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感染者が増加している今

そうだ、打ってから行こう。
港区は、若者のワクチン3回目接種を推進しています
Minato City promotes the third COVID-19 vaccination for young people

熱中症にならないように無理のない
範囲で節電にご協力ください
Please cooperate with electricity saving as much as 
possible, but prevent heat stroke at the same time.

「広報みなと」は、港区ホーム
 ページでもご覧いただけます

Articles are available 
at the Minato City Web.

港区公式
SNS

LINE

Facebook

Twitter

YouTube
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　お台場海浜公園は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で、トライアスロン、
マラソンスイミングの競技会場として使用されました。
　区は、大会後のレガシーとして、また「泳げる海・お台場」の実現に向けて、海水浴イベント
「お台場プラージュ」を開催しています。
　お台場プラージュ　とき　8月7日（日）まで　午前11時～午後5時（最終日は午後4時まで）
　　　　　　　　　  ところ　お台場海浜公園
　※当日の天候や新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により、内容の変更や中止の場合があります。

お台場海浜公園  Odaiba Marine Park
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母親学級（基本コース）
対区民で、出産予定日が令和4年
9月～令和5年1月の妊婦
時 9月2・9・16日（金）午後1時30
分～2時30分
所みなと保健所
人各20人（申込順）
持ち物　母子健康手帳・筆記用
具・バスタオル（抱っこ体験希望
者のみ）
申 8月20日（土）までに、みなと母
子手帳アプリ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

母子メンタルへルス相談
対区民で妊娠中・育児中の母親
とその家族※保育あり（申込時に
お申し出ください）
時 9月9日（金）・29日（木）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
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

ソーシャルサーカス～子育て
の合間にリフレッシュ～
　身体を動かすことでリフレッシ
ュし、子育てのヒントを得ること
ができます。

対子育て中の人
時 9月15日（木）午前10時～11時30
分、午後1時～2時30分※各回30分
前から受け付け開始
所子ども家庭総合支援センター
人各5人（いずれも区内在住・在
勤・在学者優先で抽選）※保育あ
り（4カ月～就学前、各5人程度。
申込時にお申し出ください）
申 9月1日（木）までに、（特）スロ
ーレーベルホームページ
https://www.slowlabel.info/ 
6271/
からお申し込みください。
問（特）スローレーベル（受付時
間：祝日を除く月～金曜午前10時
～午後5時） ☎045－642－6132
メール：
project@slowlabel.info

Kissポート財団文化芸術課（受付
時間：祝日を除く月～金曜午前9時
～午後5時） ☎5770－6837
担地域振興課文化芸術振興係

8月の乳幼児健診・育児相談
対 4カ月児育児相談（令和4年4月
生まれの人）、1歳6カ月児健康診
査（令和3年1月生まれの人）、3歳
児健康診査（令和元年7月生まれの
人）
申該当者には通知しています。
届かない人は、お問い合わせくだ
さい。※転入した人、健診がお済
みでない人は、ご相談ください。
問健康推進課地域保健係
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

一部65歳以下を対象とした内容も掲載しています

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
定員・とき　表のとおり（抽選）
ところ　介護予防総合センター
費用　無料
申し込み
　電話または直接、8月10日（水）

までに、介護予防総合センター
へ。

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

表一般介護予防事業・各種教室一覧
教室 定員（人） 実施日・時間 開始日 終了日

ラクっちゃフラダンス 15 毎週土曜午後3時30分
～4時30分 9月3日 11月26日

地域元気アップ
健康づくり 15 毎週日曜午前11時30分

～午後0時30分 9月4日 11月27日

ラクっちゃ
エアロビクス 15 毎週月曜午後3時30分

～4時30分 9月5日 11月21日

ラクっちゃコア 15 毎週月曜午後7時～8時 9月5日 11月21日

動きやすいからだづくり 15 毎週火曜午後1時30分
～2時30分 9月6日 11月22日

ファンクショナル
エクササイズ 15 毎週金曜午後3時30分

～4時30分 9月16日 12月9日

はじめての英会話 10 毎週金曜午後3時30分
～4時30分 9月30日 12月16日

登録募集人数
　単身用9人（抽選）
主な申し込み資格

（1）60歳以上の人
（2）所得が基準内であること
（3） 区内に引き続き3年以上居住し

ていること等
入居予定
　10月以降、居室の空き状況に応
じて順次ご案内します。
サービス内容
　安否の確認・生活相談・緊急時
の対応等
賃料
　所得により異なります。
※ 詳しくは、「募集案内」をご覧く

ださい。
「募集案内」配布期間
　8月15日（月）～29日（月）

「募集案内」配布場所
　高齢者支援課（区役所2階）、各
総合支所協働推進課、台場分室、
各いきいきプラザ、各地区高齢者
相談センター
申し込み
　郵送で、8月29日（月）までに、
募集案内添付の封筒で指定の宛先
へ。詳しくは、募集案内をご覧く
ださい。

高齢者支援課高齢者施設係
 ☎3578－2424
サービス付き高齢者向け住宅

「悠楽里レジデンス六本木」
 ☎0120－026－294

問い合わせ

星座のはなし「十二星座って
なに？」
対おおむね50歳以上の区民
時 8月20日（土）午後5時30分～6時
30分
所三田いきいきプラザ
人 20人（抽選）
申電話または直接、8月15日（月）
までに、三田いきいきプラザへ。
　 ☎3452－9421

マシントレーニング入門
対 65歳以上の区民
時 9月2日～10月28日（祝日を除く
毎週火・金曜、全16回）午後1時30
分～3時
所（1）ありすいきいきプラザ（2）
西麻布いきいきプラザ
人（1）6人（2）4人（いずれも抽選）
申電話または直接、8月10日（水）
までに、参加希望のいきいきプラ
ザへ。 （1）☎3444－3656
 （2）☎3486－9166

健康入浴推進事業
対おおむね60歳以上の区民
時・所

浴場名 電話
番号 実施日時

アクアガーデン
三越湯

（白金5－12－16）
3441－
9576

8月10日（水）
午後2時20分
～3時20分

麻布黒美水温泉
竹の湯

（南麻布1－15
－12）

3453－
1446

8月11日（木）
午後2時20分
～3時20分

南青山 清水湯
（南青山3－12
－3）

3401－
4404

8月8日（月）
午前10時45分
～11時45分

ふれあいの湯
（芝2－2－18）

5442－
2639

8月12日（金）
午後1時50分
～2時50分

内「夏に多い脳梗塞！」～その原因
を理解して予防を心がけましょう
～(看護師による講義)、「今年の夏
は“熱い”ぞー！」～“熱さ”は笑いで
超えられる？！～（芸人による演芸)
人各15人（申込順）
申電話または直接、実施日の前
日までに、希望する銭湯へ。当
日、区民であることが分かるもの
をお持ちください。
問保健福祉課地域福祉支援係
　 ☎3578－2379

介護予防総合センターの
一般介護予防事業・各種教室

　令和4年度の更新手続きは、令和3年度と同様に郵送で行います。
　現在シルバーパスをお持ちの人には、8月中旬に（社）東京バス協会
から赤色または青色の封筒で「シルバーパス更新手続きのご案内」が届
きます。
　更新を希望される人は「シルバーパス更新手続きのご案内」を必ずお
読みいただき、手続きをお願いします。

（社）東京バス協会・シルバーパス専用電話（受付時間：祝日を除く月
～金曜午前9時～午後5時） ☎5308－6950

問い合わせ

担当課　高齢者支援課在宅支援係

～令和4年度の更新も郵送で行います～

東京都シルバーパス
更新手続きのお知らせ

入居登録者募集

9月
開始の

サービス付き
高齢者向け住宅悠

ゆ

楽
ら

里
り

レジデンス六本木

子どもだけが使える子どもだけの相談ネットです。

一人で悩んで
いませんか？
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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。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

　スマートフォン等を持っている
けれど操作がよく分からない、ス
マートフォン等で港区のサービス
を活用してみたい等の相談につい
て、相談員を配置し、行政手続き
のオンライン申請や日常生活で利

用するSNS等を活用できるよう
支援します。
対象　障害者およびその支援者
（家族・ヘルパー等）
※ 予約制ではありません。お気軽
に施設へお越しください。

対象・内容・定員　表のとおり
ところ　障害保健福祉センター
申し込み　電話またはファックス
で、障害保健福祉センターへ。事
業の説明および身体状況の確認、
申請書類の説明等を行います。申
請書類は、郵送または直接、8月

12日（金・必着）までに、〒105－
0014芝1－8－23　障害保健福祉セ
ンター機能訓練担当へ。

障害保健福祉センター
 ☎5439－2511　FAX5439－2514

問い合わせ

◎障害者のための「キミ子方
式水彩画教室」～赤・青・
黄・白の4つの色で自分の色
を作り、楽しく絵を描きまし
ょう～
対 18歳以上で身体障害者手帳・
愛の手帳・精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持または難病に
より障害支援区分認定を受けてい
る区民
時 9～12月（毎月第2木曜・全4回）※

◎障害者のためのパソコン講
座「パワーポイントで簡単ポ
スター作り～テンプレートを
使って～」
対 18歳以上で身体障害者手帳・
愛の手帳・精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持または難病に
より障害支援区分認定を受けてい
る区民で、パソコンでの日本語入
力ができる人
時 9月2～30日（9月23日を除く毎
　週金曜・全4回）※
◎印の共通事項
時※時間は午前10時45分～午後0
時15分
所障害保健福祉センター
人 10人程度（抽選）
申電話またはファックスで、8月
15日（月）までに、障害保健福祉セ

ンターへ。
 ☎5439－2511　FAX5439－2514
申し込みの際、身体状況の確認を
することがあります。手話通訳・
介護者が必要な人は、ご相談くだ
さい。また、公共交通機関の利用
が困難な人は、巡回送迎バスを利
用できます。

障害者と区長との懇談会参加
者を募集します
　障害者に関連する区の施策等に
ついて、区長等と意見交換を行い
ます。
対区内在住の障害者またはその
保護者で、既存の障害者団体に属
さない人
時 11月8日（火）午前10時～11時30
分
所区役所9階会議室
人若干名（応募者多数の場合は選
考）
申郵送またはファックスで、区
への要望や意見（1つ）・住所・氏
名（ふりがな）・年齢・障害種別・
電話番号、手話通訳・介護人派遣
希望の有無を明記の上、8月15日
（月・必着）までに、〒105－8511
　港区役所障害者福祉課障害者福
祉係へ。
 ☎3578－2383　FAX3578－2678

表対象・内容等
事業名 高次脳機能障害者機能訓練 障害児機能訓練
訓練方法 集団 個別

対象

次の全ての要件を満たす人
○ 自立訓練事業の対象外で、機能
訓練を必要とする18歳以上の人

○ 脳血管障害や頭部外傷等により
高次脳機能障害（器質性精神障
害）や言語障害と診断された人

次の全ての要件を満たす人
○ 肢体不自由による運動障害があ
り、機能訓練を必要とする障害児
○ 身体障害者手帳（肢体不自由）を
持っている障害児

内容
家庭や地域での生活やコミュニケ
ーション等、社会生活自立に向け
た支援を週1回実施

家庭での生活動作の習得や二次的
障害を予防するために個別指導を
月2回実施

募集人数 6人 16人

※ 混雑時にはお待ちいただく場合
があります。
とき　8月18日（木）～令和5年3月
22日（水）午前9時～午後5時
8～12月　原則第2・4木曜（8月は
18・25日（木）に設置）
令和5年1～3月　原則第2・4水曜
※ 祝日の場合は、翌週の同じ曜日
に設置します。

※ 施設休館日の場合、設置はあり

成年後見制度とは
　認知症や知的障害その他の精神上
の障害等により、判断能力が不十分
であるために法律行為における意思
決定が困難な人について、その判断
能力を補い、その人の財産等の権利
を擁護する、「自己決定の尊重」と
「本人保護」との調和を理念とする制
度です。
社会貢献型後見人等とは
　親族でも専門職でもなく、身近な
立場で成年後見活動を行う人のこと
です。成年後見制度の担い手とし
て、地域や社会に貢献する精神に基
づき、活動します。
社会貢献型後見人等候補者になるま
での流れ
（1）基礎講習説明会に参加（必須）
（2）基礎講習の受講申請※　
（3） 令和5年1・2月に開催する5日間

の基礎講習を受講（平日昼間）
（4） 後見人等候補者として名簿に登

録（令和5年4月）
※論文・面接による選考あり
※ 受講対象は、区内または隣接地域
在住の20～69歳の人

港区社会貢献型後見人等候補者養成
基礎講習説明会を開催します
対象
　どなたでも
とき
（1）9月9日（金）午後6時～7時30分
（2）9月16日（金）午後2時～3時30分
※内容は共通です。
ところ
（1） 芝浦区民協働スペース（みなとパ

ーク芝浦1階）
（2）高輪区民センター集会室
定員
　各20人（申込順）
申し込み
　電話またはファックスで、住所・
氏名・連絡先を明記の上、9月6日
（火）までに、（社福）港区社会福祉協
議会成年後見推進係へ。

（社福）港区社会福祉協議会成年後
見推進係
 ☎6230－0283　FAX6230－0285

問い合わせ

担当課　保健福祉課保健福祉総合調
整係

　新型コロナウイルス感染症の感染
拡大状況等を踏まえ、利用を休止す
ることがあります。休止の場合、予
約済みの人へは、宿泊施設または
JTBみなと予約センターから電話で
連絡します。
10月利用分抽選申し込み
対象　区民
申し込み　郵送で、専用はがきを8
月12日（金・必着）までに、JTBみな
と予約センターへ。または、区民保
養施設予約システムで8月18日（木）
までにお申し込みください。抽選結
果は8月末にご自宅に郵送します。
空き室申し込み（申込順）
対象　区民・区内在勤者
申し込み　利用希望日の1カ月前の
同日から区民保養施設予約システム
またはJTBみなと予約センターへ。
大平台みなと荘の優先抽選
対象日　10月1日（土）
対象　次の（1）または（2）に該当する区民
（1）次の手帳等の交付を受けた人
　身体障害者手帳、愛の手帳、精神
障害者保健福祉手帳、被爆者健康手
帳、戦傷病者手帳、特定医療費（指
定難病）受給者証、都医療券（特殊医
療（人工透析を必要とする腎不全、
先天性血液凝固因子欠乏症等）およ
びB型・C型肝炎治療医療費助成受
給者証は除く）、障害者総合支援法

ません。
ところ　障害保健福祉センター1階

障害者福祉課障害者福祉係
 ☎3578－2383　FAX3578－2678

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、区民保養施設予
約システムに接続できます。
（受付時間：午前5時～午前0時）

の対象となる難病による障害支援区
分認定通知書
（2）ひとり親家庭の人
注意事項
● 熱川プリンスホテルの優先抽選は
ありません。

●優先枠を設けた抽選です。
● 優先抽選の申し込みをした人が落
選した場合、一般抽選として再度
抽選の対象となります。一般抽選
の別途申し込みは無効です。

● 部屋タイプや位置の指定はできま
せん。
優先抽選申し込み
　郵便で、はがきに「港区保養施設
優先抽選申し込み」・代表者氏名・住
所・電話番号・生年月日・利用者番号・
利用希望人数（2～5人）を明記の上、8
月12日（金・必着）までに、〒141－0021
品川区上大崎2－24－9アイケイビル
3階「JTBみなと予約センター」へ。
利用者登録
　区民保養施設の利用申し込みに
は、利用者登録が必要です。専用は
がきまたは区民保養施設予約システ
ムで登録できます。
熱川プリンスホテル休業日
　9月27・28日（火・水）

担当課　地域振興課地域振興係

〇登録・利用・申し込みについて　JTBみなと予約センター
（受付時間：祝日を除く月～金曜午前10時～午後6時30分） ☎5434－7644
〇区民保養施設事業について　みなとコール ☎5472－3710

問
い
合
わ
せ

障害者向けスマートフォン・
タブレットの相談窓口を設置します

機能訓練の利用者を募集します
令和4年度後期（10～3月）

を知っていますか
成年後見制度 社会貢献型後見人

区民保養施設利用案内
大平台みなと荘 熱川プリンスホテル

※ 参加者は、今回募集する人の他、港区心
身障害児・者団体連合会に加入する障害
者団体（7団体）の代表者です。

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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　誰にでも分かりやすく表現さ
れた日本語、「やさしい日本語」
を使って外国人と交流したい人
のために、多文化共生や相互理
解のためのコミュニケーション
等を学ぶ「日本語交流講座」を実
施します。
　講座を受講した人は、区が主
催する外国人と1対1の会話パー
トナーとなって「やさしい日本
語」で交流する活動、日本語サ
ロン、地域の日本語教室等、外
国人をサポートする活動に参加
できます。
　講座の概要や申し込み方法に
ついて詳しくは、説明会でご案
内します。
活動のための説明会
対象　「日本語交流講座」の受講
を希望する人で、講座受講後
に、区内で外国人と「やさしい
日本語」を使った交流や、外国
人の日本語学習を支援する活動
に参加できる人
とき　8月27日（土）午後2時～3

時30分、9月1日（木）午後7時～8
時30分、9月10日（土）午後2時～
3時30分（いずれか1回に参加）
と こ ろ 　オンラインツール
（Zoom）を使って受講可能な場所
定員　各50人（申込順）
申し込み　希望日を1つ選び、
申し込みフォームからお申し込
みください。後日、（財）港区国
際交流協会から、説明会参加用
のURLをメールでお送りします。
二次元コードをスマートフォ
ンで読み取ると、申し込みフ
ォームに接続できます。

日本語交流講座
とき　10月15日～11月12日午後
1時～4時（毎週土曜・全5回）
ところ　オンラインツール（Zoom）
を使って受講可能な場所
定員　50人（区内在住・在勤・
在学者優先で抽選）

地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2308

問い合わせ

　平成29年10月の廃棄物処理手数料改定
により使えなくなった旧事業系有料ごみ
処理券（平成25年10月改定分）を、1枚か
ら口座振替により還付していますが、そ
の還付手続き期限は10月31日（月）までです。
還付請求書類の申し込み
　電話で、10月14日（金）までに、みなと
リサイクル清掃事務所へ。還付請求書類
および返信用封筒を郵送します。
手続き方法
　郵送または直接、還付請求書類に必要
事項を明記の上、旧事業系有料ごみ処理
券を添えて、10月31日（月・必着）まで
に、みなとリサイクル清掃事務所へ。

　還付請求書類様式は、港区ホームペー
ジからダウンロードもできます。

※�表面右下に「平成25年10月改定」と記載
のあるものが対象です。

※20ℓ・45ℓ・70ℓの券もあります。

みなとリサイクル清掃事務所計画係
� ☎3450－8025　ＦＡＸ3450－8063

問い合わせ

　ごみを出す区民の皆さんの安全確保の
視点から、大型台風上陸時等の荒天時に
は、全ての資源回収・ごみ収集を中止ま
たは収集時間の前倒し・後ろ倒しする可
能性があります。
　中止等の判断は、（1）台風上陸3～4日
前（2）前日午前の2段階に分けて実施し、

港区ホームページや防災情報メール、港
区公式LINEアカウント等でお知らせし
ます。

みなとリサイクル清掃事務所清掃事業
係� ☎3450－8025　ＦＡＸ3450－8063

問い合わせ

みなとにほんご友だちの会
外国人と「やさしい日本語」で交流しませんか

旧事業系有料ごみ処理券の還付手続き
期間は10月31日（月）までです

大型台風上陸時等における
資源回収・ごみ収集について

　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

　マイナンバーカードは、普段から
持ち歩いて利用できる安全なカード
です（セキュリティの国際標準認証
を取得しています）。
マイナンバーカードの偽造は困難で
す
　マイナンバーカードに記載されて
いる文字はレーザーで彫り込まれて
いる他、カード券面には複雑な彩紋
パターンを施す等により券面の偽造
を困難にしています。

ICチップに記録された情報を盗み出
すことは困難です
　ICチップには、カードの表面に
記載された氏名・住所・生年月日等
最小限の情報のみを記録していま
す。税や年金等の情報は記録してい
ません。マイナンバーカードの利用
には、暗証番号が必要です。この暗
証番号は電子証明書ごと、アプリケ
ーションごとにそれぞれ設定されて

います。また、暗証番号は一定回数
以上間違えるとロックがかかりま
す。なお、不正に情報を読み出そう
とすると、自動的に記録情報を消去
する機能により盗み出すことは困難
です。
紛失・盗難の場合でも24時間365
日体制で安心です
　仮に紛失した場合でも、24時間
365日体制でマイナンバーカードの
一時利用停止を受け付けています。
マイナポイント付与の対象となるカ
ードの申請期限は9月末までです
　各総合支所区民課では、カードの
申請およびマイナポイントの予約・
申し込み等の支援を実施していま
す。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
「マイナンバー（個人番号）カード
の申請およびマイナポイント予
約・申込を支援します」のページを
ご覧いただけます。
　マイナポイントについて詳しく
は、「マイナポイント事業」のページ
https://mynumbercard.point.
soumu.go.jp/
または電話で、「マイナンバー総合
フリーダイヤル（受付時間：午前9時
30分～午後8時）」へ。アナウンス開
始後「5」を押してください。
� ☎0120－95－0178

芝地区総合支所区民課ナビダイヤ
ル（アナウンス開始後「1」を押して
ください）� ☎0570－00－1277

問い合わせ

つくって
　みよう！マイナンバーカード

第5回 マイナンバーカードの
セキュリティ対策

住まいの防犯対策に要した費用
の一部を助成します

対象　区民
助成対象の防犯対策　現在居住する
住宅に行った、自宅玄関錠の交換や
補助錠の取り付け・窓への防犯フィ
ルムの貼り付け・防犯カメラの設置
等
助成対象費用　区が定めた箇所およ
び品目による防犯対策に要した費用
（5000円以上）
助成金額　助成対象費用の2分の1の
額（100円未満切り捨て、上限1万円）
申し込み　郵送または直接、申請書
に必要事項を明記の上、申請者の氏
名・領収年月日・防犯対策の内容等
の必要事項が記載された領収書（原
本）を添えて、お住まいの地区の総
合支所協働推進課協働推進係へ。
注意事項
◦�カタログ等の資料の提出をお願い

することがあります。
◦�助成対象の防犯対策に要した費用
を支払った日から90日以内に、申
請書および領収書原本をご提出く
ださい。

◦領収書は返却できません。
◦助成は1世帯1回限りです。
◦�賃貸住宅にお住まいの人は、必ず
所有者の了解を得てください。
共同住宅の共用部分等に対する
防犯機器の新たな設置に要する
費用を助成します

対象
（1）�区内の分譲マンション管理組合

および公共住宅等に居住してい
る住民で構成されている団体等

（2）区内の賃貸住宅所有者
助成対象建物
（1）�建築基準法およびその他関係法

令に適合していること
（2）�現に住宅として使用されている

こと
（3）�住宅に係る部分の床面積の割合

が建物全体の床面積（共有部分等
を除く）の5割を超えていること

分譲マンション・公共住宅について
は、次の要件が加わります
（1）�管理組合等が整備されていること
（2）�管理組合総会または理事会等に

おいて、防犯機器の設置につい
て議決または予算措置されてい
ること

助成対象防犯機器　防犯カメラシス
テム、センサー付きライト・アラー
ム、オートロックシステム等
助成対象費用　助成対象建物の共用
部分等に対する助成対象防犯機器の
新たな設置に要する費用
※�リース（賃借）の場合は、設置初年
度分の費用

助成金額　助成対象経費総額の2分
の1の額（100円未満切り捨て、上限
50万円）
申し込み　設置工事を開始する前
に、お住まいの地区の総合支所協働
推進課協働推進係に相談し、郵送ま
たは直接、申請書に必要事項を明記
の上、必要書類を添えて、お住まい

の地区の総合支所協働推進課協働推
進係へ。
※�申請後、必ず防犯診断を受けてい
ただきます（区が診断費用を負担
します）。

注意事項
◦�助成は1対象者につき1回、1住宅
限りです。

◦�各個人の住居部分（専有部分）につ
いての防犯対策は対象になりませ
ん。
共通事項

◦�この助成制度を利用して設置した
防犯機器については、経年劣化等
により防犯機器を更新する場合、
設置から7年経過した後、その翌年
度以降に再度助成の申請ができま
す。

◦�郵送で申請する場合は、申し込み
の際に電話で、お住まいの地区の
総合支所協働推進課協働推進係
へ。

各総合支所協働推進課協働推進係
� ☎欄外参照

問い合わせ

住まいの安全安心に関する
区のサービスのご案内

◆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
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募集住宅
（1） 家族向け：1299戸（ポイント方式

による募集）
（2） 単身者向け・車いす使用者向け 

・シルバーピア（単身者向け・二
人世帯向け）・居室内で病死等
があった住宅等：428戸

申し込み資格
　募集案内をご確認ください。
申込書・募集案内の配布期間
　8月9日（火）まで
※土・日曜を除く。
申込書・募集案内の主な配布場所
　各総合支所協働推進課・台場分
室、港区指定管理者㈱東急コミュニ
ティー虎ノ門支店等
※�JKK東京（東京都住宅供給公社）ホ
ームページ

　�https://www.to-kousya.or.jp/
toeibosyu/

　からダウンロードもできます。
申し込み
　郵送で、8月16日（火・必着）まで
に、指定の宛先へ。
※�募集住宅（2）はオンラインからも
申し込めます。

JKK東京（東京都住宅供給公社）
都営住宅募集センター（受付時間：
祝日を除く月～金曜午前9時～午
後6時）
〇8月16日（火）まで
� ☎0570－010－810
〇8月17日（水）以降�☎3498－8894

問い合わせ

担当課　住宅課住宅管理係

　8月31日（水）
まで寄附禁止
PR強化期間で
す。政治家が選
挙区内の人に、
お金や物を贈る
ことは、公職選
挙法で禁止されており、違反すると
処罰されます。また、有権者が寄附
を求めることも禁止されています。
　寄附禁止のルールを守って、明る
い選挙を実現しましょう。

政治家による
「寄附の禁止」

4回目接種の対象者が
拡大されました

　これまで、60歳以上の人、18～59歳
の基礎疾患を有する人等に限定されて
いた4回目接種の対象者が拡大されま
した。
新たに対象となった4回目接種対象者
（1）医療従事者等
（2）高齢者施設等の従事者
4回目接種券について
　区の集団接種会場で接種を希望する

区民は、「予約なし・接種券なし」で接
種が可能です。本人確認書類をお持ち
ください。その他、医療機関等で接種
を希望する場合は接種券が必要となり
ます。接種券発行申請について詳しく
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

受付内容　�新型コロナワクチンの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

みなとワクチン安心相談ダイヤル
☎0120－607－567　　対応言語　日本語

受付内容　�区内の集団接種会場での接種予約に関すること、
　　　　　接種券の再発行、ワクチンパスポートの申請　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

港区新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120－252－237� 対応言語　日本語・英語・中国語・韓国語

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

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

自宅療養サポートセンター（うちさぽ東京）※1�☎0120－670－440
対応時間　�24時間（年中無休）

自宅療養中の医療・健康相談、配食手配等の相談

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

心の不調に関する相談

東京都発熱相談センター※1
� ☎5320－4592　☎6258－5780
対応時間　24時間（年中無休）�

東京都発熱相談センター医療機関案内専用
ダイヤル� ☎6732－8864
対応時間　24時間（年中無休）

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
� ☎5272－0303
聴覚障害がある人の専用案内ファクシミリ
 ＦＡＸ5285－8080
対応時間　24時間（年中無休）

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

みなと保健所電話相談窓口�☎3455－4461
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 ＦＡＸ3455－4460

東京都新型コロナ・オミクロン株コール
センター※1 ☎0570－550－571
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 ＦＡＸ5388－1396

新型コロナウイルス感染症に
関する一般的な電話相談

※1 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�

港区の人口 
令和4年7月1日現在

総人口

男 11万3,158人
24万2,057人

女 12万8,899人

男 9,515人 女 8,949人

出生等 235人 死亡等 206人
転入 2,496人 転出 2,172人

26万521人
(前月比353人増)

(前月比226人増)

1万8,464人 (前月比127人増)

日本人世帯数 13万5,535世帯
外国人世帯数 9,911世帯
複数国籍世帯数 3,300世帯

14万8,746世帯 (前月比265世帯増)
(前月比140世帯増)
(前月比123世帯増)
(前月比2世帯増)

日本人

外国人

世帯数

「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

「広報みなと」の
自宅配送について

選挙管理委員会事務局　
� ☎3578－2765～9

問い合わせ

贈らない・求めない・受取らない

都営住宅入居者募集

保健予防課保健予防係　　　　　� ☎6400－0081
企画課新型コロナウイルス感染症対策担当� ☎3578－2057

問い合わせ

新型コロナワクチン接種情報
　この情報は、7月19日時点のものです。
　新型コロナワクチン接種情報は、国の動向等により変更となる場合がありま
す。最新情報は、毎日更新している港区ホームページをご覧ください。

熱中症に注意して 感染症対策を

必要な場面でマスクを
着用しましょう

屋外で人と距離を
確保できる場合は

マスクを外しましょう

問い合わせは へ ☎5472－3710  FAX5777－8752
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※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

健　　康
思春期講演会「揺れ動く思春期
のこころ」
対区内在住・在勤・在学者とその家
族またはテーマについて学びたい人
時 8月25日（木）午前10時～11時30分
所芝区民協働スペース
人 30人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、3人。8月19日（金）までに
お申し出ください）
申東京共同電子申請・届出サービ
ス
https://www.shinsei.elg-front.
jp/ tokyo2/uketsuke/ form.
do?id=1656303676010
または電話で、開催日の前日までに
健康推進課地域保健係へ。
 ☎6400－0084　ＦＡＸ3455－4460

◎栄養セミナー「馴染みのお野菜、
消化に良い食べ方を教えます！」
対どなたでも
時 9月3日（土）午前11時～正午
所がん在宅緩和ケア支援センター
人 18人（申込順）
申電話またはファックスで、がん在
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。

◎がんを患った人や家族のため
のくつろぎカフェ
対がん患者およびその家族
時（1）9月3日（土）（2）9月13・27日

（火）いずれも午後1時30分～3時30分
所（1）六本木区民協働スペース（2）
がん在宅緩和ケア支援センター
申当日直接会場へ。
◎印の共通事項
※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
 ☎6450－3421　ＦＡＸ6450－3583

健康度測定のご案内
　医師や健康運動指導士等が体力チ
ェックを行い、個人に合った健康づ
くりメニューを作成します。

対 18歳以上どなたでも※持病等が
ある人はかかりつけ医に相談の上お
申し込みください。
時 9月7・14・28日（水）（1）午後5時
50分（2）午後6時20分、9月3・10日

（土）（3）午後0時50分（4）午後2時20分
※所要時間は2時間半前後
所健康増進センター
持ち物　運動できる服装・室内用運
動靴・タオル・健康診断結果（1年以
内）
人（1）（3）（4）3人（2）2人（いずれも抽選）
費用　港区国民健康保険加入者：
2000円、区内在住・在勤者：4500円、
その他：8000円※区内在住の後期高
齢者医療制度加入者は無料です。
申電話または直接、8月15日（月）ま
でに、健康増進センターへ。※締め
切り後、空きがある場合は申込順で
受け付けます。
問健康増進センター ☎5413－2717

講座・催し物
新橋・愛宕地区ボッチャ大会
　地域の連携を深めるとともに、パ
ラスポーツへの理解を促進します。
対新橋・愛宕地区の町会・自治会
および企業または区内の団体等（任
意団体も可）
時 11月2日（水）午後1時30分～4時30
分（予定）
所生涯学習センター（ばるーん）
人 16チーム（1チーム3人・補欠選手
の登録も可、抽選）
申ファックスまたはメールで、8月
19日（金）までに、団体名・連絡先・
選手3人の氏名・代表者を明記の上、
愛宕一之部連合町会事務局へ。
問愛宕一之部連合町会事務局
 ☎3595－0145　ＦＡＸ3595－0146
メール：uchida.satoru@shimba 
shi-jimoto.org
芝地区総合支所協働推進課協働推進
係 ☎3578－3123

麻布地区「ちょこっと立ち寄り
カフェ」ボランティア養成講座
　地域の高齢者の皆さんが集うちょ
こっと立ち寄りカフェの運営に関わ
るボランティア養成講座です。
対区内在住・在勤・在学者
時 8月25日（木）・31日（水）午後1時

30分～4時（全2回）
所麻布区民協働スペース
人 20人（申込順）
申電話・ファックスまたはメール
で、住所・氏名・電話番号を明記の
上、8月19日（金）までに、（特）法人
介護者高齢者支援・けあポートへ。
 ☎5860－2270　ＦＡＸ5860－2271
メール：info@careport-npo.net
問麻布地区総合支所区民課保健福
祉係 ☎5114－8822

第18回べいあっぷナイトウオーキ
ング「歩いて・渡って・深呼吸～
きらめく水辺の魅力～」
　区民等の有志のガイドで巡るまち
歩きです。6人程度のグループで、
10分ごとに時間をずらして出発しま
す。
対 18歳以上の区内在住・在勤・在
学で2時間15分程度のウオーキング

（5キロメートル程度）ができる人
時 9月9日（金）（1）午後5時（2）午後5
時10分（3）午後5時20分（4）午後5時30
分（5）午後5時40分（6）午後5時50分

（7）午後6時（8）午後6時10分※10分前
集合、所要時間は各回2時間15分程
度
主なルート（予定）　みなとパーク芝
浦（受付）→ガス灯→ジュリアナ東京
跡地→船路橋→芝浦南ふ頭公園→レ
インボーブリッジ→お台場海浜公園
→台場区民センター（解散）
人 50人（抽選）
申電話で、8月2日（火）～9日（火）
に、参加者の氏名・住所・勤務先ま
たは学校名・電話番号・人数（最大6
人）・年齢・参加できない時間帯を、
みなとコール（受付時間：午前9時（初
日は午後3時）～午後5時）へ。
 ☎5472－3710
港区ホームページからも申し込めま
す。時刻は希望に沿えない場合があ
ります。詳しくは、港区ホームペー
ジをご覧ください。
問芝浦港南地区総合支所協働推進
課地区政策担当 ☎6400－0013

ボリビア多民族国大使館主催
「我が祖国ボリビア万歳！コン
サート」
　ボリビアと日本のミュージシャン
による歌とダンスです。

悪どなたでも
葦 8月7日（日）午後2時30分～5時（午
後2時開場）
梓赤坂区民センター区民ホール
芦 150人（会場先着順）
鯵地域振興課国際化推進係
　 ☎3578－2046

OA研修Officeソフト　これだ
けは・しっかりレッスン6講座
対区内在住・在勤で、中小企業に
勤務している人等
時 9月7日（水）Word編1：午前、Word
編2：午後、9月8日（木）Excel編1：午
前、Excel編2：午後、9月9日（金）
PowerPoint編1：午前、PowerPoint
編2：午後※時間はいずれも午前9時
30分～午後0時30分、午後1時30分～
4時30分
所産業振興センター
人各15人（申込順）
費用　各講座1000円（教材費）
申産業振興センターホームページ
https://minato-sansin.com/
からお申し込みください。
問産業振興センター ☎6435－0601

災害ボランティア基礎講座
対区内在住・在勤・在学で、災害
ボランティアに興味がある人
時 8月23日（火）午後6時～8時
所（1）麻布区民協働スペース（2）オ
ンラインツール（Zoom）を使って受
講可能な場所
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、（1）会場また
は（2）オンラインツール（メールアド
レス必須）のいずれかを明記の上、8
月19日（金）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。
 ☎6230－0284　ＦＡＸ6230－0285
担保健福祉課地域福祉支援係

あきる野環境学習「横沢入で里
山散策と生き物観察」
対 3歳以上の区民※小学生以下は、
保護者同伴必須
時 9月18日（日）午前8時30分～午後5
時30分頃※午前8時15分区役所集合、
往復バスで移動
所横沢入（あきる野市）

障害者歯科診療所
（港区口腔保健センター）

三田1－4－10
みなと保健所2階

8月13日（土）�
午前9時30分～午後0時30分

【完全予約制】
平日午前9時～午後5時
受付� ☎6400－0083

FAX3455－4460
健康推進課健康づくり係

8月27日（土）�
午後1時30分～4時30分

※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。

8
月
7
日（
日
）

ワールドシティ益子クリニック
（内・小）

港南4－6－7　ワールドシティタワ
ーズキャピタルタワー3階 ☎5783－0331

北里研究所病院（内・外） 白金5－9－1 ☎3444－6171

貴美島デンタルオフィス（歯） 南麻布5－2－35
イシマルマンション501 ☎6277－4217

ヨシノ歯科クリニック（歯） 虎ノ門1－4－4　川村ビル2階 ☎3592－2450
★たまちホームクリニック
（内） 三田3－1－4　Net.1三田ビル1階 ☎6435－2331

休日お口の電話相談室
（（公社）東京都港区芝歯科医師会） 対応時間：午前9時～午後4時30分 ☎080－9587－2557

（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��https://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～翌朝8時

土･日曜、祝日、年末年始
午前8時～翌朝8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
８月７日（日） メディトピア新橋薬局 西新橋3－23－9 ☎3433－8755

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 
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★

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜：午後7時～10時
土 �曜：午後5時～10時
※祝日、年末年始を除く
※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

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。

事業・イベント等への参加を
検討している皆さんへ

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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MINATO CITY

区民斎場「やすらぎ会館」のご案内

人 40人（抽選）
費用　1人2500円
申電話またはファックスで、8月2
日（火）～16日（火）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 ☎3578－2496

茶の湯体験教室
対区内在住・在勤・在学者
時 9月24日（土）午後1時30分～4時
所生涯学習センター
人 15人（抽選）
費用　1000円（参加費）
持ち物　白い靴下
申電話で、8月23日（火）までに、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。
問生涯学習スポーツ振興課生涯学
習係 ☎3578－2741

人工衛星と地球観測JAXA・
NASA・気象庁・環境省等の
人工衛星達の活躍を見てみよう
対どなたでも
時 8月20日（土）午後2時～3時30分
所札の辻スクエア11階ホール小
人 70人（申込順）
申電話または直接、三田図書館へ。
 ☎3452－4951

くらしセミナー「子育て世代の
ライフプラン」
対どなたでも
時 8月27日（土）午後2時～3時30分
所港南図書館
人 20人（申込順）
申電話または直接、港南図書館へ。
※8月18日（木）は休館 ☎3458－1085

高輪図書館朗読会「夏の宵の怖
～いお話」
対小学生以上どなたでも
時 8月27日（土）午後4時～5時
所高輪図書館

人 30人（申込順）
申電話または直接、高輪図書館へ。
※8月18日（木）は休館 ☎5421－7617

お 知 ら せ
事業主・会社経理担当の皆さん
ｅ

エ ル タ ッ ク ス

ＬＴＡＸ「地方税ポータルシ
ステム」をご活用ください
　eLTAXは、地方税の申告や納税
を地方公共団体や金融機関の窓口に
出向くことなく、自宅やオフィス
で、パソコンからインターネットを
通じて簡単に行うことができるシス
テムです。各種申請や異動届出書の
提出をはじめ、毎年の給与支払報告
書等も一括で複数地方公共団体へ提
出できる電子申請・届出が可能とな
ります。またeLTAX対応ソフトウ
エアからインターネットバンキング
等を利用して税金を納付することが
できる等、事務手続きが大幅に軽減
されます。詳しくは、eLTAXホー
ムページ
https://www.eltax.lta.go.jp/
をご覧ください。
問税務課課税係 ☎3578－2607

放置自転車のリサイクル販売の
お知らせ
時 8月14日（日）午前10時～10時30分
受け付け、後に購入順位の抽選
所リサイクル自転車作業販売所（旧
三田図書館）芝5－28－4※7月1日に
移転しました。
販売台数　15台程度※区民優先枠を
設けています。
費用　価格等については、お問い合
わせください。
問（公社）港区シルバー人材センタ
ー ☎5232－9681
リサイクル自転車作業販売所（受付
時間：火～金曜午前9時～午後5時）
 ☎6435－1104

東京都環境影響評価条例に基づ
く環境影響評価書の縦覧等
事業名　「羽田空港アクセス線（仮
称）整備事業」
縦覧期間　8月8日（月）～22日（月）※
閉庁時を除く。
縦覧場所　環境課（区役所8階）、各
総合支所管理課、三田図書館
問東京都環境局総務部環境政策課
 ☎5388－3406

8月1日更新｢みなとNEWS（5分番組）｣港区広報番組をご覧ください 内容  町会・自治会の活動を支援します、音声コード「ユニボイス」、港区防災ラジオ、広報係からのお知らせ
放送期間  8月1日（月）～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。

全国瞬時警報システム（Jアラート）の
全国一斉自動放送試験を実施します

　全国瞬時警報システム（Jアラート
※）を用いた自動放送試験が実施さ
れます。この自動放送試験は、港区
以外の地域でもさまざまな手段を用
いて行われます。区では、自動放送
試験10分前にも、日本語と英語で試
験実施のお知らせを放送します。
※ Jアラートとは、地震・津波や武

力攻撃等の緊急情報を、国から人
工衛星等を通じて瞬時にお伝えす

るシステムです。
放送試験実施日時
　8月10日（水）午前11時頃
放送内容等
　表2のとおり

防災課危機管理担当☎3578－2535
防災課防災係 ☎3578－2541

問い合わせ

　区民斎場「やすらぎ会館」は、安価
で安心して葬儀ができる施設です。
通夜・告別式を行うことができます

（火葬はできません）。
対象
◦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1のとおり

申し込み　電話でやすらぎ会館へ申
し込み後、直接、申請書をご提出く
ださい。
所在地　南青山2－34－1

区民斎場やすらぎ会館
 ☎3470－3117

問い合わせ

担当課　地域振興課地域振興係

表2 放送内容等
情報伝達手段 放送内容

防災行政無線

【放送内容】
区内に設置してある防災行政無線から、一斉に、次のように放送されます。
（1）上りチャイム音
（2）「これはJアラートのテストです」×3回
（3）「こちらは、港区役所です」
（4）下りチャイム音

J:com専用端末 【放送内容】
防災行政無線と同様

港区防災ラジオ【放送内容】防災行政無線と同様

防災情報メール

【タイトル】
（テスト）港区Jアラート自動放送試験
【本文】
港区に以下の情報が発表されました。内容は以下のとおりです。
=======
政府からの発表
これは、Jアラートのテストです
=======

港区防災アプリ
【タイトル】
防災情報メールと同様
【本文】
防災情報メールと同様

環境課環境指導アセスメント係
 ☎3578－2490

港区スポーツ活動レガシー推進
事業補助金 第2回募集のお知ら
せ
　区内で行われるスポーツ大会等の
運営経費の一部を補助します。第1回
の交付決定団体については、港区ホ
ームページをご覧ください。
補助対象団体　区内に活動拠点の事
務所等を置く特定非営利活動法人、
非営利活動を目的とする実行委員会
およびスポーツ振興に資する非営利
団体で、次の要件をいずれも満たし
ているもの（1）区内での活動実績が
あること（2）区内企業との連携があ
ること※その他の条件については、
港区ホームページをご覧ください。
補助率　2分の1、上限額50万円
渥郵送で、申請書を8月15日（月・
午後5時必着）までに、〒105－8511
港区役所生涯学習スポーツ振興課ス
ポーツ振興係へ。※募集要項および
申請書は港区ホームページからダウ
ンロードできます。
鯵生涯学習スポーツ振興課スポー
ツ振興係 ☎3578－2752

区立図書館休館のお知らせ
　各港区立図書館は、特別整理のた
め休館します。
休館期間　三田図書館：10月17～22
日（月～土）、みなと図書館：9月26日

（月）～10月1日（土）、麻布図書館：9
月20～24日（火～土）、赤坂図書館：

9月6～10日（火～土）、高輪図書館：
9月13～17日（火～土）、高輪図書館
分室：10月12～15日（水～土）、港南
図書館：10月4～8日（火～土）※今回
の休館に伴い、みなと・麻布・赤坂
図書館：9月15日（木）、高輪図書館分
室・港南図書館：10月20日（木）は開
館します。
問図書文化財課庶務係
 ☎6435－3011

変更・休止情報等
虎ノ門いきいきプラザ臨時休館
時 9月4日（日）
問虎ノ門いきいきプラザ
 ☎3539－2941
芝地区総合支所管理課施設運営担当
 ☎3578－3135

白金台いきいきプラザ臨時休館
時 8月11日（木・祝）
問白金台いきいきプラザ
 ☎3440－4627
高輪地区総合支所管理課施設運営担
当 ☎5421－7067

表1 利用時間・使用料
利用時間 使用料

式場等一式使用料 午後4時～翌日午後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時間に満たないときは24時間とします） 800円

病院？  救急車？  迷ったら…

東京消防庁救急相談センター

＃ 7 1 1 9
区長エッセイ
メールマガジン　きらっと★
きらっと 検索

毎月１日配信

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
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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。

　法律相談では金銭貸借や相続・遺言、離
婚、住まい等の法律問題全般について、弁護
士が相談に応じています。
現在の法律相談について
対象　区内在住・在勤・在学者
実施日時　祝日・年末年始を除く毎週月・
水・金曜午後1時～4時
相談時間　1人25分間
相談方法　対面・電話・オンライン
予約方法　電話またはファックスで、相談希
望日の1週間前～当日に、みなとコール（受付
時間：午前9時～午後5時）へ。
 ☎5472－3710　FAX3578－2034
※ 対面・電話相談のみ、空きがある場合は、
当日午前10時以降も区民の声センターで受
け付けます。 ☎3578－2054　FAX3578－2034
9月からの拡充内容について
相談時間帯の拡充　毎週水曜午後5時～7時に
新たに相談枠を設けます。
英語通訳者の配置
　外国人が相談しやすくなるよう、英語通訳

者を配置します。
相談方法　対面・オンライン
相談時間　1人50分間
手話通訳士の配置
　聴覚に障害がある人が相談しやすくなるよ
う、公的資格を有する手話通訳士を配置しま
す。
相談時間　1人50分間
相談方法　対面
予約方法　電話またはファックスで、相談希
望日の2週間前～原則1週間前に、みなとコー
ル（受付時間：午前9時～午後5時）へ。
※ 6日前～当日については、手話通訳士が手
配できる場合に受け付けます。

※ 相談者が手話通訳を手配する場合は、当日
まで予約を受け付けます。

 ☎5472－3710　FAX3578－2034
問い合わせ

区長室広聴担当
 ☎3578－2050～2　FAX3578－2034

　港区音楽連盟加盟6団体による器楽演奏・合唱の演奏
会です。
とき　9月4日（日）午後1時30分～4時45分（午後1時開場）
ところ　高輪区民センター区民ホール
曲目（予定）　「リベルタンゴ」、「オー・ソレ・ミオ」、
「ラシーヌ賛歌」、「教会の神様」、「ヴァイオリン協奏曲
第5番第3楽章（モーツァルト）」、「You Raise Me Up」他
出演団体　混声合唱団江原会、東京コーモド室内アンサ
ンブル、マンドリンアンサンブル・ブリランテ、港区立
港南小学校PTAコーラス同好会、ムジカ・アミーゴ、
リーリカ 世界の叙情歌
定員　200人（会場先着順）
費用　無料
申し込み　当日直接会場へ。

問い合わせ

港区音楽連盟事務局 ☎090－2670－0908
地域振興課文化芸術振興係 ☎3578－2523

◆各港区立図書館◆　三田図書館☎3452－4951　みなと図書館☎3437－6621　麻布図書館☎3585－9225
赤坂図書館☎3408－5090　高輪図書館☎5421－7617　高輪図書館分室☎3443－1666　港南図書館☎3458－1085

9月から 第 16 回
秋の小さな音楽会

語り継ごう、平和への想い
　区は、核兵器廃絶を訴える
とともに世界の恒久平和を願
い、昭和60年8月15日に平和
都市宣言を行いました。
　この宣言のもと、区は、今
後も平和都市宣言を行った都
市として、また、核兵器廃絶
のために世界の都市が連携す
る平和首長会議に加盟してい
る都市として、各国の都市と
ともに、核兵器の廃絶と世界
の恒久平和への取り組みを継
続して実施していきます。

　8月15日（月）の終戦記念日にちなみ、平
和をテーマにした行事を各港区立図書館で
開催します。
平和映画会　表3のとおり
平和関連図書特別展示※8月18日（木）は休館
三田図書館：9月14日（水）まで
みなと図書館：9月14日（水）まで
麻布図書館：8月31日（水）まで
赤坂図書館：8月14日（日）まで
高輪図書館：9月12日（月）まで
高輪図書館分室：8月17日（水）まで
港南図書館：8月17日（水）まで

表3 平和映画会

とき ところ 定員
（会場先着順） タイトル

8月4日（木）午後2時～3時30分（午後1時45分開場） 高輪図書館
分室 20人

夏休み子どもシネマ3デイズ「ガラスのうさぎ」
※ 高校生までのお子さんが対象です（未就学児

は保護者同伴）。
8月6日（土）午後2時～3時20分（午後1時45分開場）
※午前9時から整理券を配布 高輪図書館 30人 平和映画会「武器よさらば」

（原題：A FAREWELL TO ARMS）

8月12日（金）午後1時～3時（午後0時45分開場） みなと
図書館 45人 平和映画会「アンネ・フランクを忘れない」

（原題：ANNE FRANK REMEMBERED）
8月13日（土）午後2時～3時55分（午後1時45分開場）
※午後1時から整理券を配布 赤坂図書館 20人 平和映画会「17才の別れ」

8月14日（日）午後2時～3時30分（午後1時30分開場） 港南図書館 20人 平和映画会「海の沈黙」

8月26日（金）午後2時～3時10分（午後1時45分開場） 麻布図書館 15人 平和映画会「二重被爆 ヒロシマとナガサキで
被爆した山口彊の遺言」

8月28日（日）午後2時～3時35分（午後1時45分開場） 三田図書館 40人 平和映画会「僕の村は戦場だった」

平和映画会

港 区 平 和 都 市 宣 言  

 

 かけがえのない美しい地球を守り、世界の恒久平和  

を願う人びとの心は一つであり、いつまでも変わるこ  

とはありません。  

 私たちも真の平和を望みながら、文化や伝統を守り、 

生きがいに満ちたまちづくりに努めています。  

 このふれあいのある郷土、美しい大地をこれから生  

まれ育つこどもたちに伝えることは私たちの務めです。 

 私たちは、我が国が『非核三原則』を堅持すること  

を求めるとともに、ここに広く核兵器の廃絶を訴え、  

心から平和の願いをこめて港区が平和都市であること  

を宣言します。  

 

  昭和６０年８月１５日  

 

港  区  
  

表1 各会場の展示内容一覧
とき ところ 主な展示内容

8月18日（木）まで
午前8時30分～午後5時 

【休館日】土・日曜、祝日
区役所1階ロビー

【戦時下の子どもたち・若者たち】 
・学童疎開　　　　・港区内学校保管資料 
・キッズゲルニカ　・知覧特攻隊　等

8月18日（木）まで
午前9時～午後8時 
※日曜は午後5時まで

ありすいきいきプラザ
1階展示・読書コーナー

【沖縄返還から50年　平和への願い】 
・沖縄戦現物資料　・沖縄戦パネル　等

8月14日（日）まで
午前9時～午後8時 
※ 日曜・祝日は午後5時まで

赤坂図書館
多目的ホール

【東京大空襲】 
・東京大空襲関連写真　・東京大空襲現物資料　等

8月17日（水）まで
午前9時～午後5時 
※土曜は午後8時まで

郷土歴史館4階講座室D
【語り継ぐ、原爆と空襲の脅威】 
・広島・長崎原爆資料　・港区平和青年団活動写真　等 
〈同時開催〉
みなとメモリーズ～戦争の記憶から伝えたいこと～

8月18日（木）まで
午前8時～午後11時 みなとパーク芝浦1階

【世界の難民事情と国際平和】 
・難民事情のパネル　・平和首長会議パネル
・国連WFP（世界食糧計画）協会紹介パネル　等

表2 平和展会場イベント
とき ところ 主な内容

8月6日（土）
午後2時～3時 

（午後1時45分開場）
赤坂図書館

多目的ホール
平和講演会「戦傷病者とその家族
が体験した戦中・戦後の労苦」

（会場先着順・15人）
※問い合わせは赤坂図書館へ。

平和祈念の黙とうをささげましょう
　世界の恒久平和を祈念して、1分間
の黙とうをささげましょう。
広島に原爆が投下された時間
　8月6日（土）午前8時15分
長崎に原爆が投下された時間
　8月9日（火）午前11時2分
終戦記念日　8月15日（月）正午
平和のつどい　区民の皆さんと一緒に平
和の大切さを考えるためのイベントを開
催します。港区平和青年団による活動報
告会や、広島の被爆体験伝承者による講
話、オーケストラによる平和祈念コンサ
ートを実施します。平和の大切さをあらた
めて感じるきっかけになるイベントです。
多くの皆さんの来場をお待ちしています。

各港区立図書館　☎欄外参照問い合わせ

とき　8月27日（土）午後2時～5時（午後
1時30分開場）
ところ　リーブラホール（みなとパー
ク芝浦1階）
定員　180人（申込順）
※ 保育あり（4カ月～就学前、5人。8月

12日（金）までに、申込時にお申し出
ください）

費用　無料
申込方法　電話で、8月2日（火）～19日
（金）に、みなとコール（受付時間:午前
9時（初日は午後2時）～午後5時）へ。
 ☎5472－3710

法律相談の相談体制を拡充します

全会場共通の展示内容
　◦港区平和都市宣言　◦著名人からの平和メッセージ
　◦平和の灯について　◦平和の折り鶴コーナー
　※展示内容は予告なく変更になる場合があります。
　※会場ごとに開催期間および展示内容は異なります。

平和展
～戦争の歴史を見つめて、世界平和を祈る～

8月18日（木）まで

申し込み・問い合わせ

総務課人権・男女平等参画係
 ☎3578－2014

※ 高輪図書館・赤坂図書館の映画会は当日、整理券を配布します。 
整理券をお持ちでない人の入場はできませんのでご注意ください。

港区は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
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