分が取れないときや症状が改善しないとき
は、すぐに医療機関を受診しましょう。自力
で医療機関に行けない場合は、ためらわずに
救急車を呼びましょう（救急車を呼ぶか迷う

ときは、電話で、「＃7119」の救急相談センタ
ーへ）。
熱中症予防リーフレットを無料で配布しています
　区内の区有施設、みなと保健所では熱中症
予防リーフレット（成人編・乳幼児編）の日本
語版と英語版を無料で配布しています。リー
フレットは港区ホームページからダウンロー
ドもできます。
熱中症予防情報サイト（環境省）
　暑さ指数（WBGT）の予測値、個人向けの
メール配信サービス等、熱中症予防に役立つ
情報が掲載されています。
http://www.wbgt.env.go.jp/

　二次元コードをスマートフォンで読み取る
と、環境省のサイトをご覧いただけます。

健康推進課健康づくり係 ☎6400－0083
環境課環境政策係 ☎3578－2506

問い合わせ

港区文化芸術活動サポート事業
　区は、区内で行われる多彩な文化
芸術活動およびそれらの活動を行う
団体を育成するため、港区文化芸術
振興基金を活用し、経費の一部に対
し助成金を交付するとともに、専門
家のアドバイスにより支援していま
す。これにより、区内の文化芸術活

動団体が活性化され、発展していく
ことと、区民の皆さんが文化芸術に
触れる機会の拡充をめざします。
　令和元年度の助成団体は、表1の
とおりです。
港区文化プログラム連携事業
　区は、区内で行われる文化芸術事
業とその主催団体を一定期間指定

し、事業に係る経費の一部を負担す
るとともに、区と文化芸術を行う主
催団体が連携することにより、東京
2020 オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会に向けた港区ならではの
文化プログラムを展開します。これ
により、文化芸術を通じて、互いに
多様性を認め合い、誰もが共生でき

る地域社会の実現をめざします。
　令和元年度の指定団体は、表2の
とおりです。
　各助成団体および各指定団体の事
業の詳細は、港区ホームページで順
次お知らせします。

地域振興課文化芸術振興係
 ☎3578－2584

問い合わせ

令和元年度「港区文化芸術活動サポート事業」
「港区文化プログラム連携事業」の助成団体および指定団体が決定しました

表1 令和元年度 港区文化芸術活動サポート事業助成団体一覧（50音順）
団体名 事業名 助成金交付決定額

赤坂街歩きの会 赤坂街歩きの会14回、15回セミナー 50万円
Ensemble Levent（アンサンブル　ルヴァン） 西洋音楽と邦楽の対比による芸術的価値の創出 48万5000円

（社）オフィスアルブ Echoes of Calling（エコーズ オブ コーリング） ～アイルランド文化の伝統と今をつなぐ（仮題） 200万円
（社）東京文化センター OPEN！FURNITURE（オープン！ファニチャー） 200万円
（社）日本の伝統芸能 赤坂文楽 #22　『人形浄瑠璃文楽　体験講座と名作鑑賞』 200万円
（社）Para Dance Creators（パラ ダンス クリエーターズ） Para Gala（パラ ガラ） 127万8000円
（社）松の会　港区支部 みんなの能楽教室『第19回松能会』 183万1000円
（社）みつ蛍 まちを画廊に来て見展 34万3000円
オル★テラ実行委員会 第四回　オル★テラ　六本木縁日 50万円

（公社）日本女子プロ将棋協会 将棋フェス2019 50万円
子供のためのシェイクスピア実行委員会 子供のためのシェイクスピア『じゃじゃ馬ならし』 83万3000円
近衛樂友会オーケストラ クリスマスコンサート2019 34万4000円
すいれん＆ヴォ―チェ・アミーチ すいれんの会コンサート 50万円
美音彩～Be On Sai～ 連続講座・『美』探求ワークショップ＜市井に潜む美しい表現たち＞ 50万円
フィンランド・タンゴ&ダンス国際協会 みなと友好文化交流コンサート2019 45万4000円
void+委員会 Unknown Image Series No.8 山元彩香（アンノーン イメージ シリーズナンバーエイト ヤマモト アヤカ） 50万円
まちはだれのもの実行委員会 まちはだれのもの2019 200万円
港キッズ　赤坂こども歌舞伎会 港キッズ　赤坂こども歌舞伎会 50万円
La Gemma ラ・ジェンマ 音楽による地域交流・育成事業 50万円

表2 令和元年度 港区文化プログラム連携事業指定団体一覧（50音順）
団体名 事業名 負担金交付決定額

ensemble-no（アンサンブルノウ） トーク＆コンサート「Noh×Contemporary Music（ノウ×コンテンポラリーミュージック）」vol.7 272万2000円
慶應義塾大学アート・センター 都市のカルチュラル・ナラティブ：地域文化資源ディスカバリー―地域文化を再発見する講座 400万円
コドモチョウナイカイ事務局 デザインでつくる｜コドモチョウナイカイまつり2019「デザインピック」 248万円
シアターコモンズ実行委員会 シアターコモンズ'20 400万円
スロームーブメント実行委員会 「ソーシャルサーカス」マイノリティー支援事業 400万円
Dance New Air（ダンス・ニュー・エアー）実行委員会 Dance New Air 2020 プレ公演 サイトスペシフィックシリーズVol.3『no room』 400万円

（特）キッズファン 第10回子どものためのジャズコンサート 320万円
人と地域を元気にする盆踊り実行委員会 第6回港区発掘ご当地曲盆踊り大会 359万8000円

水や氷で冷やしましょう

すぐに救急隊を要請する

首、脇の下、
足の付け根など

重症度
Ⅰ度

重症度
Ⅱ度

重症度
Ⅲ度

出典：「熱中症環境保健マニュアル 2018」（環境省）
　　　http://www.wbgt.env.go.jp/を加工しています

熱中症の症状と対策

このような症状があれば…

（入院して集中治療の必要性のある重症）

（病院への搬送を必要とする中等症）

（現場での応急処置で対応できる軽症）

手足がしびれる

めまい、立ちくらみがある

筋肉のこむら返りがある（痛い）

気分が悪い、ボーっとする

頭ががんがんする（頭痛）

吐き気がする・吐く

体がだるい（倦怠感）

意識が何となくおかしい

意識がない

体がひきつる（けいれん）

呼び掛けに対し返事がおかしい

まっすぐ歩けない・走れない

体が熱い

涼しいところで一休み。
冷やした水分・塩分を
補給しましょう。誰か
が付いて見守り、良く
ならなければ、病院へ。

Ⅰ度の処置に加え、衣
服をゆるめ、体を積極
的に冷やしましょう。

救急車を呼び、最寄り
の病院に搬送しましょ
う。

携帯電話用
二次元コード

スマートフォン用
二次元コード

図

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

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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児童館
子ども中高生プラザ

児童高齢者交流プラ
ザ

仲間づくりや交流の場として利用
できます
　児童館や子ども中高生プラザ、
児童高齢者交流プラザは、乳幼児
から高校生までどなたでも利用す
ることができます（飯倉学童クラ
ブおよび子どもふれあいルームは
乳幼児から小学生まで）。
　乳幼児が安心して遊べる場所を
設けており、保護者と一緒にコン
ビカーや積み木等で遊ぶことがで
きます。また、各施設では週2～3
回、乳幼児と保護者の集いを実施
し、子育て講座や製作会等を行っ
ています。仲間づくりや交流の場
としてご利用ください。

表 施設一覧
地区 施設名 所在地 電話番号 利用時間
芝 神明子ども中高生プラザ 浜松町1－6－7 ☎5733－5199 【児童館・飯倉学童クラブ】

◦月～金曜：午前10時～午後6時
◦土・日曜：午前9時～午後5時
◦休館日：祝日、12月29日～1月3日
※ 日曜、12月29・30日は、午前9時～午後5時まで施設開

放を行っています。ただし、施設開放の時は、専任職
員がいません。

【子ども中高生プラザ】
◦月～日曜：午前9時30分～午後8時
◦休館日：祝日、12月29日～1月3日
※ 12月29・30日は、施設開放を行っています（一部施設

を除く）。
【芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ】 
◦ 月～日曜：午前9時30分～午後8時（祝日、12月29日・

30日を除く）
◦ 祝日、12月29日・30日：午前9時30分～午後6時15分
◦休館日：12月31日～1月3日

【子どもふれあいルーム】
◦月～日曜：午前9時～午後6時
◦休館日：12月29日～1月3日

麻
布

飯倉学童クラブ 東麻布1－21－2 ☎3583－6355
麻布子ども中高生プラザ 南麻布4－6－7 ☎5447－0611
子どもふれあいルーム 西麻布2－13－3 ☎5467－7176

赤
坂

青山児童館 北青山3－3－16 ☎3404－5874
赤坂子ども中高生プラザ 赤坂6－6－14 ☎5561－7830

高
輪

豊岡児童館 三田5－7－7 ☎3453－1592
高輪児童館 高輪3－18－15 ☎3449－1642
白金台児童館 白金台4－8－5 ☎3444－1899
高輪子ども中高生プラザ 高輪1－4－35 ☎3443－1555

芝
浦
港
南

台場児童館 台場1－5－1 ☎5500－2363
港南子ども中高生プラザ 港南4－3－7 ☎3450－9576
芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ 芝浦4－20－1 ☎5443－7338

母子メンタルへルス相談
　妊娠・出産・育児期にある女性
が抱える心の問題に対して、専門
の医師が面接で相談に応じます。
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 8月9日（金）・14日（水）午後2時
15分～4時15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
または各総合支所区民課保健福祉
係へ。 ☎欄外参照

のんびりサロン
　のんびりと過ごせるフリースペ
ースです。体重測定ができます。
対区民で、平成31年4月～令和元
年7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 8月5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
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

8月の高輪ほっとひといき子
育て支援事業
子育て相談
　保健師・助産師・管理栄養士に
よる育児相談です。お子さんの計
測もできます。
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
所・時①白金台児童館：8月6日
（火）、②高輪子ども中高生プラ
ザ：8月15日（木）、③高輪児童館：8

月29日（木）、④高輪子ども中高生
プラザ：8月6日（火）・15日（木）・
29日（木）①～③午前10時30分～11
時30分④午後2時～4時
申当日直接会場へ。

（2）ぱぱまま育児相談
時 8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。
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 8月22日（木）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）
内親と子の歯の話、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

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達・発育・
栄養・歯の衛生・心理・言葉・育
児等の相談を受けます。
対区民で、乳幼児とその保護者
時 8月7日（水）午後1時～2時
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084

歯並び・かみ合わせ相談
　「矯正治療はいつから始めるの
がいいか」等の相談が増えていま
す。お子さんの「歯並び・かみ合
わせ」について、区内の矯正歯科
専門医が相談を受けます。

対 3歳～小学6年生
時 8月28日（水）午前10時～11時40
分
所みなと保健所
人 12人（申込順）
申電話で、健康推進課地域保健
係へ。 ☎6400－0084

第2回夏休み子ども消費者教
室「LED学び教室　カラフル
なランプシェードを作ろう」
　LEDでランプを作り、住まいの
あかりの仕組みや省エネ・エコに
ついて学びます。
対区内在住・在学の小学生およ
びその保護者（保護者が区内在勤
者の場合も参加可）
時 8月28日（水）午前10時～正午
所消費者センター
人 20組（申込順）
費用　800円（材料費）
申電話で、7月22日（月）から、消
費者センター（受付時間：日曜、祝
日を除く午前9時～午後5時）へ。
 ☎3456－4159

郷土歴史館・東京海洋大学連
携事業夏休み学習会「東京湾 
自然と人～東京湾のいきもの
たち～」
　東京湾の歴史と生き物について
学習し、人と海との関係や自然環
境への関心を広め、生物の多様性
について学びます。
対小学4～6年生、中学1年生（保
護者同伴可）。※2日とも参加でき
る人
時（1）8月6日（火）（2）8月7日（水）
いずれも午後1時30分～3時30分
所（1）郷土歴史館（2）東京海洋大
学附属図書館
人 15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）
申往復はがきの往信面に、講座

名・郵便番号・住所・氏名（ふり
がな）・保護者同伴の場合は保護
者氏名・電話番号・学校名・学
年、返信面の宛先欄に郵便番号・
住所・氏名を明記の上、7月29日
（月・必着）までに、〒108－0071
白金台4－6－2　郷土歴史館へ。
 ☎6450－2107

リーブラ主催講座「知って安
心！働くパパとママのための
はじめての保育園準備講座」
対区内在住・在勤・在学者、ま
たはテーマに関心のある人
時 8月24日（土）午後1時～3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、10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、7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

児 童 虐 待 を 防 止 す る た め の
LINE相談を本格実施します 

（子ゴコロ・親ゴコロ相談＠東京）
　都は、児童虐待を防止するた
め、8月1日から、子どもや保護者
からのLINEを利用した相談窓口
を本格実施します。
　子育ての悩みや困っていること
等、一人で抱え込まず、気軽に相
談してください。
相談実施日時
平日：午前9時～午後9時
土・日曜、祝日：午前9時～午後5時
問東京都福祉保健局少子社会対
策部計画課　 ☎5320－4137

楽しい遊びがたくさん
　小学生以上のお子さんは、保護
者の同伴なく利用することができ
ます。遊戯室や図書室・工作室・屋
上等があり、卓球や一輪車、ローラ
ーブレードや工作等が楽しめます。
また、工作や料理教室等のグルー
プ活動や集い、バスハイク等、多
くの楽しいイベントがあります。
お祭りやイベントに参加しよう
　お祭りでは、子どもたちが実行

委員として企画し、準備を進めた
アイデア豊富な食べ物屋、ゲーム
屋、小物屋等があります。また、
その他にも楽しいイベントがたく
さん用意されています。
夏休みを楽しく過ごしませんか
　夏休みには、キャンプや館内宿
泊、プール等、各施設さまざまな
イベントを実施しています。
ボランティア募集中
　各施設で、行事のお手伝いをし

ていただける人を募集しています。
　施設の利用、イベントやお祭り
の開催日時、ボランティアへの応
募等詳しくは、各施設にお問い合
わせいただくか、毎月の行事をお
知らせする「児童館だより」または
港区ホームページをご覧ください。

各施設・各総合支所管理課施設
運営担当 ☎表・欄外参照

問い合わせ

https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット



凡
例　

対
…
対
象　

時
…
と
き　

所
…
と
こ
ろ　

内
…
内
容　

人
…
定
員
・
募
集
人
員　

申
…
申
し
込
み　

問
…
問
い
合
わ
せ　

選
…
選
考
方
法　

担
…
担
当
課

◆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

☎3578–2111（区役所代表） 5

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
。

令和元年度第Ⅱ期育児サポート子むすび協力会員養成講座
受講者を募集します

9月開始の介護予防事業
「みんなと元気塾」参加者募集

8月開始の介護予防事業
「みんなの倶楽部」参加者募集

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

　育児サポート子むすびは、子育
ての支援を受けたい人（利用会員）
と子育ての支援をしたい人（協力
会員）が会員になり、地域の中で
互いに助け合いながら子育てをす
る会員制の相互支援活動です。協
力会員として活動するには、「協

力会員養成講座」の受講が必要で
す。
　年間3回（Ⅰ期､ Ⅱ期､ Ⅲ期）実
施している養成講座のⅡ期の募集
を行います。受講日数は11日間
で、1日2時間または3時間程度で
す。今回は午前・午後の半日単位

表1 講座科目
講座名 講師 時間（合計25時間）

1 保育の心 保育士 2時間
2 心の発達とその問題Ⅰ・Ⅱ 臨床心理士 各2時間
3 身体の発育と病気 小児科医 2時間
4 小児看護の基礎知識Ⅰ・Ⅱ 保健師 各2時間
5 安全・事故（救命講習含む） 民間講師 3時間
6 子どもの世話 保育士 2時間
7 子どもの遊び 保育士 2時間
8 子どもの栄養と食生活 栄養士 3時間
9 事業を円滑に進めるために 担当職員 3時間

　区では、高齢者がいつまでも元
気でいきいきと過ごせるよう、介
護予防事業「みんなと元気塾」を実
施しています。
対象
　介護保険で要支援認定された
か、高齢者相談センターで実施す

表2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
～マシントレーニング＆食と健

け ん こ う

口～
ありすいきいきプラザ 12 毎週月・木曜　午後1時30分～3時30分 9月2日 12月12日

2 介護予防総合センター（みなとパーク芝浦2階） 10 毎週月・木曜　午後2時～4時 9月2日 12月2日

3
はじめてのマシントレーニング講座

ありすいきいきプラザ 10 毎週火・金曜　午前10時～正午 9月3日 11月22日

4 西麻布いきいきプラザ 8 毎週火・金曜　午前10時～正午 9月3日 11月22日

5

みんなの食と健
け ん こ う

口講座

三田いきいきプラザ 7 隔週月曜　午前10時～11時30分 9月2日 11月18日

6 神明いきいきプラザ 7 隔週火曜　午後2時～3時30分 9月10日 12月10日

7 南麻布いきいきプラザ 7 隔週水曜　午前10時～11時30分 9月4日 11月27日

8 白金いきいきプラザ 8 毎週月曜　午前10時～11時30分 9月16日 10月28日

　区が養成した介護予防リーダー
が企画運営する介護予防事業「み
んなの倶楽部」を実施しています。
対象　介護保険で要支援認定され
たか、高齢者相談センターで実施
する「基本チェックリスト」の結果
で参加対象と認定された、65歳以
上の区民
とき　8月28日～12月4日（毎週水
曜・全13回）午後2時～3時30分
※10月30日、11月13日を除く。
ところ　介護予防総合センター
（みなとパーク芝浦2階）
内容　朗読、昔あそび、脳トレ、
コサージュを作ろう、ボイストレ
ーニング等

パソコンステップアップ講座
　基本操作とインターネットを使
用した画像検索を習得し、オリジ
ナルの葉書を作ります。
対 60歳以上の区民
時 8月10日～9月28日（毎週土曜・
全8回）午前10時～11時30分
所赤坂いきいきプラザ
人 10人（抽選）
費用　2000円（テキスト代）
申電話または直接、7月31日（水）
までに、赤坂いきいきプラザへ。
　 ☎3583－1207

「ラジオ体操・みんなの体操」
講習会
　テレビやラジオに出演している
講師を招いて、無理のない範囲
で、気持ちよく体を動かします。
対 60歳以上の区民

時 8月13日（火）午前10時～正午
所青山いきいきプラザ
人 50人（申込順）
持ち物　上履き、飲み物、運動し
やすい服
申電話または直接、8月12日（月・
振）までに、青山いきいきプラザ
へ。
問青山いきいきプラザ
　 ☎3403－2011

はり・マッサージサービス
対 65歳以上の区民
時 8月27・28日（火・水）
所白金台いきいきプラザ
人 60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、7月30日（火）午後5時
までに、白金台いきいきプラザ
へ。　 ☎3440－4627

る「基本チェックリスト」の結果で
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2のとおり。詳しくは、各高
齢者相談センターにお問い合わせ
ください。

申し込み
　電話で、8月1日（木）から、お住
まいの地区の高齢者相談センター
へ、参加対象となるか等について
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

担当課　子ども家庭支援センター

（社福）港区社会福祉協議会ボランティア・地域活動支援係
☎6230－0284　FAX6230－0285

申し込み・問い合わせ

となっています。1年の間に全科
目を受講すれば登録できます。な
お、受講にはテキスト代の実費負
担があります。
　ぜひ受講して、協力会員として
活躍してください。
対象
●区内で育児支援活動をしたい人
●18歳以上（高校生不可）
●修了後、支援活動ができる人
とき
　8月30日（金）～9月20日（金）
ところ

　みなと保健所、麻布地区総合支
所　他
講座科目
　表1のとおり
定員
　30人（申込順）
費用
　2000円（テキスト代）
申し込み
　電話またはファックスで、8月
28日（水）までに、（社福）港区社会
福祉協議会ボランティア・地域活
動支援係へ。

参加対象となった場合、申請等の
手続きを行っていただきます。

各高齢者相談センター
 ☎欄外参照

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

定員　20人（申込順）
申し込み　電話で、お住まいの地
区の高齢者相談センターへ、参加
対象となるか等ご相談ください。
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、申請等の手続きを行って
いただきます。

各高齢者相談センター
 ☎欄外参照

問い合わせ

担当課　高齢者支援課介護予防推
進係

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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あきる野環境学習参加者募集オーダーメイド型

新橋・虎ノ門地区
まちづくりガイドラインを

策定しました

　家族や友人と一緒にあきる野環境
学習に参加しませんか。
　申し込みの際に、生き物の観察や
みなと区民の森の散策等、学んでみ
たい環境学習内容を伺い、区がツア
ーを組み立て、実施します。
※�学んでみたい環境学習の内容によ
っては、希望に沿えず、実施でき
ない場合もあります。ご了承くだ
さい。

対象　
　3歳以上の区民で、3～15人のグル
ープ（小学生以下は保護者同伴）

とき　
　次の日程の中で希望する日（日帰
り）
　9月1日（日）～11月30日（土）�午前8
時30分～午後5時30分頃（9月29日、
10月20日、11月3・10・24日を除く）
※�午前8時15分に区役所1階ロビー集
合、往復バスで移動。
※�申込時に第3希望日までお聞きし
ます。
ところ　
　みなと区民の森、その周辺の里山
や渓流等（あきる野市）

定員　
　3グループ（抽選）
費用　
　3歳以上1人につき3600円
※�実施内容によっては、上記費用に
加えて材料費等を実費で負担して
いただく場合があります。
申し込み　
　電話またはファックスで、7月22
日（月）～8月7日（水）に、（株）エイ
チ・アイ・エス公務・メディア事業
支店へ。（株）エイチ・アイ・エス特
設ページ

https://www.his-j.com/akiruno�
kankyogaku/
からも申し込めます。
※�「あきる野環境学習HIS」で検索で
きます。

（株）エイチ・アイ・エス公務・メ
ディア事業支店（受付時間：土・日
曜、祝日を除く午前9時30分～午
後6時）
� ☎3519－7197　ＦＡＸ3597－8733
環境課地球環境係� ☎3578－2497

問い合わせ

地籍調査とは
　一筆（登記されている地番）ごとの
土地について、その所有者、地番お
よび地目の調査と境界や面積に関す
る測量を行い、その結果をいわゆる
公図や登記簿に反映させるもので、
国土調査法に基づき実施します。

地籍調査のメリット
　地籍調査を行うことにより、土地
の実態を明確にできるため、土地境
界に関するトラブルの防止、登記手
続きの簡素化、災害時の迅速な復旧
活動等に役立ちます。
区の地籍調査
　一筆ごとの調査に先行して、道路

や河川等の公共用地と皆さんの所有
地との境界を調査する「街区調査」を
実施しています。
　この調査は、1地区を2年間かけて
実施するもので、1年目は測量工程
としてさまざまな資料を基に公共用
地と皆さんの所有地との境界を調査
するための測量を行い、2年目は立
会工程として土地所有者の皆さんに
現地において境界の確認をしていた
だき、その成果を図面等にとりまと
めを行う調査です。
　これまでに、白金二丁目から白金
六丁目までの地区において、皆さん
のご協力をいただき「街区調査」の調

査成果がまとまりました。
令和元年度の予定
調査期間
　令和2年3月31日（火）まで
調査実施場所
　「街区調査」として、白金一丁目地
区の一部で2年目の調査（立会工程）、
南青山四丁目地区で1年目の調査（測
量工程）を行います。
　調査実施に伴い、皆さんのご協力
をお願いします。

土木管理課地籍調査担当
� ☎3578－2255

問い合わせ

　区は、平成24年3月に策定した
「環状2号線周辺地区まちづくりガ
イドライン」について、社会状況
の変化や地域のまちづくりの動き
に的確に対応しながら、まちの魅
力をさらに高めていくため、対象
区域を拡大し、名称を「新橋・虎
ノ門地区まちづくりガイドライ
ン」として、内容を改定しました。
策定の背景
　区は、環状2号線の開通を契機
とした周辺のまちづくりの機運の
高まりを受け、「環状2号線周辺地
区まちづくりガイドライン」を策
定し、地域のまちづくりを誘導し
てきました。
　その後、人口や世帯数の増加、
東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会の開催決定、地下
鉄新駅（虎ノ門ヒルズ駅）の整備や
バス高速輸送システムの導入が計
画される等、まちを取り巻く環境
が大きく変化するとともに、新橋
駅周辺でのまちづくりの機運が高
まっており、こうした社会状況・
まちづくりの変化に的確に対応し
ながら一体的なまちづくりを計画
的に誘導する際の方向性を示すた
め、改定作業に着手し、検討を進
めてきました。
　改定にあたっては、区において
検討を重ねるとともに、地域の皆

さんとの意見交換会や関係団体・
企業等にヒアリングを実施する
等、積極的に地域に入り、改定作
業を進めてきました。
将来像の実現に向けて
　「土地利用・活用」、「住宅・生
活環境・地域コミュニティ・防
犯」、「道路・交通」、「緑・水」、
「防災・復興」、「景観」、「低炭素
化」、「国際化・観光・文化」の8つ
の分野別の方針を示し、まちの将
来像を実現します。
計画の対象区域
　図1のとおり
まちの将来像
　図2のとおり
ガイドラインの公開
　「新橋・虎ノ門地区まちづくり
ガイドライン」は、区政資料室（区
役所3階）の他、港区ホームページ
でもご覧いただけます。
　また、2月21日～3月25日に実施
した「新橋・虎ノ門地区まちづく
りガイドライン（素案）」の区民意
見募集（パブリックコメント）で寄
せられたご意見に対する区の考え
方についても、港区ホームページ
でご覧になれます。

都市計画課街づくり計画担当
� ☎3578－2210・44

問い合わせ

「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

図2 まちの将来像

図1 計画の対象区域

令和2年3月31日まで
地籍調査を実施します

秋期

まちの将来像
地に染み込む伝統と

未来を創る躍動感が融合し
新しい歴史を刻む

にぎわいと活力に満ちたまち
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「昭和の港区」

港区歴史フォーラム

対象　どなたでも
とき　9月14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）は同内容
ところ　赤坂区民センター区民ホー
ル
講演　東京タワー　積み重ねの道の
り
講師　山田　眞氏（早稲田大学理工
学術院教授）
トークショー　港区　おもいでの昭

を開催します

　区民斎場「やすらぎ会館」は、廉価
な費用で安心して葬儀ができる施設
です。お通夜・告別式を行うことが
できます（火葬はできません）。
利用できる人
◦亡くなった区民の葬儀を行う人
◦�区内にお住まいの人で、三親等以
内の親族の葬儀を主宰する人

利用時間・使用料
　表のとおり
ところ　南青山2－34－1
交通
◦�地下鉄千代田線「乃木坂」駅下車5
番出口徒歩約1分
◦�都バス品97品川車庫前～新宿駅西
口「青山斎場」下車徒歩約2分

◦�都バス黒77目黒駅前～千駄ヶ谷駅

前「青山陸橋下」下車徒歩約7分
◦�ちぃばす赤坂ルート51番「乃木公
園」下車徒歩約10分
申し込み　電話で、やすらぎ会館へ
申し込み後、来館して申請書を提出
してください。� ☎3470－3117

　都立お台場海浜公園のビーチで期
間限定の海水浴イベント「お台場プ
ラージュ」を開催します。
　お台場プラージュでは、セーヌ川
沿いでバカンス気分を楽しめるイベ
ント「パリ・プラージュ」の雰囲気を
お台場に再現する他、パリ市のPR
ブースも設置します。お台場の砂浜
でパリの気分を味わってみません
か。
※�プラージュとは、フランス語で
「砂浜」「浜辺」のことで
す。
トライアスロンのテストイ
ベントと同日開催
　お台場プラージュ期間
中、東京2020大会トライア

スロン競技の一年前テストイベント
がお台場で開催される予定です。競
技会場に様変わりしたお台場で海水
浴をお楽しみいただけます。
設備やイベントも充実
　お台場プラージュの会場には、仮
設のシャワーや更衣室、休憩スペー
スを設置します。また、子ども向け
のアトラクションの他、海上に設置
した浮き島等、子どもから大人まで
お楽しみいただけます。さらに、地

引網体験や投網体験、鳥取県、鳥取
県北栄町の出展等、イベントが盛りだ
くさんです。
※�詳しくは、港区ホームページをご
覧ください。
対象
　どなたでも
※�小学4年生以下の遊泳は保護者同
伴必須
とき
　8月10日（土）～18日（日）午前11時
～午後5時
※最終日のみ午前10時～午後4時
※�オブジェは午後9時までライトア
ップ。
※�当日の天候により中止の場合があ
ります。当日の開催状況について
は、みなとコール（受付時間：午前
9時～午後5時）へ。　☎5472-3710

ところ
　都立お台場海浜公園
申し込み
　当日直接会場へ。
費用
　無料

主催者等
主催
　港区、お台場プラージュ実行委員
会
後援
　東京都、在日フランス大使館／ア
ンスティチュ・フランセ日本、（公
財）日本オリンピック委員会、（公
社）日本トライアスロン連合
協力
　パリ市、鳥取県、鳥取県北栄町、
港区トライアスロン連合、区立小中
一貫教育校お台場学園、（公財）港区
スポーツふれあい文化健康財団

芝浦港南地区総合支所協働推進課
台場担当� ☎5500－2365

問い合わせ

※�当選者（代表者）に聴講券を9月上
旬に送付します。

「東京タワーを臨む地を巡り、
ゆかりの話を聴いて昭和風景
を思い出すツアー」

まち歩きツアー

対象　歴史に興味があり、全行程歩
ける人　
とき　9月15日（日）（1）午前10時～正
午（2）午後3時～5時
コース　六本木駅集合～俳優座～飯
倉～永坂～東京タワー
※�コースは若干変更する場合があり
ます。
※�（1）（2）は同コース
定員　各30人（応募者多数の場合は
抽選）
費用　無料
申し込み　次のいずれかの方法で、
8月26日（月・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。9月3日（火）までに、
当落通知および案内を郵送します。
①�往復はがきに、希望するコース

○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
○まち歩きツアーについて
（社）港区観光協会ボランティアガ
イド担当（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

問い合わせ

地域振興課地域振興係
� ☎3578－2531

問い合わせ

表 利用時間・使用料
項目 利用時間 使用料

式場等一式使用料 午後4時～翌日の午後3時 8万5300円

式場等区分使用料
午前8時30分～午後3時 4万3100円
午後4時～翌日の午前8時30分 4万2200円

仮安置室使用料　 24時間ごと（24時間未満の使用は24時間と
します） 800円

やすらぎ会館 のご案内区民斎場

子ども向けアトラクションも用意します

お台場プラージュフランスのパリ市と
連携した海水浴イベント

　高度経済成長の幕開けや、東京タワーの建設、アジア初のオリンピ
ック開催等、昭和の激動は、区の街並みや暮らしに変化をもたらしま
した。令和元年を迎え、2度目の東京オリンピック開催を来年に控え
た今、当時の区の様子を通じて、昭和という時代を振り返ります。

平成30年に都立お台場海浜公園内に
設置したオブジェ パラソルでバカンス気分

和風景
講師　泉　麻人氏（コラムニスト）
定員　各400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・希望する部（（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、8月26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。

（（1）（2）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　（社）港区
観光協会「観光ボランティアガイ
ド担当」へ。

②�（社）港区観光協会ホームページ
https://visit-minato-city.
tokyo/ja-jp/city-tours

　の応募フォームへ。

&港区歴史フォーラム
まち歩きツアー

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

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
精神保健福祉相談
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症の早期発見・早期
治療・対応の仕方等について、精神
科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時 8月5日（月）・9日（金）・21日
（水）・26日（月）※時間はお問い合わ
せください。8月5日（月）は児童精神
科医が担当します。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
　 ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。　　　　　　　　 ☎欄外参照

講座・催し物
昼の歌声広場withおもひでロ
マンチカ
　ギターとレキントギターの生演奏
で昭和歌謡を一緒に歌いましょう。
対どなたでも
時 8月21日（水）正午～午後0時50分
所三田いきいきプラザ
人 30人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ
 ☎3452－9421

青南いきいきプラザ納涼夕涼み
会
　盆踊りや模擬店等を開催します。
対どなたでも
時 7月25日（木）午後4時～6時
所青南いきいきプラザ
人 200人（申込順）
費用　200円（模擬店、ゲーム代）
申電話で、青南いきいきプラザへ。
当日会場でも受け付けます。
問青南いきいきプラザ
 ☎3423－4920

東海大タカナワイアンズ＆フラ
ダンサーによる「とよおかハワ
イアンコンサート」
　令和初の夏にフラダンスを見て盛
り上がりましょう。
対区民
時 8月3日（土）午後2時～3時
所豊岡いきいきプラザ

人 36人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問豊岡いきいきプラザ
　 ☎3453－1591

中島勝祐記念会「三味線コンサ
ート～長唄と日本舞踊・日本の
うたを楽しもう！～」
対どなたでも
時 8月13日（火）午後2時～3時30分
所高輪いきいきプラザ
人 40人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問高輪いきいきプラザ
 ☎3449－1643

キャッシュレス決済対応セミナー
　キャッシュレス決済について、中
小企業・個人事業主向けに、分かり
やすく説明します。
対区内中小企業経営者・担当者
時 8月2日（金）午後2時30分～4時30
分※個別相談会：午後4時30分～5時
所港勤労福祉会館 
人 30人（申込順）
申産業振興課ホームページ「MINA 
TOあらかると」
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。
問産業振興課経営相談担当
　 ☎3578－2562

ぶらり散歩「水上タクシーぶら
り散歩ツアー（港区観光大使に
よるガイド付き）」
対小学生以上で全行程歩ける人
時 8月16日（金）午前10時～午後2時
コース　港区観光インフォメーショ
ンセンター前（東京モノレール浜松
町駅3階コンコース集合）～浜松町駅
～田町駅～勝海舟・西郷隆盛会見の
地跡～雑魚場跡～芝浦公園～新芝橋
で乗船～TOKYO WATER TAXI～天王洲
で下船～ふれあい橋～京浜運河沿い
を散歩～品川駅港南口にて解散
人 14人（申込順）
費用　500円（水上タクシー代）※行
程内の交通費は別途各自負担
申はがきに、ツアー名・出発日・
参加者全員の氏名・住所・日中連絡
のつく電話番号を明記の上、7月29
日（月・必着）までに、〒105－0011
芝公園4－4－7東京タワーメディア
センター内　（社）港区観光協会「ぶ

らり散歩」係へ。7月31日（水）まで
に、結果を郵送します。
問（社）港区観光協会（受付時間：平
日午前10時～午後4時） ☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
　 ☎3578－2552

サポートみなと「親族向け後見
人講座」
対成年後見制度の利用を検討して
いる人、成年後見人等として活動し
ている人
時（1）8月19日（月）（2）8月29日（木）
いずれも午後2時～4時
※いずれか1回のみの参加も可
所芝浦区民協働スペース
内（1）成年後見制度の概要と申立て
について（2）後見人等の仕事内容に
ついて
人各30人（申込順）
申電話またはファックスで、住
所・氏名・電話番号・ファックス番
号を明記の上、港区社会福祉協議会
成年後見推進係へ。
　 ☎6230－0283　FAX6230－0285
担保健福祉課地域包括ケア推進係

ブラインドサッカー教室
　パラスポーツを体験してみません
か。初めての人、親子で参加も大歓
迎です。障害のある人もない人も参
加できます。
対区民
時 8月23日（金）午後1時30分～3時30
分
所障害保健福祉センター
人 30人程度（抽選）
申電話またはファックスで、8月9
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。
問障害保健福祉センター
　 ☎5439－2511　FAX5439－2514

歴史館体験教室「考古学者にな
ってみよう！～縄文土器の拓本
体験～」
　縄文土器の文様を拓本にとり、区
の歴史や遺跡の発掘調査について学
びます。
対小学4年生以上どなたでも
時 8月8日（木）午前10時～正午
所郷土歴史館
人 8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、保
育の必要な子の氏名・年齢・性別、
返信面の宛先欄に郵便番号・住所・
氏名を明記の上、7月30日（火・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
令和元年度高輪地区「区長と区
政を語る会」
対高輪地区に在住・在学の中学生、
高校生、大学生
時 10月17日（木）午後6時～7時30分
所高輪区民センター
人 10人程度（応募者多数の場合は選
考）※手話通訳・保育（4カ月～就学
前、2人程度）を希望する人は、申込
時にお申し出ください。
申郵送またはファックスで、住
所・氏名（ふりがな）・学年・電話番
号・「若者からみる高輪地区の魅力
について」とその理由を明記の上、9
月10日（火・必着）までに、〒108－
8581　高輪地区総合支所管理課管理
係へ。☎5421－7124　FAX5421－7626

スムーズビズ推進期間「住んで
いる人も、訪れる人も、より快
適な東京へ」
　都は、東京2020大会の交通混雑緩
和に向けた交通需要マネジメントや
テレワーク、時差Biz等の取り組み
を「スムーズビズ」と総称して、一体
的に推進し、快適な通勤環境や企業
の生産性の向上を図る新しいワーク
スタイルや企業活動の東京モデルの
構築をめざしています。
　都は、この夏、交通混雑緩和に向
けたさまざまな取り組みを総合的に
試行する「スムーズビズ推進期間」を
設定しました。この取り組みに向
け、テレワーク・時差出勤、計画的
な休暇の取得、物流の工夫等を、さ
まざまな企業に呼びかけています。
東京2020大会の開催まであと1年。
まずは取り組みを試して課題を洗い
出し、来年に向けた準備をお願いし
ます。

※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
21
日（
日
）

品川ハートメディカルクリニッ
ク(内)

高輪2－15－11
高輪ホワイトマンション105 5422－8841

北里研究所病院(内・外) 白金5－9－1 3444－6171
LUCA dental clinic（歯） 南青山2－22－4－1F 6804－1293
★馬場クリニック(内) 麻布十番2－13－2　クマイビル2階 3454－7788

7
月
28
日（
日
）

サニーガーデンこどもクリニック（小） 麻布十番2－18－8　ABAアサミビル6階 6722－6623
東京高輪病院(内・外) 高輪3－10－11 3443－9191
品川駅前歯科医院(歯) 港南2－15－2　品川インターシティB棟2階 5461－0896
市川デンタル赤坂オフィス（歯） 赤坂2－15－12－2階 3505－5733
★きつかわクリニック(内) 芝5－31－16　YCC田町ビル4階 3451－1731

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21日（日）日野薬局虎ノ門店 虎ノ門1－1－16 3580－6400

7月28日（日）日生薬局虎ノ門店 虎ノ門1－2－18　虎ノ門興行ビルB1階 3539－1721

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

◆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

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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みなと

記
事
中
の
表
記
に
つ
い
て
　（
特
）…
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　（
社
福
）…
社
会
福
祉
法
人
　（
社
）…
一
般
社
団
法
人
　（
公
社
）…
公
益
社
団
法
人
　（
財
）…
一
般
財
団
法
人
　（
公
財
）…
公
益
財
団
法
人
　（
有
）…
有
限
会
社
　（
株
）…
株
式
会
社

スムーズビズ推進期間　7月22日
（月）～9月6日（金）
集中取り組み期間　（1）7月22日（月）
～8月2日（金）（2） 8月19日（月）～30
日（金）
チャレンジウィーク　7月22日（月）
～26日（金）※集中取り組み期間の中
でも、特に積極的な取り組みをお願
いする期間です。
問○「スムーズビズ」に関すること
東京都都市整備局都市基盤部調整課
　　　　 ☎5388－3329
○「交通需要マネジメント」に関する
こと
オリンピック・パラリンピック準備
局大会施設部輸送課　 ☎5320－7696
地域交通課地域交通係☎3578－2349

港区環境影響調査実施要綱に基
づく環境影響調査計画書の縦覧
等と意見書の提出
事業名　（仮称）三田一丁目計画
時 7月22日（月）～8月21日（水）※閉
庁時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支所
管理課、みなと図書館
意見書の提出　調査計画書につい
て、環境保全の見地から意見のある
人は意見を提出できます。詳しく
は、問い合わせください。
問環境課環境指導・環境アセスメ

ント担当 ☎3578－2490

港区環境影響調査実施要綱に基
づく事後調査報告書（工事中そ
の1）の閲覧
事業名　（仮称）竹芝ウォーターフロ
ント開発事業
時 7月22日（月）～8月21日（水）※閉
庁時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支所
管理課、みなと図書館
問環境課環境指導・環境アセスメ
ント担当 ☎3578－2490

求人・区民委員募集
任期付職員（1）児童相談所長
（2）児童福祉司（3）児童心理司
　現在、区は、「港区の子どもは港
区で守る」を理念に、令和3年度の児
童相談所開設に向けて準備を進めて
います。
　このことから、子どもの権利を守
る強い思いを持ち、専門業務を遂行
する能力と幅広い知見を有し、地域
ネットワークを最大限に活用して子
どもと家庭の支援を行うことができ
る人材が必要です。そして、何より
子どもと家庭のために力を尽くすこ
とができる情熱あふれる人材を募集
します。

対（1）児童相談所長：児童相談所に
おける勤務経験を5年以上有する医
師他（2）児童福祉司：児童相談所にお
ける児童福祉司としての業務従事歴
を5年以上有する者他（3）児童心理
司：民間企業・地方自治体等におけ
る業務従事歴が10年以上で、うち、
児童相談所での勤務経験を5年以上
有する者他
任期　（1）（2）（3）令和2年4月1日～令
和7年3月31日
人（1）1人（2）2人（3）2人※職務内容
等について詳しくは、人事課（区役
所10階）・各総合支所・台場分室・
各港区立図書館等で配布する採用選
考案内をご覧ください。
申郵送または直接、採用選考案内
の指定用紙に必要事項を明記の上、
8月16日（金曜・消印有効）までに、
〒105－8511　港区役所人事課人事
係へ。※電子申請サービス
http://www.shinsei.elg－front.
jp/tokyo/
からも申し込めます。 ☎3578－2109

ご意見募集（パブリックコメント）
東京における都市計画道路の在
り方に関する基本方針（案）
　都と特別区および26市2町は協働
で、「東京における都市計画道路の

在り方に関する基本方針（案）」を公
表しました。
閲覧場所　港区ホームページ「施
策・計画に対するご意見」、都ホー
ムページ、港区土木課（区役所5階）、
都民情報ルーム（都庁第一庁舎3階）
ご意見の提出方法　郵送、ファック
ス、メールまたは直接、ご意見・住
所・氏名を明記の上、8月12日（月）
までに、〒105－8511　港区役所土
木課土木計画係または〒163－8001
東京都都市整備局都市基盤部街路計
画課へ。港区ホームページまたは都
ホームページからも提出できます。
問東京都都市整備局都市基盤部街
路計画課
 ☎5388－3379　FAX5388－1354
港区土木課土木計画係
　 ☎3578－2217　FAX3578－2369

　区では、皆さんから区政に対する
さまざまなご意見・ご提案等(以下
「区民の声」)をいただき、信頼され
る区政の実現をめざすとともに区政
運営の参考とする等、広聴制度の充
実・強化に取り組んでいます。その
取り組みの一つとして、「区民の声

センター」を開設しています。
　区民の声センターでは、来訪・電
話等により、区民の声をお聴きして
います (英語対応可)。
　また、港区コールセンター(みな
とコール)では、区の手続きや施設
の案内、区の事業の申し込み受け付

け等を日本語と英語で行っていま
す。
　お寄せいただいた区民の声は、個
人情報に関する内容等を除き、ご意
見・ご提案の内容と区の対応・考え
方の要旨等を港区ホームページ等で
原則として公表します。
区民の声センター　
ところ　区役所3階区民相談室内
受付時間　午前8時30分～午後5時15

分（土・日曜、祝日、年末年始を除
く）
電話番号 ☎3578－2054
港区コールセンター（みなとコール）
受付時間　午前7時～午後11時(年中
無休)
電話番号 ☎5472－3710

区長室広聴担当 ☎3578－2050～2
問い合わせ

「区民の声センター」をご利用ください

　港・品川・目黒・大田・世田谷の
5区が共同して、火葬場と葬儀式場
を併設した臨海斎場を運営していま
す。お通夜・告別式・火葬を行うこ
とができます。
対象　どなたでも
利用時間・使用料　表のとおり
所在地　大田区東海1－3－1
交通
◦�JR大森駅または京浜急行大森海岸
駅から京急バス（大田スタジアム
行き）終点「大田スタジアム」下車
徒歩約1分

● 東京モノレール「流通センター」駅
下車徒歩約10分
パンフレットの配布場所
　地域振興課（区役所3階）および各総
合支所区民課で配布しています。
※ 詳しくは、パンフレットをご覧く
ださい。

臨海斎場（午前8時30分～午後5時）
 ☎5755－2833

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

表 利用時間・使用料
区分 利用時間 使用料※1

火葬炉
午前9時～午後6時

火葬開始時間は午後4時
が最終です。

12歳以上：4万円
12歳未満：2万4400円

12歳以上：8万円
12歳未満：4万8800円

火葬待合室 火葬時間内 2万円（1室） 6万円（1室）
葬儀式場 午後2時～翌日午後1時 5万6000円（1室） 17万円（1室）

遺族等控室 午後4時～翌日午後3時 1万4000円（1室） 4万2000円（1室）
会葬者控室 午後5時～翌日午後4時 3万円（1室） 9万円（1室）

柩保管施設
24時間単位

（24時間未満の使用は
24時間とします）

3000円 1万円

※1　次の場合は太枠線内の料金で利用できます。
　（1） 死亡時に港区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区のいずれかに住所を有していた人の

火葬または葬儀もしくは柩保管を行う場合
　（2） 火葬または葬儀を主宰する人（二親等以内の親族に限る）が、上記（1）の区域内に住所

を有する場合
※2　収骨容器は無料で提供します。骨壺、風呂敷、桐箱、覆いを含み、名入れをします。

臨海斎場のご案内

情報アンテナ
■令和元年度就学義務猶予免除者等の中学
校卒業程度認定試験について
試験日　10月24日（木）
受験案内配布期間　9月6日（金）まで
願書受付期間　8月19日（月）～9月6日（金・
消印有効）
受験案内等配布場所　東京都教育庁地域教
育支援部義務教育課小中学校担当
 ☎5320－6752

　SDGsを学びながら、地域の絆
で、誰ひとり取り残さない社会を実
現するために地域活動をしている人
たちを招き、事例を紹介しながらパ
ネルディスカッションを行います。
参加者がSDGsをより身近に感じら
れるよう、わかりやすく説明しま
す。SDGsの取り組みや社会貢献活

動に関心のある人はご参加ください。
対象　区内企業CSR（社会貢献活
動）担当者、協働や社会貢献活動に
関心のある人、区内在住・在勤・在
学者、区内でNPOの設立を考えて
いる人、既に活動しているNPOや
団体等
とき　8月27日（火）午後5時～8時

ところ　芝浦区民協働スペース（み
なとパーク芝浦1階）
定員　40人（申込順）
費用　無料
申し込み　電話で、7月22日（月）～
8月20日（火）に、所属団体名、代表
者名（もしくは個人名）、参加人数、
連絡先を、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

NPO・CSR（社会貢献活動）
活動紹介パネル展

とき　8月20日（火）～9月1日（日）午
前8時～午後11時
ところ　みなとパーク芝浦1階

地域振興課区民協働・町会自治会
支援担当 ☎3578－2557

問い合わせ

「S
エ ス デ ィ ー ジ ー ズ

DGs(持続可能な開発目標)で未来をつくろう！」
～地域の絆で誰一人取り残さない社会を実現するために～

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

7月21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  区内消防団ポンプ操法大会、区立中学校紹介（御成門中学校）　他
放送期間  7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。



http://www.city.minato.tokyo.jp令和元年（2019年）7月21日10

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。

性の多様性について理解を深めよう
　SOGI（ソジ）という言葉を知って
いますか。どの性を好きになるか、
ならないかを表す「Sexual Orienta 
tion（性的指向）」と、自分の性別を
どのように認識しているかを表す
「Gender Identity（性自認）」の頭文
字で、全ての人が持っている性別に
関する属性を表す言葉です。
　「好きになる人は異性である」「生
まれ持った身体の性別と自分の認識
する性別は同じである」と考える人
が多くいますが、そうでない人たち
もいます。
　「性別はこうあるべき」という固定
観念は、そこに当てはまらない人へ
の偏見を生み、差別や嫌がらせにつ
ながることがあります。このような
「性的指向・性自認」に関する差別や
嫌がらせを「SOGIハラスメント」と
呼び、他人のSOGIを無断で第三者
に話す「アウティング」や、自認しな
い性別での生活を強要すること（制
服、髪型等）、職場における不当な

つな ぐ コーナー

と全国をと全国を港区港区

　北海道宗谷地方の東南、北緯45度線
上に位置する中頓別町は、深い森と清
流を持つ自然に恵まれた町です。町の
約8割が森林で、林業と酪農が盛んで
す。この地では、明治30年頃から砂金
が発見されたことにより、たくさんの
入植者でにぎわいました。現在も、町
内を流れる兵

ペ ー チ ャ ン
知安川で砂金掘りの体験

ができます。
　中頓別町は、北海道宗谷町村会の一
員として、港区と連携を深めてきまし
た。平成28年から平成30年まで連続で

「みなと区民まつり」に出店し、名産品
を販売しました。「冬季はマイナス26、
27度にもなる国内トップクラスの寒冷
地ですが、四季折々の美しさを見せる
景観は雄大で、まるで北欧のようだと
いわれています」と、同町総務課政策経
営室の立花慎吾さん。
　町では、頓別川でのカヌー体験等、

自然とじかに触れ合えるガイド付きの
体験ツアーが盛んです。また、中頓別
鍾乳洞自然ふれあい公園には、北海道
指定天然記念物で「日本最北の鍾乳洞」
の中頓別鍾乳洞があります。約1千万
年前の海に生息していた貝類が堆積し、
石灰岩を形成した学術的にも貴重なも
のです。特産品は「なかとん牛乳」です。
豊かな自然環境で搾られた新鮮な牛乳
を、集荷したその日のうちに殺菌、充
填し、出荷しています。

　秋になると森林にはキノコが実り、
頓別川にはサケが遡

そ
上

じょう
してきます。「冬

のスノートレッキングも楽しいです。
町民はおおらかでおもてなしの心にあ
ふれています。区民の皆さんには、都
会とはまた違った喜びが見つかると思
います。日本離れした風景の中で自然
の素晴らしさを味わってください」と立
花さんは話してくださいました。

北欧を思わせる雄大な自然に囲まれたまち

第24回
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異動や解雇等はその一つです。いず
れも、当事者の人権を侵害する許さ
れない行為です。
　平成30年10月に区が実施した「人
権に関する区民意識調査」では、「性
的指向・性自認に関してどのような
差別があると思うか」の問いに対し、
「差別的な言動をされたり、じろじ
ろ見られたり、避けられたりする」
が54.4パーセント、次いで「職場や
学校等で嫌がらせやいじめを受け
る」が44.3パーセント、「就職や職場
で不当な扱いを受ける」が33.6パー
セント等、差別があるとする回答が
多くありました。
　偏見や差別をなくし、性のあり方
にかかわらず全ての人の人権が尊重
される社会を実現するためには、私
たち一人一人が性の多様性への理解
を深めていく必要があります。

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2027

問い合わせ

とき 内容 時間 ところ

3
（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

映画会「上海特急」
（原題:SHANGHAI EXPRESS）

午後2時～3時25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
子ども映画会

「KAWAII KABUKI ハローキティ一座の桃太郎」
午前10時30分～11時20分
（午前10時開場） 港南図書館（45人）

平和映画会
「ふたりの贖罪 日本とアメリカ憎しみを越えて」

午後2時～2時50分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

平和講演会「フクシマの未来のお話」 午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（20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「はなびドーン」他 午後2時40分～3時 台場区民センター

8
（木）

親子で遊ぼうおはなし会 午前10時30分～11時 高輪図書館
DVDシアター

「四季彩万葉集 朱の巻」
正午～午後1時
（午前11時30分開場） 三田図書館

夏休み子どもシネマ3days
「野坂昭如戦争童話集 ふたつの胡桃」
「子どもどうぶつ劇場2 トンボ・チョウ・エゾ
シマリス」（2本立て）

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 高輪図書館分室（50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

ナイトシネマ
市原悦子の「琉球昔ばなし」（第1巻） 午後6時～6時50分 みなと図書館（90人）

10
（土）

ぴよぴよおはなし会 午前11時～11時20分 みなと図書館
ことばつむぎ おはなし会 午前11時～11時30分 三田図書館
きしゃポッポおはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館
映画会「ピンク・スバル」

（原題:Pink Suburu）
午後2時～3時45分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

おはなし会 午後3時～3時30分 みなと図書館

11
（日）

平和映画会
「狂気の戦場ペリリュー “忘れられた島”の記録」

午後2時～2時50分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

Storytime in English（英語でおはなし会） 午後2時30分～3時 麻布図書館
13
（火）平和映画会「ぼくたちは見た」 午後1時～2時30分 みなと図書館（90人）

14
（水）

ランチタイムコンサート 午後0時10分 障害保健福祉センター
おはなし会 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会 午後3時～3時30分 赤坂図書館

15
（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

August

8
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。

とき 内容 時間 ところ

1６
（金）

平和映画会
「さよなら、アルマ－赤紙をもらった犬－」

午後2時～3時35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 午前11時～11時20分 みなと図書館
一般映画会「宇宙人王さんとの遭遇｣

（原題：L'ARRIVO DI WANG）
午後2時～3時25分
（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

おはなし会 午後3時～3時30分 みなと図書館

18
（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
平和映画会「バビロンの陽光」

（原題:Son of Babylon）
午後2時～3時35分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

おはなし会 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

22
（木）ことばつむぎ おはなし会 午前10時30分～11時 三田図書館

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「パリの恋人」 午後1時～3時30分 みなと図書館（90人）

おはなし会 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）

おはなし会 午後2時～2時30分 高輪図書館

平和映画会「太平洋戦争」
（原題:They Filmed The WAR in Color: THE 
PACIFIC WAR）

午後2時～3時35分
（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

27
（火）

おやこおはなし会 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

子ども映画会「ドナルド・ダック」 午後2時～3時10分
（午後1時30分開場） 高輪図書館（40人）

28
（水）おやこおはなし会 午前10時30分～11時 港南図書館

29
（木）

ナイトシネマ「おかしな泥棒デック＆ジーン」
（原題:Fun with Dick and Jane ）

午後6時～7時40分
（午後5時30分開場） 麻布図書館（30人）

30
（金）ラグビーワールドカップ2015　46試合名場面集 午後1時～3時10分 みなと図書館（90人）

31
（土）

読書会 叙事詩「カレワラ」とシベリウス 午後2時～3時
（午後1時30分開場） 赤坂図書館

夏のコンサート「二胡のしらべ」 午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

港南子ども中高生プラザ
みなと図書館
障害保健福祉センター
高輪子ども中高生プラザ
麻布子ども中高生プラザ
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

麻布図書館
赤坂図書館
白金台児童館
台場区民センター
三田図書館
高輪図書館分室

☎3585－9225
☎3408－5090
☎3444－1899
☎5500－2355
☎3452－4951
☎3443－1666

☎3450－9576
☎3437－6621
☎5439－2511
☎3443－1555
☎5447－0611
☎5443－7338

赤坂子ども中高生プラザ
高輪図書館
港区スポーツセンター
港南図書館

☎5561－7830
☎5421－7617
☎3452－4151
☎3458－1085
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