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ワクチンを接種した後も、マスクの着用や手洗い、密集を避ける等、
引き続き感染防止対策の徹底をお願いします

火・金曜の夜は、誰でもすぐに

12月4 ～10日は
12月10日は世界人権デーです

5413-7011㈹
5421-7611㈹
3456-4151㈹
5500-2365
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ワクチン打てます

人権週間 で す

人権とは、誰もが生まれながらに持っている、人間が人間らしく生
きていくための権利であり、人類が歴史の中で築いてきた財産です。
国際連合は、
「世界人権宣言」が採択された12月10日を「世界人権デー」
と定めました。日本では、12月4～10日の1週間を「人権週間」とし、
例年全国ではさまざまな人権啓発活動が行われています。区でも人権
についての理解を一層深めるため、「人権週間記念講演のつどい」を実
施します。

新型コロナウイルス感染症の感染者やその周辺の人たちへの偏見や
差別、職場等における新型コロナワクチンの接種の強制やワクチンを
接種していないことによる差別、いじめ等のさまざまな人権侵害が発
生しています。さらに、SNS上での誹謗中傷や、インターネット上で
の差別を助長するような情報の発信等の人権侵害も深刻な問題となっ
ています。お互いを思いやり、正確な情報に基づいた冷静な判断・行
動をお願いします。
ひ

令 和 3 年 度 啓 発 活 動 重 点 目 標

ぼう

法務省と全国人権擁護委員連合会では、人権尊重思想の普
及・高揚のため、啓発活動重点目標を定めるとともに17項目
の強調事項を掲げ、全ての人が相互に共存し得る平和で豊か
な社会の実現に向けた啓発活動を展開しています。

～人権啓発キャッチコピー～

「誰か」
のことじゃない。

令和3年度啓発活動強調事項
◦女性の人権を守ろう

◦刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう

◦高齢者の人権を守ろう

◦インターネットによる人権侵害をなくそう

◦子どもの人権を守ろう

◦犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

◦障害を理由とする偏見や差別をなくそう

◦北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

◦部落差別
（同和問題）
を解消しよう

◦ホームレスに対する偏見や差別をなくそう

◦アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう

◦性的指向及び性自認
（性同一性）
を理由とする偏見や差別
をなくそう

◦外国人の人権を尊重しよう

◦人身取引をなくそう

◦感染症に関連する偏見や差別をなくそう

◦ハンセン病患者・元患者・その家族に対する偏見や差別を
なくそう

◦東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

人権週間記念講演のつどい
令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オンラインで開催します。
対象
※手話通訳・字幕

動画配信開始日 12月1日（水）
※港区
配信

テーマ
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考
。

子
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問い合わせ

区の手続きや施設・催し物のご案内は

。

二次元コードをスマートフォンで
読み取ると、港区ホームページの
「人権週間記念講演のつどい」のペ
ージをご覧いただけます。

林 大介氏（浦和大学社会学部現代社会学科准教授）

プロフィール
。平成10年、法政大学法学部卒
昭和51年、東京都生
業、平成12年、同大学大学院社会科学研究科政治学専攻修士
課程修了。障害児介助員、
支援
事
務局長、文科省専門職、東洋大学助教、首都大学東京特任准
教授、東洋大学
・
等 経 、
令和2年
現職。
、平成17年5月
、子
権利条約
事務局長 務
。主 著書 「「18歳選挙権」
社会
変
（集英社新書）等
」

総務課人権・男女平等参画係

へ

2面につづく

☎3578−2027 FAX3578−2976

☎5472－3710 FAX5777－8752

林大介氏

年中無休

午前8時~午後8時

◆「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
（https://www.city.minato.tokyo.jp）
でもご覧いただけます。
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コロナ禍での子どもの人権危機
菊地 幸夫氏に寄稿文をお寄せいただきました

コロナ禍が子どもに及ぼした影響
と言えば、やはり学校等での学びの
制限が大きいでしょう。令和2年の
第一波の時は、突然の休校措置によ
り大きな混乱が起こりました。オン
ライン授業へ素早く対応できた私立
学校もあれば、教員にノウハウも無
く全ての子どもたちに端末がある訳
でもない公立学校等で、適切な教育
を授けられない状況へ追い込まれた
多くの子どもたちがいたと思いま
す。こうした子どもたちの窮状、不
平等は法の目からも憂慮すべき事態
です。
我 が 国 の 憲 法 に は「 す べ て 国 民
は・・・教育を受ける権利を有する」
とあり、日本が批准（国がその条約
に拘束されることを承認すること）
している国際人権規約にも「教育に
ついてのすべての者の権利を認め
る」とあります。さらに、同じく日
本が批准している子どもの権利条約
には、「教育についての児童の権利
を認める」
「すべての児童に対し、教
育及び職業に関する情報及び指導が
利用可能であり、かつ、これらを利
用する機会が与えられる」とありま
す。全ての子どもたちに教育を届け
ることは大人の義務です。これらの

宣言はコロナ禍で一層その意味を見
いだされねばならないものと思いま
す。しかし、世の関心はどちらかと
言えば、飲食店への影響等に集まっ
ていたように思えます。飲食店等の
問題は、金銭的な補償でかなりの部
分が解決するでしょう。しかし、子
どもたちの教育の問題は、金銭で簡
単に解決できないものがあると思い
ます。誤解を恐れずに言えば、大人
の飲酒より子どもの教育問題を優先
すべきとさえ言いうるのではないで
しょうか。子どもへの教育という作
業が極めて人間的要素の重視される
ものであることから、子どもたち全
員に端末が配られ、それが学校の教
員とつながればそれで問題は解決す
る単純なものではないことは言うま
でもありません。また、今回に限り
ませんが（校則問題もそう）、休校措
置を執るに際して子どもたちは単な
る大人の措置の対象としか扱われて
いないように思えます。子どもの権
利条約は「自己の意見を形成する能
力のある児童がその児童に影響を及
ぼすすべての事項について自由に自
己の意見を表明する権利を確保す
る」と定めています。休校措置決定
に当たり子どもたちや保護者の考え

菊地 幸夫氏

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

プロフィール 番町法律事務所 弁護士（第二
東京弁護士会） 中央大学法学部卒業。元司法
研修所刑事弁護教官。現在、
（社福）
練馬区社会
福祉事業団理事、
（公財）
日本バレーボール協会
監事も務める。また、日本テレビ
「行列のできる
相談所」
および
「スッキリ」
をはじめ数本のテレビ
番組にレギュラーとして出演。弁護士業務の傍
ら体力作りにもいそしみ、地元小学生のバレー
ボールチームの監督等も務めている。

はどの程度考慮されたのでしょう
か。子どものことは、大人がパター
ナリスティック（国親的）に決めて良
いとの考えもあるでしょうが、子ど
もたちを権利の主体として扱う姿勢
を大人が持つことは大切だと思いま
す。
学校の休校措置等に対して、学力
停滞を心配する保護者も多いのか、
塾等はコロナ禍で打撃を受けるもの
の健闘している等の記事も目にしま
す。塾も三密対策等工夫を凝らして
いるとは思いますが、毎夜10時頃ま
で塾の周囲に子どもたちの多くの自
転車が駐輪されている光景には少し
違和感があります。仮に学校で50分
授業を6コマ、塾で90分授業を3コマ
とすれば一日で9時間半です。大人
が一日それだけ働いても結構疲れる
でしょう。
もちろん塾は毎日ではなくとも、
授業がない日も塾の自習室に通う子

みんなで知ろう！
「子どもの権利条約」

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

「子どもの権利条約」は、子ども
の基本的人権を国際的に保障する
ために制定されました。世界中で
暮らす子どもたちが、権利を持つ
主体と位置付けられ、大人と同様
に、一人の人間としての人権が保
障されます。成長の過程で特別な
保護や配慮が必要な子どもならで
はの権利を定めています。
子どもたちには、大きく分けて
4つの権利があります。
生きる権利 子どもたちは、命を
守られ、生きる権利を持っていま
す。心や体の健や
かな成長に必要な
生活を送る権利も
あります。
病気やけがをし
た時は病院で治療が受けられま
す。また、どんな理由があっても
差別することは許されません。

育つ権利 教育を受ける権利や安
心できる場で体を休めたり、友達
と遊んだりする権
利を持っていま
す。そして持って
生まれた能力を十
分に伸ばして成長
することができます。
自分の考えや信じることの自由
が守られ、自分らしく育つことが
できます。
守られる権利 子どもには、自分
を守る権利と守ってもらう権利が
あります。いじめ
や体罰、暴力から
守られます。誰で
も持っている、人
に知られたくない
秘密や自分にとっての誇りを守る
ことができます。
※令和2年4月に児童虐待の防止等

に関する法律が改正され、親に
よる体罰の禁止が明記されまし
た。
参加する権利 子どもたちは、自
分の気持ちや考えを自由に表す権
利があります。集
まってグループを
作ったり、自由な
活動を行うことが
できます。
まとめ 子どもの権利は、子ども
一人一人が持っている大切な権利
です。この権利を守るために、大
人と子どもの関係だけではなく、
子ども同士の関係の中で相手の権
利を守らなければなりません。
子ども家庭支援センターでは、
大人からの暴力、言葉の虐待や子
ども同士のいじめ、差別による権
利侵害に対する子どもたちの相
談、悩みをさまざまな方法で受け

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」

はじめての離乳食教室

問 健康推進課健康づくり係

☎6400－0083

対 区民で、乳幼児を育児中の母
親※保育あり（申込時にお申し出
ください）
時 11月25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
問 健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460
「広報みなと」
の
自宅配送について

対 区民で、令和3年7月生まれの
お子さんのいる保護者
時 12月22日（水）午前10時30分～
11時40分、午後1時30分～2時40分
所 みなと保健所
人 各15組（申込順）
持ち物 離乳食つくり方テキスト
（3～4カ月児健康診査案内と一緒
に郵送しています）
申 電話で、12月21日（火）までに、
みなとコール（受付時間：午前9時
～午後5時）へ。  ☎5472－3710

バースデイ歯科健診
対 1・2・4・5・6歳になる就学前
の区内在住のお子さん（誕生月の
前後1～2カ月を目安にご利用くだ
さい）※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 12月15日（水）午後1時10分～1
時30分、午後1時30分～1時50分、
午後1時50分～2時10分、午後2時
10分～2時30分

も多いと聞きます。子どもの権利条
約は、子どもの休息の権利も認めて
います。あの子たちは疲れてはいな
いだろうか。
コロナ禍で大人も在宅勤務が増え
る等、家族が家にいる時間が長くな
る傾向がある中、虐待事案の増加も
懸念されます。子どもへ周囲の目の
届かない時間が長くなるのは、時に
は危険なことでもあり、周りの大人
の目配りや気遣いが命を救うことに
も繋がることを忘れてはなりませ
ん。
大人も苦しいが、子どもたちもそ
れ以上に苦しんでいることと思いま
す。新政府による子どもの人権のさ
らなる実現に期待します。
問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係

☎3578－2027
ています。解決方法を一緒に考え
ましょう。
会って相談・電話で相談
港区子ども家庭相談ダイヤル

☎5962－7215
受付時間：祝日、年末年始を除く
月～金曜午前8時30分～午後6時、
土曜午前8時30分～午後5時
ねっとで相談
みなと子ども相談ねっと
（18歳未満）
二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、
「みなと子ども相
談ねっと」のページをご覧いた
だけます。

港区おとなの子育て相談ねっと
（18歳未満の児童の保護者と妊婦）
二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、
「港区おとなの子
育て相談ねっと」のページをご
覧いただけます。

問い合わせ

子ども家庭支援センター相談支
援係
☎5962－7213
所 みなと保健所
人 各12組
（申込順）
持ち物 母子健康手帳・バスタオ
ル
申 12月12日（日）までに、みなと保
健所けんしん等利用予約システム
https://minato-kenshin.cityca.jp
からお申し込みください。予約シ
ステムが利用できない人は、電話
またはファックスで、お申し込み
ください。
問 健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

「広報みなと」は、区民で、新聞購読をしていない人、区有施設で入手することが困難な人のうち、希望する人に自宅配送して
います。また、自宅配送を申し込んだ人で、不要になった人、住所が変更になる人は、分かり次第早めに区長室広報係へご連
絡ください。新規配送・配送停止・住所変更の手続きには、1カ月程度の期間がかかります。

区長室広報係 ☎3578－2036

一人で悩んで
いませんか？

令和4年度4月入園

区立幼稚園園児一斉募集
区立幼稚園では、 表1 のとおり
園児の募集を行います。
応募資格
保護者とともに区内に住所を有
し、保護者等が送迎可能であるこ
と
対象
3歳児（平成30年4月2日～平成31
年4月1日生まれの人）
4歳児（平成29年4月2日～平成30
年4月1日生まれの人）
募集要項・申込書の配布場所
各区立幼稚園（受付時間：午前9
時～午後4時30分）、学務課（区役
所7階）・各総合支所区民課窓口サ
ービス係・台場分室（受付時間：午
前8時30分～午後5時）
※土・日曜、祝日を除く。
※港区ホームページからダウンロ
ードもできます。
申し込み
持参
11月18・19日（木・金）・22日

令和4年度
4月入園

（区役所代表）
☎3578–2111

MINATO CITY

子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。

（月）に、入園申込書・受付票を、
入園を希望する区立幼稚園（受付
時間：午後2時～4時30分）または学
務課（受付時間：午前8時30分～午
後5時）へ。
※各総合支所・台場分室では受け
付けません。
郵送
11月22日（月・必着）までに、〒
105－8511 港区役所学務課学事
係へ。
電子申請
詳しくは、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
で読み取ると、港区ホームペー
ジの「令和4年度港区立幼稚園園
児募集のお知らせ」のページを
ご覧いただけます。

追加受け付け
申し込み後、定員に満たなかっ
た区立幼稚園で追加受け付けを行
います。直接、12月2日（木）に、
入園申込書・受付票を、入園を希

芝浦アイランドこども園
4歳児
（1号認定利用）
園児募集
転入することが確実な人
※1号認定利用（利用時間:午前9時
～午後2時）は、保育の必要性が
ない人のみ申し込めます。保育
の必要性がある人は、2号認定
利用での申し込みになります。
※利用時間の前後で預かり保育を
実施しています。詳しくは、募
集要項をご覧ください。
※区立幼稚園との併願はできませ
ん。

内…内容 人…定員・募集人員

図書館で
冬の子ども会を開催します

表1 園児一斉募集一覧
幼稚園名
赤羽
芝浦
高輪
白金台
三光
港南
麻布
南山
本村
中之町
青南
にじのはし

3歳児
35
25
50
25
50
50
25
50
50
25

面接および健康診断を行います。
詳しくは、申込受付時に配布する
書類をご覧ください。
問い合わせ

学務課学事係
各区立幼稚園

募集定員
（人）
4歳児
5歳児
30
25
5
10
5
10
10

5
30
10
10
5

☎3578－2779
☎ 表1 参照

所在地
三田1－4－52
芝浦4－8－18
高輪2－12－31
白金台3－7－1
白金3－13－8
港南4－3－27
麻布台1－5－15
元麻布3－8－15
南麻布3－9－33
赤坂9－7－8
南青山4－18－17
台場1－1－5

電話番号
3452－0246
3452－0574
3447－3356
3443－5666
3444－4233
3471－7347
3583－1858
3408－4785
3446－3677
3405－7619
3402－0758
5500－2577

※5歳児（平成28年4月2日～平成29年4月1日生まれの人）については、一斉募集は行
いませんが、4歳児からの進級数の状況に応じて、
随時申し込みを受け付けます。

申込受付期間
11月15日（月）～24日（水）
※土・日曜、祝日を除く。
提出書類
（1）幼児教育申込書
（2）同意書
（3）区 内在住者は、住所を確認で
きるもの。転入予定者は、住
宅の契約書等の写し
※募集要項および提出書類は、港
区ホームページからダウンロー
ドできます。また、次の受付場
所でも配布しています。
受付場所
持参の場合 保育課保育支援係
（区役所7階）、芝浦アイランドこ

ども園または各総合支所区民課保
健福祉係
郵送の場合 11月24日（水・必着）
までに、〒105－8511 港区役所
保育課保育支援係へ。
抽選
募集人員を超える応募があった
場合は、抽選を行います。
※抽選は、新型コロナウイルス感
染症対策のため非公開としま
す。抽選結果は、12月3日（金）
午後3時（予定）に港区ホームペ
ージに掲載します。
問い合わせ

保育課保育支援係☎3578－2445

お子さんを対象に、人形劇等を企画しています。
費用は全て無料です。

問い合わせ

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区立図書館ホー
ムページをご覧いただけます。

各港区立図書館

☎ 表2 参照

表2 冬の子ども会日程等（開場は各開始時間の30分前）
開催日

時間

場所

内容

申…申し込み

小学生までのお子さんとその
劇団貝の火
保護者
人形劇
※保護者はお子さん1人につき
「ブレーメンの音楽隊」
大人1人まで

問…問い合わせ

小学生

12人
（申込順）

11月21日
電話または直接、
（日）
から、
港南図書館へ。

港南図書館
☎3458－1085

人形劇団ポポロ
「どうぞのいす」

小学生までのお子さんとその
保護者
※保護者はお子さん1人につき
大人1人まで

20人
（申込順）

11月21日
電話または直接、
（日）
から、
麻布図書館へ。

麻布図書館
☎3585－9225

親子で楽しむ
コンサート

0～3歳の乳幼児とその保護者
および妊娠中の人

各20人
（申込順）

12月1日
電話または直接、
（水）
から、
港南図書館へ。

港南図書館
☎3458－1085

港南図書館

子ども工作会
「グリーティング
カードをつくろう！」

午後2時30分～3時30分

麻布図書館

（1）午前10時～10時30分
（2）午前11時30分～正午

港南図書館

選…選考方法
担…担当課

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

問い合わせ
赤坂図書館
☎3408－5090

12月8日
午後2時30分～3時30分
（水）

12月25日
午後2時～3時
（土）

申し込み
電話または直接、
11月13日
（土）
から、
赤坂図書館へ。
※11月18日
（木）
は休館

赤坂図書館

12月12日
午後2時～2時45分
（日）

定員
各25人
（申込順）

12月4日 （1）午前11時～正午
（土） （2）午後2時～3時

12月11日
（土）

対象

区内在住の小学生までのお子
みなと図書館
電話で、11月15日（月）～28
さんとその保護者
人形劇団プーク
または
日（日）に、みなとコール（受
来館：45人
「ひとまねアヒル／ ※来 館：1組4人（保護者は2人）
みなと図書館
オンラインツール
オンライン：50組 付時間：午前9時（初日は午
まで。
プー吉・チビの
☎3437－6621
（Zoom）を使って
（いずれも申込順）後3時）
～午後5時）
へ。
ムジカブラボー」 ※オンライン：1組の人数・内訳
参加可能な場所

☎5472－3710
に制限はありません。
三田図書館

人形劇団ポポロ
「おおきなかぶ」

小学生までのお子さんとその
保護者
※1組4人（保護者は2人）まで。

40人
（申込順）

電話または直接、
12月11日
（土）
から、
三田図書館へ。
※12月16日
（木）
は休館

三田図書館
☎3452－4951

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります
（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報
（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

この広報紙は、誰にでも読みやすく、伝わりやすいフォント
（ユニバーサルデザインフォント）
を使用しています。

凡例 対…対象 時…とき 所…ところ

芝浦アイランドこども園4歳児
（1号認定利用）の令和4年度4月入
園希望者を募集します。
対象
4歳児（平成29年4月2日～平成30
年4月1日生まれの人）
募集人数
10人
（抽選）
応募資格
（1）
区内在住者
（2）
令 和4年3月末までに、港区に

望する区立幼稚園（受付時間：午後
2時～4時30分）へ。
※定員を超えた場合は、抽選とな
ります。
随時受け付け（申込順）
追加受け付け後、定員に満たな
かった区立幼稚園で随時受け付け
を行います。直接、12月10日（金）
午後2時以降に、入園を希望する
区立幼稚園へ。
面接および健康診断
入園が決まった区立幼稚園で、

3
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MINATO CITY

令和3年
（2021年）
11月11日

港区介護予防
フェスティバル

一部 65 歳以下を対象とした内容も掲載しています

住み慣れた地域でいつまでも元気
で暮らしていくために、介護予防の
大切さを、講演会や測定会を通して
知っていただくためのイベントで
す。
講演会
対象 どなたでも
とき 12月4日（土）午前10時～11時
30分
ところ 介護予防総合センター（み
なとパーク芝浦2階）
講師 山田 実氏（筑波大学人間系教
授）
内容 「人と人との繋がり」でめざす
健康長寿
定員 会場72人、オンライン
（Zoom）
100人
（いずれも申込順）
費用 無料

第13回

健康長寿！inみなと

申し込み
会場 電話または直接、11月22日
（月）
から、介護予防総合センターへ。
オンライン 11月22日（月）から、介
護予防総合センターのホームページ
からお申し込みください。
二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区立介護予防
総合センターラクっちゃホーム
ページをご覧いただけます。

介護予防測定会
対象 65歳以上の区民
内容・定員・とき・ところ
表1 のとおり
費用 無料
申し込み
電話または直接、各施設へ。
※1人1会場のみ申し込めます。

表1 介護予防測定会一覧
定員
（人）

内容

表2 各種教室一覧
内容
1 認知症予防のための栄養講座
2 ファンクショナルトレーニング

定員（人） 実施曜日
10
毎週木曜
15
毎週金曜

11月29日
（月） 午後1時～4時

40

12月1日
（水）

◦体成分測定
（INBODY）
48
◦脳年齢測定
◦血管年齢測定 48
◦基本チェック
リスト
88
40

ところ
白金台いきいきプラザ

☎3440－4627

午前9時30分～ ありすいきいきプラザ
正午

☎3444－3656

12月3日
（金） 午後1時～4時

青山いきいきプラザ

☎3403－2011

（土） 午後1時～4時
12月4日

午前9時30分～ 介護予防総合センター
☎3456－4157
午後1時～ 
（日） 正午、
12月5日
4時
12月11日
（土）

午前9時30分～ 神明いきいきプラザ
正午

☎3436－2500

※所要時間は15分です。申込時に参加希望時間をお聞きします。
※ペースメーカーをご利用の人は、
体成分測定
（INBODY）
はできません。

問い合わせ

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

高齢者支援課介護予防推進係

☎3578－2992

芝浦2階）
費用 無料
申し込み 電話または直接、11月22日（月）まで
に、介護予防総合センターへ。
※11月20・21日
（土・日）
は休館

対 50歳以上の区民
時 12月4・18日（土）いずれも午後
1時～3時
所 飯倉いきいきプラザ
人 各8人（60歳以上の新規の人優
先で抽選）
申 電話または直接、11月20日
（土）
までに、飯倉いきいきプラザへ。
☎3583－6366

対 50歳以上の区民
時 12月16日（木）午後2時30分～4
時
所 麻布いきいきプラザ
人 6人（60歳以上の人優先で抽選）
費用 1000円（材料費）
申 電話または直接、11月25日
（木）までに、麻布いきいきプラザ
へ。
☎3408－7888

白扇の会による高輪いきいき
寄 席「 笑 い で ス ト レ ス を 吹 き
飛ばしましょう」

対 60歳以上の区民
時 11月30日
（火）
午後2時～3時
所 白金いきいきプラザ
人 10人
（抽選）
申 電話または直接、11月25日
（木）
までに、白金いきいきプラザ
へ。
☎3441－3680

脳いきいきタブレット講座

対 60歳以上の区民※4カ月継続し
て参加できる人
時 12月10日～令和4年3月25日（12
対 60歳以上の区民
月31日、令和4年1月7日を除く毎
時 11月27日（土）午後2時～3時30
週金曜、全14回）午前10時30分～
分
11時30分、午後1時30分～2時30分
所 高輪いきいきプラザ
※いずれか1コースの参加
人 30人（抽選）
所 白金台いきいきプラザ
申 電話または直接、11月21日
（日） 人 各10人
（抽選）
までに、高輪いきいきプラザへ。
申 電話または直接、11月25日
※当選者のみ、11月22日
（木）
までに、白金台いきいきプラ
（月）
以降
ザへ。※当選者のみ、11月27日
に、電話で連絡します。
☎3449－1643
（土）
以降に、電話で連絡します。
☎3440－4627

スマートフォン教室

区内のＰＭ2.5 の 1 日平均値
10月27日の各局の1日平均値
（速報値）
は次のとおりです。
赤坂局

10.4㎍/㎥

一の橋局 10.5㎍/㎥
芝浦局

9.8㎍/㎥

高輪局

12.2㎍/㎥

第一京浜高輪局

※1
10.9㎍/㎥

台場局

※1 現在、移設作業のため停止しています。

問い合わせ 環境課環境指導・環境アセスメント担当

☎3578−2492

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報
（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

担…担当課

※ ㎍／㎥＝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。

選…選考方法

対 50歳以上の区民
時 12月8・15日（水）いずれも午前
10時～11時30分
所 西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、11月28日
（日）までに、西麻布いきいきプラ
ザへ。
☎3486－9166

初 め て の 日 本 舞 踊「 気 軽 に 体
験会」

問…問い合わせ

芝の語り部と歩く！新橋の今
と昔

「これからスマホ」教室

☎3456－4157

高齢者支援課介護予防推進係

都 局

対 おおむね50歳以上の区民
時 12月4日
（土）午後5時～6時
所 三田いきいきプラザ
人 20人
（抽選）
申 電話または直接、11月25日
（木）
までに、三田いきいきプラザ
へ。
☎3452－9421

対 50歳以上の区民
時 12月3・10日（金・全2回）いず
れも午後1時30分～3時30分
所 南麻布いきいきプラザ
人 8人（60歳以上の人優先で抽選）
申 電話または直接、11月26日
（金）
までに、南麻布いきいきプラザ
へ。
☎5232－9671

担当課

フラワー教室

区 局

☎電話番号のかけ間違いにご注意ください。

天 文 講 座「 港 区 の 夜 空 を 見 上
げてみよう～12月の星の楽し
み方～」

iPhone入門教室（初心者向け）

介護予防総合センター

申…申し込み

スマートフォン用のスピーカー
やラックを制作します。
対 おおむね50歳以上の男性区民
時 12月1～15日（毎週水曜・全3
回）
午後2時～4時
所 三田いきいきプラザ
人 10人
（抽選）
費用 2200円
（材料費）
申 電話または直接、11月25日
（木）
までに、三田いきいきプラザ
へ。
☎3452－9421

所 JR新橋駅銀座口集合、桜田公
園付近解散
人 10人（抽選）
申 電話または直接、11月24日
（水）までに、虎ノ門いきいきプラ
ザへ。
☎3539－2941

開始日
終了日
12月2日 令和4年1月27日
12月3日 令和4年2月25日

内…内容 人…定員・募集人員

男 性 の た め の D I Y 講 座（ 初 心
者向け）

時間
午後2時30分～3時30分
午後3時30分～4時30分

凡例 対…対象 時…とき 所…ところ

対 おおむね60歳以上の男性区民
時 11月28日
（日）午前10時～正午
所 芝区民協働スペース
人 20人
（申込順）
申 電話で、11月26日（金）までに、
芝地区高齢者相談センターへ。
☎5232－0840

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

時間

問い合わせ

江 戸 カ フ ェ「 松 平 容 保 と 会 津
藩の悲劇」

対 おおむね50歳以上の区民
時 12月11日
（土）午前10時～11時

日にち

48

12月開始 介護予防総合センターの各種教室
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

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

問い合わせは

へ

☎5472−3710 FAX5777−8752

（区役所代表）
☎3578–2111

MINATO CITY
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新型コロナウイルス感染症を乗り越えていくために
みなとワクチン安心相談ダイヤル

港区新型コロナワクチン接種コールセンター

☎0120－607－567

対

☎0120－252－237

象 新型コロナワクチンを未接種または2回目接種に不安のある区民等

受付内容 副
 反応や健康に対する不安、効果に対する疑問 等
※看護師が対応

受付時間 祝
 日を除く月～金曜 
午前8時30分～午後5時15分



対

象 区民等

受付内容 接
 種券の再発行、ワクチンパスポートの申請、区内の
集団接種会場での接種予約に関すること 等
受付時間 月
 ～金曜 午前8時30分～午後8時
土・日曜、祝日 午前8時30分～午後5時30分

対応言語 日本語

対応言語 日本語・英語・中国語・韓国語

夜間に
「誰でも接種」
を実施しています



二次元コードをスマートフ
ォンで読み取ると、港区ホ
ームページの「まだ新型コ
ロナワクチンを接種してい
ないあなたへ」のページを
ご覧いただけます。

V

東京グランドホテル（芝2－5－2）では、新型コロナワクチン接種について、対象（在住・在勤・在学）の要
件を撤廃し、
「誰でも接種」を実施しています。職域接種等でモデルナ社製ワクチンの1回目接種を受けた人も
接種可能です。モデルナ社製ワクチンの2回目接種ができずお困りの人は、「誰でも接種」をご利用ください。

対象 12歳以上どなたでも
※18歳未満の人は保護者の同伴が必要です。
持ち物 接種券、本人確認書類
（マイナンバーカー
ド、運転免許証、健康保険証等）
実施期間 12月21日
（火）
までの毎週火曜
※11月23日
（火・祝）
を除く。
※1回目接種は11月16日
（火）
まで
接種時間 午後7時～10時
ワクチンの種類 モデルナ社製ワクチン

対象 12歳以上どなたでも
※18歳未満の人は保護者の同伴が必要です。
持ち物 接種券、本人確認書類
（マイナンバーカー
ド、運転免許証、健康保険証等）
実施期間 12月24日
（金）
までの毎週金曜
※1回目接種は11月26日
（金）
まで
接種時間 午後7時～午前0時
※午後7時～9時は区民優先です。
ワクチンの種類 モデルナ社製ワクチン

東京グランドホテルの他、港区スポーツセンタ
ー、区内の病院やクリニックでも、新型コロナワク
チン接種を実施しています。予約方法等について
詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
問い合わせ

港区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120－252－237
担当課 保健予防課新型コロナウイルスワクチン
接種担当

キャッシュレスで「トキメク、ミナトク。」
地元応援キャンペーンを実施しています
対象の区内観光施設や店舗等の窓
口・店頭でPayPayで支払うと、最大
30パーセントのPayPayボーナスが戻
ってきます。
対象
どなたでも
※スマートフォンまたはタブレット
で
「PayPayアプリ」
のダウンロード
が必要です。
期間
12月26日
（日）
まで

付与上限額
6000円相当／回および期間
※期間中、上限までは複数回の利用
が可能です。
※付与は、原則として支払い日の翌
日から起算して30日後です。
対象となる支払い方法
PayPay残高、ヤフーカード、PayPay
あと払い
（一括のみ）
※
「ヤフーカード」
は
「Yahoo!JAPAN
カード」
の愛称です。ヤフーカード
とPayPayを連動させ、PayPayを

起動して支払った場合にキャンペ
ーンの対象となります
（PayPayア
プリを介さないヤフーカード払い
は対象外）
。
※窓口・店頭での支払いのみ対象で
す。
対象施設・店舗
商店会加盟店舗、MINATOフラッ
グ店、観光施設、宿泊施設、舟運・
交通関係事業者、美術館、水族館
※上記全ての施設・店舗が対象にな
るわけではありません。

※キャンペーンを確実にご利用いた
だくため、入店時等に対象となる
かご確認ください。
※対象施設・店舗の一覧は、キャッ
シュレスで
「トキメク、ミナトク。
」
地元応援キャンペーン特設ホーム
ページをご覧ください。
二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、キャッシュレスで
「トキメク、ミナトク。」地元応援
キャンペーン特設ホームページ
をご覧いただけます。

問い合わせ

PayPayカスタマーサポート窓口
（24時間対応） ☎0120－990－634
産業振興課観光政策担当
☎3578－2527・54

新型コロナウイルス感染症に関する外来受診等の相談先のご案内
心の不調に関する相談

（年中無休）

☎5320－4592
東京都発熱相談センター
（※1） 対応時間 24時間
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」 対応時間 24時間
（年中無休） ☎5272－0303
聴覚障害がある人の専用案内
ＦＡＸ5285－8080

港区新型コロナこころのサポートダイヤル
☎5333－3808
対象 区内在住・在勤・在学者
対応時間 祝日を除く月～金曜午前9時～午後5時
※1

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な電話相談
みなと保健所電話相談窓口
対応時間 祝日を除く月～金曜午前8時30分～午後5時15分
対象 区内在住・在勤・在学者
聴覚障害がある人の相談
東京都新型コロナコールセンター
（※1）

対応時間 午前9時～午後10時
（年中無休）
聴覚障害がある人の相談

☎3455－4461
ＦＡＸ3455－4460
☎0570－550571
ＦＡＸ5388－1396

多言語対応
日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・
タガログ語・ネパール語・ミャンマー語・タイ語・
フランス語・ポルトガル語・スペイン語

問い合わせ

保健予防課保健予防係
☎6400－0081 ＦＡＸ3455－4460
〇港区新型コロナこころのサポートダイヤルについて
健康推進課地域保健係
☎6400－0084 ＦＡＸ3455－4460

30

分～午後５時の受け付けとなります。

発熱や咳、息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ等の症状がある人

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

週末ミッドナイト接種

▼

火曜ナイト－エリア接種

アイコン
「ワクチン85」

MINATO CITY

令和3年
（2021年）
11月11日
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みなと
※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。

障害者関連情報
障害児・者を支援している人へ
の 研 修（ 全 8 回 ） 第 4 回「 テ ク ノ
ロジーを使った働き方」
対 仕事や家族・ボランティア等で
障害児・者の支援や介護に携わって
いる人、または関心がある区内在
住・在勤・在学者
時 12月17日
（金）
午後6時30分～8時
所 障害保健福祉センター
人 60人程度
（申込順）
申 電話またはファックスで、障害
保健福祉センターへ。自宅での介護
あるいは会場での保育が必要な人
は、12月10日（金）までに、ご相談く
ださい。
☎5439－2511 ＦＡＸ5439－2514

健

康

健康相談・禁煙相談（予約制）

◎ ウ ェ ル ネ ス セ ミ ナ ー「 す ぐ に
でも実践できる飲み込み体操」
対 どなたでも
時 12月15日
（水）
午前11時～正午

◎ういケアみなと がん制度大
学「 が ん 患 者 が 就 職 活 動 を す る
ときのポイント」
対 どなたでも
時 12月17日
（金）
午後7時～8時30分

◎ が ん と 生 活 の セ ミ ナ ー「 い ざ
という時のために知っておきた
い病院・施設のこと」
対 どなたでも
時 12月18日
（土）
午前11時～正午
◎印の共通事項
所 がん在宅緩和ケア支援センター
人 15人
（申込順）
申 電話またはファックスで、がん

夜間・休日診療

講座・催し物
芝会議地域コミュニティ部会
「クリスマスリースづくり」
対 どなたでも※小学3年生以下は、
保護者同伴
時 12月12日（日）午後1時～2時、午
後2時～3時、午後3時～4時
所 神明いきいきプラザ
人 各10組程度（抽選）
申 電話で、12月3日（金）までに、芝
地区総合支所協働推進課協働推進係
へ。港区ホームページからも申し込
めます。
☎3578－3158

MT社交ダンスバンドによるク
リスマスコンサート
対 区内在住者
時 12月5日（日）午後2時～3時30分
所 高輪いきいきプラザ
人 30人（抽選）
申 電話または直接、11月28日（日）
までに、高輪いきいきプラザへ。※
当選者のみ、11月29日（月）以降に、
電話で連絡します。 ☎3449－1643

「WEBでみなと区民まつり
2021」展覧会
「WEBでみなと区民まつり2021」
（令和4年2月5日（土）から公開予定）
に参加する団体の書道、俳句等の作
品を展示します。
対 どなたでも
時 11月27日（土）午後1時～5時、11
月28日（日）午前10時～午後3時
所 増上寺慈 雲 閣 ※詳しくは、Kiss
ポート財団ホームページ
https://www.kissport.or.jp
をご覧ください。
問（公財）港区スポーツふれあい文
化健康財団
☎5770－6837
担 地域振興課地域振興係
じ

うん かく

港区ホームページ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

月 日︵日︶

分～午後５時の受け付けとなります。

※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。
11 愛育病院（小）
14 岡田歯科クリニック（歯）

港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター）

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

港区文化プログラム連携事業
レクチャー＆見学会「時が重なる
寺院：白金台瑞 聖 寺 に歴史と文化
財を訪ねる」
ず い しょう

じ

対 どなたでも
時 12月4日（土）午後1時30分～3時30
分
所 瑞聖寺（白金台3－2－19）
人 15人（抽選）
申 11月18日（木）までに、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
の応募フォームからお申し込みくだ
さい。詳しくは、慶應義塾大学アー
ト・センターホームページをご覧く
ださい。
問 慶應義塾大学アート・センター
☎5427－1621
メール：cunary@art-c.keio.ac.jp
担 地域振興課文化芸術振興係

オープンイノベーション創出セ
ミナー・交流会
対 中小企業者等
時 12月10日
（金）
午後2時30分～5時
所 オンラインツール（Zoom）を使っ
て受講可能な自宅等
人 100人
（申込順）
申 産業振興課ホームページ
https://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。詳しく
は、産業振興課ホームページをご覧
ください。
問 産業振興課経営相談担当
☎3578－2562

消費者センター講師派遣事業公
開講座「食品ロスを出さない暮ら
しの工夫～持続可能な未来のた
めに、今日からできること～」
対 区内在住・在勤・在学者
時 11月30日
（火）
午後2時～4時
所 消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人 9人
（申込順）
申 電話で、11月22日（月）までに、
消費者センター
（受付時間：祝日を除
く月～土曜午前9時～午後5時）
へ。
☎3456－4159

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）
東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」
（毎日24時間）

電話 小児救急
相談 電話相談

「＃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）
☎5272－0303
ホームページ https://www.himawari.metro.tokyo.jp/

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）
「＃8000」
（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
午後6時～翌朝8時

☎5285－8898（ダイヤル回線の固定電話等）

虎ノ門1－8－8

☎5501－1511

芝浦1－16－10

☎6453－7300

土･日曜、祝日、
年末年始
午前8時～翌朝8時

虎ノ門5－13－1
40MTビル別館1階

☎5405－2777

薬の相談 ※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

医療法人社団アイセイ会
北青山3－5－25
アイエスデンタルクリニック（歯）
★伊皿子坂医院（内・小）

対 区内在住・在勤・在学者
時 12月11日（土）午後3時30分～6時
所 赤坂区民センター
人 20人（抽選）
申 往復はがきに、住所、氏名、電
話番号、在勤・在学の人は勤務先や
学校名および所在地を明記の上、11
月30日（火）までに、〒105－8511
港区役所地域振興課国際化推進係
へ。※はがき1枚につき2人まで申し
込めます。その場合は、2人分の情
報を明記してください。※抽選に外
れた場合でも、有料チケットをご購
入いただけます。※詳しくは、公演
特設ホームページ
llama.tokyo/2021-12-11
をご覧ください。
問 〇コンサートの内容、有料での
観覧について
アンデスの家ボリビア
☎042－403－7719
メール：TokyoLlamaKeikaku@
gmail.com
〇無料招待について
地域振興課国際化推進係
☎3578－2308

てみたい中小企業者等（2）中小企業
経営者
時（1）12月3日（金）午後2時～4時（個
別相談：午後4時～4時30分）
（2）12月
16日（木）午後6時～8時（個別相談：午
後8時～8時30分）
所（1）商工会館またはオンラインツ
ール（Zoom）を使って受講可能な自
宅等（2）オンラインツール（Zoom）
を使って受講可能な自宅等
内（1）～ウィズコロナ時代だからこ
そビジネスチャンスを逃さない～い
まから始めるSNS活用の超基礎セミ
ナー（2）
事業承継セミナー
人（1）会場枠20人、オンライン枠20
人（いずれも申込順）
（ 2）30人（申込
順）
申 産業振興課ホームページ
https://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。詳しく
は、産業振興課ホームページをご覧
ください。
問 産業振興課経営相談担当
☎3578－2562

対（1）これからWebやSNSを活用し

月～金曜：午後7時～10時 中学生まで
芝浦1－16－10
小児
みなと
土 曜 ：午後5時～10時 （おおむね15歳（社福）恩賜財団母子愛育会 総合母
初期
子ども
※祝日、年末年始を除く 未満の小児）の 子保健センター 愛育病院1階
救急 救急診療室
※受付は午後9時30分まで 軽症患者対象
☎6453－7302

アイビークリニック虎ノ門（内）

ボリビア多民族国大使館主催ボ
リ ビ ア 音 楽 コ ン サ ー ト「 南 米 ア
ンデス・ボリビア音楽の革新と
伝統」無料招待

中小企業セミナー

▲

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

対 区民
時 12月8日（水）、令和4年1月19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1週間前までに、申込
時にお申し出ください）。
所 みなと保健所
申 電話で、各開催日前日までに、
健康推進課健康づくり係へ。
☎6400－0083

在宅緩和ケア支援センター（受付時
間：祝日を除く月～金曜午前10時～
午後9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

下島ビル4階

☎5785－2953

高輪2－16－52－101

☎5447－7701

三田1－4－10

☎3455－4927
（休日のみ）

みなと保健所2階

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
11月14日（日）

田町駅前薬局

芝浦3－1－32
なぎさテラス108B

夜間対応当番薬局（毎日） 対応時間：午後8時～午前0時

☎3457－7700
☎090－3690－3102

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。
また、新型コロナウイルス感染症対策のため、施設入館時に個人情報
（氏名・緊急連絡先）を集めます。
区が集めた個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

区の手続きや施設・催し物のご案内は
年中無休 午前8時〜午後8時

☎5472−3710
FAX5777−8752

MINATO CITY

（区役所代表）
☎3578–2111
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みなと

第 1 回 一 日 消 費 者 教 室「 知 っ て
得する電動アシスト自転車の選
び方とお手入れ」

忠臣蔵まち歩き
対 小学生以上で、希望日程の全行
程を歩ける人
時 A日程：12月11日（土）午前9時30分
～午後4時、B日程：12月18日（土）午
前9時30分～午後4時、C日程：12月
11日（土）午前9時30分～正午および
12月18日（土）午後0時30分～4時※C
日程のみ、2日に分けて実施します。
コース 両国駅→吉良邸跡→赤穂藩
邸跡→築地川公園
（昼休憩）→築地本
願寺→仙台藩跡→泉岳寺※昼食は各
自お持ちください。
人 各日程10人
（抽選）
申 次のいずれかの方法で、11月26
日
（金・必着）
までに、お申し込みく
ださい。（1）往復はがきに、希望日
程（A・B・C日程のいずれか）、申
込人数（2人まで）、申込者全員の住
所・氏名・年齢・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「港区観光ボランティア
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/
からお申し込みください。※抽選結
果は、12月6日（月）までに、はがき
またはメールで送ります。
問（社）港区観光協会「港区観光ボラ
ンティアガイド担当」
（ 受付時間：祝
日を除く月～金曜午前9時～午後5
時）
☎6452－8666
産業振興課観光政策担当
☎3578－2552

あ き る 野 環 境 学 習「 里 山 散 策 と
オリジナル正月飾りづくり」
対 小学生以上の区民※小学生は保
護者同伴必須。正月飾りは、1グル
ープで1つ作ります。
時 12月19日（日）午前8時30分～午後
5時30分頃※午前8時15分に区役所に
集合し、往復バスで移動します。
所 あきる野市
人 20人
（抽選）
費用 1人につき2500円
申 電話またはファックスで、11月
22日（月）までに、（株）阪急交通社東
京団体支店営業二課
（受付時間：祝日
を除く月～金曜午前9時30分～午後5
時30分）へ。（株）阪急交通社特設ペ
ージ
https://www.hot-link.jp/index.
php/akirunokankyo
からも申し込めます。
☎6745－1351 ＦＡＸ6745－7371
問 環境課地球環境係 ☎3578－2497

「 家 具 の リ サ イ ク ル 展 」臨 時 日
曜開館
対 どなたでも
時 12月5日（日）午前9時30分～午後4

ざ

座 禅 体 験 講 座「 坐 し て 心 を 正 し
禅の心にふれる」
対 区内在住・在勤・在学者
時 11月22日（月）午後5時45分～7時
45分
所 萬年山青松寺（愛宕2－4－7）
人 16人（申込順）
費用 500円（参加費）
申 電話で、港ユネスコ協会（受付時
間：祝日を除く火～金曜午前10時30
分～午後5時）へ。
☎3434－2300
港ユネスコ協会ホームページ
https://minato-unesco.jp/
からも申し込めます。
担 生涯学習スポーツ振興課生涯学
習係

似 顔 絵 講 座（ 初 級 編 ）
「プロが教
える似顔絵の描き方」
対 どなたでも
時 11月27日（土）午後2時～4時
所 三田図書館
人 25人（申込順）
申 電話または直接、三田図書館へ。
☎3452－4951

元青山学院大学箱根ランナーが
語 る「 僕 が 見 た 箱 根 駅 伝 の 風 景
とこれからの陸上界」
対 中学生以上どなたでも
時 12月5日（日）午後2時～4時
所 三田図書館
人 30人（申込順）
申 電話または直接、三田図書館へ。
☎3452－4951
に

こ

朗読と二 胡 演奏のクリスマスミ
ニコンサート
対 どなたでも
時 12月4日（土）午後2時～3時
所 麻布図書館
人 20人（申込順）
申 電話または直接、麻布図書館へ。
☎3585－9225

時 12月12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

1 1 月 は「 労 働 保 険 未 手 続 事 業 一
掃強化期間」です
「労働保険」とは、「労災保険」と
「雇用保険」の総称で、労働者が業務
災害・通勤災害にあった場合や、失
業した場合に必要な保険給付を行う
ものです。原則1人でも労働者を雇
っている事業所については、労働保
険の加入が義務付けられています。
労働保険の加入手続きをしていない
事業主は、所轄の労働基準監督署・
ハローワーク（公共職業安定所）
で加
入の手続きをお願いします。
問 〇労災保険について
三田労働基準監督署 ☎3452－5472
〇雇用保険について
品川公共職業安定所 ☎5419－8609
産業振興課経営相談担当
☎3578－2526

港区環境影響調査実施要綱に基
づく環境影響調査書案の縦覧
事業名 虎ノ門一丁目東地区第一種
市街地再開発事業
時 12月10日（金）まで※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 意見のある人は、郵
送または直接、事業名・住所・氏名
（法人その他の団体は、名称、代表
者の氏名および区内の事務所または
事業所の所在地）および環境保全の
見地からの意見を明記の上、12月10
日（金・消印有効）までに、〒105－
8511 港区役所環境課環境指導・環
境アセスメント担当へ。詳しくは、
お問い合わせください。
事業者による説明会
時（1）11月19日（金）午後6時30分～8
時（午後6時受け付け開始）
（2）11月20
日（土）午前10時～11時30分（午前9時
30分受け付け開始）※両日とも同じ

大 人 の ワ ー ク シ ョ ッ プ「 か ん た
ん！切り絵年賀状」
対 中学生以上どなたでも
時 11月25日（木）午後2時～3時
所 高輪図書館
人 8人（申込順）
申 電話または直接、高輪図書館へ。
☎5421－7617

お 知 ら せ

マイナンバーカード交付窓口の
休日臨時開庁
「交付通知書」が届いたら、同封さ
れている案内を確認の上、「交付通
知書」に記載されている総合支所区
民課窓口サービス係（台場分室を除
く）に、受け取り日時の予約を取り、
必要書類を持ってお越しください。
※マイナンバーカードの受け取りに
は事前予約が必要です。※マイナン
バーカードの交付以外の業務は取り
扱っていません。
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

防火・防災意識を高めましょう
11月9～15日は「全国火災予防運
動」の実施期間です。この機会に、
住宅での防火について次の4つの習
慣および6つの対策を再確認しまし
ょう。
4つの習慣
◦寝たばこは絶対にしない、させな
い。
◦ストーブの周りに燃えやすいもの
を置かない。
◦こんろを使うときは、火のそばを
離れない。
◦コンセントのほこりを清掃し、不
要なプラグを抜く。

説明内容です。
所 TKP新橋カンファレンスセンタ
ー
（千代田区内幸町1－3－1）
人 各135人
（会場先着順）
申 当日直接会場へ。
問 虎ノ門一丁目東地区市街地再開
発準備組合
☎6206－6780
環境課環境指導・環境アセスメント
担当
☎3578－2490

旧 小 諸 高 原 学 園（ 長 野 県 小 諸
市 ）の 活 用 に 関 す る 事 業 候 補 者
を公募します
募集要項等配布期間 12月10日（金）
まで
募集要項等配布場所 企画課用地・
施設活用担当（区役所10階）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。
問 企画課用地・施設活用担当
☎3578－2504

変更・休止情報等

三田いきいきプラザ臨時休館
時 12月11日
（土）
問 三田いきいきプラザ☎3452－9421
芝地区総合支所管理課施設運営担当
☎3578－3135

コンビニ交付サービスの利用休
止
システムメンテナンスのため、コ
ンビニでの各種証明交付サービスは
利用できません。
時 11月25日
（木）
終日
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

みなとパーク芝浦臨時休館
電気設備法定点検のため、消費者
センター、介護予防総合センター、
男女平等参画センター、港区スポー
ツセンター、ローソン、ATM、駐
車場も利用できません。
時 11月20・21日
（土・日）
問 芝浦港南地区総合支所管理課管
理係
☎6400－0011

6つの対策
◦火災の発生を防ぐため、ストーブ
やこんろ等は安全装置の付いた機
器を使用する。
◦火災の早期発見のため、住宅用火
災警報器を定期的に点検し、10年
を目安に交換する。
◦火災の拡大を防ぐため、部屋を整
理し、寝具やカーテン等は防炎品
を使用する。
◦火災を小さいうちに消すため、消
火器を設置し、使い方を確認す
る。
◦避難経路と避難方法を常に確保
し、備えておく。
◦防火防災訓練への参加等地域ぐる
みの防火対策を行う。
令和3年度全国統一防火標語「おう
ち時間 家族で点検 火の始末」を
心に留めて、火災を予防しましょ
う。
問い合わせ

防災課生活安全推進担当
☎3578－2271

◆各総合支所区民課窓口サービス係
（台場分室を除く）
◆
芝地区☎3578－3139
（
「マイナンバーカード交付窓口の休日臨時開庁」
について） ☎3578－3143
（
「コンビニ交付サービスの利用休止」について）
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

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

対 区内在住・在勤・在学者
時 12月10日
（金）
午後1時～3時
所 消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人 15人
（申込順）
申 電話で、12月3日（金）までに、消
費者センター
（受付時間：祝日を除く
月～土曜午前9時～午後5時）へ。
☎3456－4159

時30分
所 港資源化センター※駐車場、駐
輪場はありません。※小さな家具の
リサイクル展を同時開催します。
問 みなとリサイクル清掃事務所ご
み減量・資源化推進係 ☎3450－8025
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東京2020から未来へ
「パラスポーツのなんだろな」
は、平
成30年5月11日号に始まり、今回の37回
目で最終回となります。当コラムでは、
障害者スポーツの魅力や取り組みを知
り、パラリンピック競技大会をより一
層楽しむことができるよう、パラリン
ピック競技大会で採用されている夏季
22競技、冬季6競技を紹介してきまし
た。また、取材に応じ、競技の見どこ
ろや勝負の迫力を熱く話してくださっ
た各競技団体のスタッフの皆さんのお
かげで、競技の魅力を紹介することが
できました。
当コラムが始まってからこれまでの3
年6カ月の間に、世界は大きく変わりま
した。
東京2020パラリンピック競技大会
（令和3年8月24日～9月5日）
は、開催年
の1年延期、原則無観客等、前例のな
い方法での開催となりました。これは、
新型コロナウイルス感染症の世界的ま
ん延という未曽有の事態に開催も危ぶ
まれる中、正解のない難問を前に多く
の人が多様な意見を出し合い、最善の
道を探ってたどり着いた方法です。
コロナ禍により大会出場権を争う国
際試合も軒並み中止になる等、世界中
のアスリートにとっても難しい状況が
続きましたが、結果的に難民選手団を
含む163の国と地域から、合わせて4400
人以上という過去最多の選手が参加し

グルグル王子

ました。中には、不安定な国情から出
場困難とされつつも、国際パラリンピ
ック委員会等の支援により開会式直前
に来日を果たした選手もいました。身
体の障害に加えて次々に直面する難問
を乗り越える選手たちの不屈の情熱
は、13日間22競技での熱いパフォーマ
ンスに昇華され、どれも手に汗握る展
開でテレビやオンラインで観戦してい
ることを忘れるほどの迫力でした。
日本からは254人の選手が出場し、12
競技で金13、銀15、銅23の計51個のメ
ダルを獲得しました。メダリストはも
ちろんのこと、惜しくもメダルを逃し
た選手も、素晴らしい活躍でした。代
表選手には港区在住の選手もいまし
た。また、港区は、お台場がトライア
スロン競技の会場となり、港区スポー
ツセンターが車いすラグビーの公式練
習会場として使用される等、有形無形
で深く大会に関わりました。
振り返ればあっという間に過ぎた13
日間でしたが、アスリートや大会関係
者、支援する人等が、それぞれの立場
から問題に取り組み、力を出し合う姿
に世界中から共感の声が集まった大会
でした。
次のパラリンピック競技大会は北京
2022です。現段階
（令和3年10月）
では、
当コラムで紹介した6競技が正式競技
として予定されています。コロナ禍で
まだ先の見えない状況ですが、東京
2020を経験した新たな視点で見守り、
応援していきましょう。

ミナコレ2021 MINATO
COLLECTION

ミナコレ
（MINATO COLLECTION）
とは
区と区内にあるミュージアムが連
携して開催します。たくさんのミュ
ージアムを巡って、古今東西のさま
ざまなアートや文化、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。
対象 どなたでも
とき 11月21日
（日）
～12月24日（金）
スタンプラリー 令和3年度は、デ
ジタルでスタンプラリーを行い、ス
タンプを集めた全員にミナコレ限定
景品をプレゼントします。
参加方法
1 港区ホームページからアプリを
ダウンロードしてください。
2 イベント参加ミュージアムを巡
り、ミュージアム内に設置した
二次元コードをスマートフォン

グルーにゃ

で読み取ると、スタンプが1個た
まります。
3 集めたスタンプの数に応じたミ
ナコレ限定景品が、各参加ミュ
ージアムでもらえます。
令和3年度のミナコレ限定景品は、
ストラップ
（スタンプ3個）
、ボールペ
ンとノート
（スタンプ6個）
です。
ルール
◦スタンプ獲得のために二次元コー
ドを読み取る必要があります。事
前にご自身のスマートフォンの操
作方法のご確認をお願いします。
◦施設によっては入館料が必要です。
◦休館日にはスタンプを押すことは
できません。
◦イベント期間内であっても、景品
は、なくなり次第配布終了となり
ます。

二次元コードをスマートフォン
で読み取ると、港区ホームページ
の「 文 化 芸 術 の み な と「 ミ ナ コ レ
(MINATO COLLECTION)」」のペ
ージをご覧いただけます。
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。

スタンプ 個を集めた人に
お渡しする
ボールペンとノート

スタンプ 個を集めた人に
お渡しするストラップ
3
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問い合わせ

地域振興課文化芸術振興係
☎3578－2584

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

令和 「港区ワーク・ライフ・バランス
3年度

推進企業認定証交付式&
シンポジウム」
を開催します

区では、仕事と家庭の両立支援や
男女が共に働きやすい職場の実現に
向けて、ワーク・ライフ・バランス
に取り組んでいる中小企業を認定
し、その取り組みを応援しています。
対象 ワーク・ライフ・バランスに
積極的に取り組んでいる区内企業ま
たはこれから取り組みを進めたいと
考えている経営者・管理職・担当
者、この取り組みに関心のある人
とき 12月9日（木）午後2時～5時
ところ リーブラホール（みなとパ
ーク芝浦1階）
内容
第1部：港区ワーク・ライフ・バラン
ス推進企業認定証交付式（午後2時～
3時）
第2部：シンポジウム（午後3時～5時）
基調講演
「不確実性の高まる時代における
職場運営を考える～経営者、人事管
理、職場マネジメントの3点から多
様な人材の活躍支援を考える～」

松原 光代氏（学習院大学経済経営研
究所客員所員）
取り組み発表
松本 望氏（
（株）
ライフィ専務取締
役）、三宅 勇雄氏（（株）スパックエ
キスプレス代表取締役社長）
定員 50人
（申込順）
※保育あり（4カ月～就学前、6人程
度。11月30日（火）までに、申込時
にお申し出ください）
申し込み 男女平等参画センターホ
ームページ
https://www.minatolibra.jp/
からお申し込みください。詳しく
は、男女平等参画センターホームペ
ージをご覧ください。
問い合わせ

男女平等参画センター
☎3456－4149
総務課人権・男女平等参画係
☎3578－2026

11月16日～12月15日は
「東京都HIV予防月間」
、
12月1日は
「世界エイズデー」
です
HIV検査を受けてみませんか
エイズは、HIV感染により免疫力
が低下し発病する病気です。
検査で確認することが大切
HIVは感染していても、発症する
までには、平均で3～10年程度の期
間があります。治療薬の進歩によ
り、早期に適切な治療を始めれば、
発病を抑え、通常の生活を送ること
が可能な病気になりました。自ら検
査を受けることで早期発見、発症を
予防することにつながります。ま
た、HIV感染を知り、他人への感染
を防ぐことも大切です。
HIV・性感染症検査
感染の可能性のあった機会から60
日以上経過したら、検査を受けるこ
とができます。検査項目はHIV・梅
問い合わせ

保健予防課保健予防係

参加館一覧
青山エリア
①岡本太郎記念館
②紅ミュージアム
③根津美術館
※スタンプラリー対象外
④ヨックモックミュージアム
赤坂・六本木 エリア
⑤虎屋 赤坂ギャラリー
⑥国立新美術館
⑦サントリー美術館
⑧東京ミッドタウン・デザインハブ
※スタンプラリー対象外
⑨フジフイルム スクエア
⑩森美術館
新橋・虎ノ門・芝エリア
⑪外務省 外交史料館
⑫菊池寛実記念 智美術館
⑬NHK 放送博物館

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

毒・クラミジア・淋菌です。
東京都新宿東口検査・相談室予約受付
まずは、電話でお問い合わせくだ
さい。
☎6273－8512
※みなと保健所での検査は、10月以
降休止しています。
区内医療機関での検査
（AIチェック）
区内在住・在勤・在学者を対象
に、区内22カ所の医療機関で受けら
れます。
期間
（後期） 令和4年2月まで
※検査は全て匿名・無料です。
※証明書は発行していません。
※各検査について詳しくは、港区ホ
ームページ、もしくは、各総合支
所に配置しているパンフレットを
ご覧ください。
☎6400－0081

⑭大倉集古館
⑮港区立みなと科学館
⑯気象庁 気象科学館
⑰アドミュージアム東京
白金台・高輪エリア
⑱国立科学博物館附属自然教育園
⑲東京都庭園美術館
⑳港区立郷土歴史館
㉑味の素食の文化センター 食文化
展示室
㉒物流博物館
㉓マクセル アクアパーク品川
港南・台場エリア
㉔ニコンミュージアム
㉕ヤマトグループ歴史館 クロネコ
ヤマトミュージアム
その他 詳しくは、港区ホームペー
ジをご覧ください。

紙面上でお知らせしているイベントや事業等を延期または中止する場合があります
（最新の情報は、港区ホームページをご覧ください）。また、新型コロナウイルス感
染症対策のため、施設入館時に個人情報（氏名・緊急連絡先）を集めます。区が集め
た個人情報は、必要に応じて保健所等の公的機関へ提供する場合があります。

