
芝地区地域ふれあい事業
第17 回

11月6日日

ふれ まつりだ、
あ　 い

地区！
10：0 0 ～15：0 0

港区立

地域ふれ愛
コンサート

港区芝地区総合支所管理課  

TEL.0 3 -3 57 8-31 91

小雨決行

地域の団体や子ども たちによる

歌やダンスなど

地域ふれ愛
マーケット

地域ふれ愛
スタンプラリー

スタ ン プを 集めて

抽選会に参加すると 、

芝次郎グッ ズをプレ ゼント！

― 来場前のお 願い ―
『 事前に検温を実施し 、3 7 .5 度以上の発熱または体調不良があれば、

来場を見合わせてく ださ い。会場内ではマスク着用のご協力をお願い致します。

　 詳しく は、港区ホームページも ご覧く ださ い。

主催： 第1 7 回ふれ愛まつり だ、芝地区！ 実行委員会・ 港区芝地区総合支所

芝公園

会 場 ア ク セ ス マ ッ プ

芝次 郎
（ し ばじ ろ う ）

芝代
（ し ばよ ）

&

芝地区のキャ ラ ク タ ー

ゲームやパネル展示、

飲食模擬店など

第1 7 回「 ふれ愛まつり だ、芝地区！」 検索

し　 ば

ち　 　 く

入場無料

増上寺
港区立

芝公園

至東京タワー

東京プリンス

ホテル

都営三田線

「 芝公園駅」

至三田 日比谷通り 至日比谷

港区

コミ ュニティ バス

「 芝公園駅」 港区役所

芝地区総合支所

至都営浅草線

　 都営大江戸線「 大門駅」

　 JR「 浜松町駅」



オンライン社会参加プラットフォーム
「ＧＲＡＮＴ」における協働促進支援事業

地域活動の悩み事と
社会貢献がしたい在住・在勤者をつなぐ、

認定ＮＰＯ法人サービスグラントが提供する、オンラ

イン社会参加プラットフォームです。

町会・自治会等の地域活動団体のみなさまが、日々

の活動運営の中で感じる「こんなことできたらいい

な」と思うことを発信し、支援者を募集できる仕組

み、それが『ＧＲＡＮＴ』です。

『ＧＲＡＮＴ』とは？

なかなか見つからない地域活動の担い手を、いつで

もｗｅｂ上で募集することができます。

支援して欲しい内容は、登録団体が自由に決めること

ができます。

いくつでも同時に募集し、進行することができます。

利用料や手数料はかかりません。

『ＧＲＡＮＴ』で何ができるの？

無料で

利用できます

社会参加プラットフォーム『ＧＲＡＮＴ』の利用イメージ

プロジェクト
進行開始

マッチング

コーディネーター「みなとパートナーズ」
Ｗｅｂ上で登録団体と支援者のマッチングをサポート

登録団体
町会・自治会 ＮＰＯ ボランティア団体

イベントのチラシを
作って欲しい！

地域活動のお知らせを
オンラインで行いたい！

ちょっとしたお困り事や
手伝ってくれる人を探せます。

登録団体の
申込はこちらから！
https://grant.community/
minato3710

支援者
社会参加に興味のある区内在住・在勤者

自分のスキルを地域の
ために役立てたい！ 困りごとや悩みごとを

解決してあげたい！

得意なことを地域で役立てて
みたい方は、支援者として登録
できます。

支援者の
申込はこちらから！
https://grant.community/

港区コーディネーター

https://grant.community/
https://grant.community/


『ＧＲＡＮＴ』の登録方法や利用方法の説明会を行います。
地域活動団体の方、社会参加に興味のある区内在住在勤の方、是非ご参加く
ださい！

説明会のご案内

地域活動団体向け説明会

対象者

• 港区町会・自治会
• 社会福祉協議会のボランティア登録団体
• 区内に事務所のあるNPO等の非営利活動法人

オンライン説明会

開催日 ：令和４年１２月８日（木）

時間 ：午後２時から午後４時

場所 ：芝公園区民協働スペース（定員３０名程度）

住所 ：東京都港区芝公園２丁目７番３号

芝公園保育園３階

アクセス ：都営三田線「芝公園」駅

Ａ３出口から徒歩２分

申込締切 ：令和４年１１月３０日（水）まで

対面式説明会

申込方法（対面式・オンライン）
ＵＲＬ又は二次元コードからお申し
込みください。
https://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo2/uketsuke/for
m.do?id=1662445643717

区内在住・在勤者向け説明会

対象者

プロボノ（※）ワーカーとして
活動したい区内在住・在勤者
※ プロボノとは、職業上身に付けた

スキルや専門知識を活かして行う
ボランティア活動を意味します

オンライン説明会

申込方法
ＵＲＬ又は二次元コードからお申し
込みください。
https://www.shinsei.elg-
front.jp/tokyo2/uketsuke/for
m.do?id=1662592621072

開催日 ：令和４年１２月１２日（月）

時間 ：午後２時から午後４時

説明方法 ：ＺＯＯＭ

申込締切 ：令和４年１２月５日（月）まで

その他 ：ＺＯＯＭの準備は、参加者ご自身でお願
いいたします。ＺＯＯＭによるオンライン説
明会に参加するための、ＩＤ・パスコードは、
開催日の３日～１週間前に申込時に登録
したメールアドレス宛にお送りします。

開催日 ：令和４年１２月１４日（水）

時間 ：午後７時３０分～午後９時

申込締切 ：令和４年１２月７日（水）まで

その他 ：ＺＯＯＭのご準備は、参加者ご自身でお願
いいたします。ＺＯＯＭによるオンライン説
明会に参加するための、ＩＤ・パスコードは、
開催日の３日～１週間前に申込時に登録
したメールアドレス宛にお送りします。

問合せ
産業・地域振興支援部 地域振興課
区民協働・町会自治会支援担当 ☎ 03-3578-2557

https://www.shinsei.elg-
https://www.shinsei.elg-


地震時に、エレベーターに閉じ込め

られた際に使用します。

中身（一例）

対象

港区内の共同住宅
※管理組合や管理会社など

注意事項

エレベーターが設置されていて、
エレベーター用防災チェアまたは
エレベータ用防災キャビネットが
未設置であること。

収納品（非常用品）の入替など、管理
は申請者で行っていただきます。

※ エレベーターが設置されていること
が分かる図面とかご内の写真を
提出していだきます。

申込先

港区役所防災課
（港区芝公園1-5-25 5階）

各地区総合支所 協働推進課

申請書は上記窓口で配布しています。

問合せ先 港区役所 防災課 03-3578-2516

詳しくは
ホームページ

を確認

申請は１回限り



⾥親についての説明会

港区児童相談所 フォスタリングチームみなと

☎ 03-5962-6505
8:30〜18:00 （⼟・⽇・祝・12/29〜1/3を除く）

〒107-0062   東京都港区南⻘⼭5-7-11 

✅

親の虐待、病気、離婚、経済的理由等、さまざまな事情により家族と暮らす

ことのできない子どもが、港区を含め、都内に 約4,000人います。
里親制度は、こうした子どもを家庭に迎え入れ、正しい理解と温かい愛情を
もって養育する、子どものための制度です。

里親には、養育家庭、養子縁組里親などの種類があります。

「短期間の養育」「中高生の子どもの養育」など、さまざまなニーズ
に応える里親が必要です。

共働きの方も、子育て中の方も、里親になることができます。✅

✅

・港区から委託を受けた二葉乳児院のフォスタリングチームみなとが実施いたします。
・「MINATO新型コロナウィルス感染拡大防止ガイドライン」に定められた感染防止対策を講じた上で開催いたします。
・その他の日程でも対応可能ですのでご相談ください。

令和4年10月14日(金) 港区児童相談所

令和4年10月29日(土) 白金台いきいきプラザ

令和4年11月18日(金) 港区児童相談所

令和4年11月26日(土) リーブラ（みなとパーク
芝浦２階）

令和4年12月10日(土) ⿇布区⺠センター

令和4年12月19日(月) 港区児童相談所

令和5年1月13日(金) 港区児童相談所

令和5年1月28日(土) リーブラ（みなとパーク
芝浦２階）

令和5年2月4日(土) ⾚坂区⺠センター

令和5年2月27日(月) 港区児童相談所

令和5年3月4日(土) ⾼輪区⺠センター

令和5年3月17日(金) 港区児童相談所

令和4年度下期 開催概要（各日２回開催）

対象

申込

港区在住の方 定員 各回３組

開催日の3開所日前17時までにお電話にてお申し込みください。

①10:30〜12:00、②14:00〜15:30時 間

✅ 里親には、子どもの養育に必要な費用が支弁されます。また、研修や
サロンなど、さまざまな学びや相互交流の機会があります。



令和4年11月12日（土）
14:00～16:00 （受付・開場 13:30開始）

事前にお電話にて申込みのうえ、お越しください。

港区 養育家庭（里親）
体験発表会のご案内

知ってほしい、⾥親のこと。10・11⽉は⾥親⽉間です。

虐待、親の病気や離婚、経済的理由等、
さまざまな事情により家族と一緒に暮らすこと
のできない子どもが、港区を含め、都内には
約４,０００人います。そのうち８割以上の子
どもが乳児院や児童養護施設などの施設で生活
しており、家庭で生活する子どもはわずかです。
里親制度とは、こうした子どもを、里親家庭

に迎え入れて養育していただく、子どもの福祉
を保障するための制度です。

港区児童相談所 2階会議室

● 里親制度の紹介

● 養育家庭（里親）体験談

● 質疑応答

※ 会終了後、ご希望の方を対象に、個別の

質問に対応します。

40名（申込み順）

内容

会場

定員

（港区南青山5－７－11）

※公共交通機関をご利用の上、お越しください。

● 手話通訳あり

● 保育あり（生後4か月から就学前まで、先着5人程度。申込み時にお申し出ください。）

● 今後の新型コロナウイルス感染状況等により変更・中止になる場合があります。

予めご了承ください。

その他

今回の養育家庭（里親）体験発表会では、
実子を育てながら里親として子どもを迎え入れ
た方、里親になり初めて子育てを経験された方
のお二人をお迎えし、養育家庭（里親）として
の喜びや苦労、お子さんとのエピソードなどを
話していただきます。
里親さんの実体験を聞くことのできる貴重な

機会です。多くの方の参加をお待ちしています。

令和４年１１月４日（金）１８時までに、下記の電話番号までお申し込みください。申込み

港区児童相談所 フォスタリングチームみなと
Tel.03-5962-6505

8:30〜18:00（⼟・⽇・祝・12/29〜1/3を除く）
〒107-0062 東京都港区南⻘⼭5-7-11

お申込み・お問合せ先









新型コロナワクチン接種のお知らせ【第２９号】
Announcement on Vaccinations against COVID-19 (No.29) 令和4年10月27日発行

最新の情報は、港区ホームページをご覧ください。
For the latest information, please visit the Minato City website.

☎ 0120-252-237（日・英・中・韓）港区新型コロナワクチン接種コールセンター
Minato City COVID-19 Vaccination Call Center 平日 A M 8 : 3 0 ～ P M 8 ： 0 0 土 日 祝 A M 8 : 3 0 ～ P M 5 : 3 0

3 Languages Available English,Chinese,Korean

「予約なし・誰でも接種」開始しました

港区新型コロナワクチン接種センター
旧港勤労福祉会館：港区芝5-18-2

都営地下鉄（浅草線・三田線）
三田駅A7出口出てすぐ左隣

港区新型コロナワクチン接種第２センター
旧富山県赤坂会館：港区赤坂7-5-51

都営地下鉄⼤江⼾線、東京メトロ
⻘⼭⼀丁⽬駅４番出口から徒歩約10分

ノババックスオミクロン株ファイザー

ファイザー（小児用） ※小児接種は金曜午後、土曜のみ実施中

従来型モデルナ従来型ファイザー

【アクセス】
ノババックス従来型モデルナ従来型ファイザー

接種間隔が短縮されました 5か月→ 3か月

国際医療福祉大学東京赤坂キャンパスW棟10階
港区赤坂4-1-26

【アクセス】
東京メトロ（銀座線・丸の内線）
赤坂見附駅A出口から徒歩3分

オミクロン株ファイザー オミクロン株モデルナ

オミクロン株対応ワクチン接種専用会場

予約必要・港区⺠のみ

オミクロン株対応ワクチン

【アクセス】

※予約なしの場合は、接種時間の午前・午後各終了時刻30分前までの入場が必要です

従来型ワクチン・初回接種（1・2回目接種）専用会場



港区オミクロン株対応ワクチン接種スケジュール

最新の情報は、港区ホームページをご覧ください。
For the latest information, please visit the Minato City website.

☎ 0120-252-237（日・英・中・韓）港区新型コロナワクチン接種コールセンター
Minato City COVID-19 Vaccination Call Center 平日 A M 8 : 3 0 ～ P M 8 ： 0 0 土 日 祝 A M 8 : 3 0 ～ P M 5 : 3 0

3 Languages Available English,Chinese,Korean

乳幼児接種への新型コロナワクチン接種は、1・2・3回の接種が必要です

1回目接種から3週間後に2回目を接種、その後8週間の間隔をおいて3回目を接種します。
令和5年3月末までに接種を完了するには、令和5年1月13日までに1回目の接種が必要です。

乳幼児 (6か月から4歳)を開始しました

場所

対象 港区に住民登録がある生後6か月から4歳までの方

ワクチンの種類 乳幼児用ファイザー社ワクチン

総合母子保健センター 愛育病院（港区芝浦1-16-10）

区内の医療機関でも、乳幼児接種を実施しています。
集団接種会場のスケジュール・ご予約や、個別接種の詳細は港区ホームページをご確認ください。

インフルエンザワクチンとの同時接種
新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種は可能です。

港区新型コロナワクチン接種センター（旧港勤労福祉会館）では、高齢者等を
対象に新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種を実施します。
※「インフルエンザワクチンのみ」の接種はできませんのでご注意ください。



神明だより11⽉号
10:00~ 日常英会話 初級 9:30~ 茶道(表)① 13:30~ 木曜ヨガ(姿勢の美)① 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級)

1 11:00~ 日常英会話 中級 2 10:30~ 英語でLet's sing(午前) 3 14:00~ 仏原語シャンソン 4 13:00~ 芝ピンポンケア教室 5 11:00~ 囲碁(上級~有段) 6
13:00~ ふれあい卓球① 13:00~ 社交ダンス 初級 14:00~ 美しいかなを書く① 13:30~ パステルアート教室

火 14:20~ ふれあい卓球② 水 13:30~ 茶道(表)② 木 ⾦ 土 日
17:30~ 英語でLet's sing(夜間) 13:30~ 俳句

10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 10:00~ ヴォイストレーニング① 10:30~ 英語でLet's sing(午前) 10:00~ 絵本アート教室 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級) 9:45~ 日曜ヨガ①(アシュタンガヨガ)

7 10:30~ 座タップダンス健康法 8 10:00~ 日常英会話 初級 9 13:00~ 社交ダンス 初級 10 13:30~ 木曜ヨガ(姿勢の美)② 11 13:30~ フラダンス入門 12 11:00~ 囲碁(上級~有段) 13 11:00~ 日曜ヨガ②(アシュタンガヨガ)

13:00~ カラオケ① 11:00~ 日常英会話 中級 14:00~ 美しいペン字を書く 14:00~ 美しいかなを書く② 14:00~ 水墨画 13:30~ ローズクラブ 13:00~ 声の講座①(始)
14:30~ カラオケ② 11:10~ ヴォイストレーニング② 14:00~ 食べて美味しい栄養士講座(始) 14:00~ 声の講座②(始)

13:00~ ふれあい卓球①
⽉ 火 14:20~ ふれあい卓球② 水 木 ⾦ 土 日

17:30~ 英語でLet's sing(夜間)

10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 10:00~ 日常英会話 初級 9:30~ 茶道(表)① 10:00~ 絵本アート教室 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級)

14 10:00~ 絵手紙① 15 11:00~ 日常英会話 中級 16 10:30~ 英語でLet's sing(午前) 17 13:30~ 木曜ヨガ(姿勢の美)① 18 13:00~ 芝ピンポンケア教室 19 11:00~ 囲碁(上級~有段) 20 9:45~ 日曜ヨガ①(アシュタンガヨガ)

10:30~ 座タップダンス健康法 13:00~ ふれあい卓球① 13:00~ 社交ダンス 初級 14:00~ 仏原語シャンソン 11:00~ 日曜ヨガ②(アシュタンガヨガ)

11:15~ 絵手紙② 14:20~ ふれあい卓球② 13:30~ 茶道(表)② 14:00~ 美しいかなを書く① 13:00~ 声の講座①
13:00~ カラオケ① 17:30~ 英語でLet's sing(夜間) 14:00~ 声の講座②

⽉ 13:30~ アロマ＆ハーブ講座 火 水 木 ⾦ 土 日
14:30~ カラオケ②

10:00~ 姿勢が良くなる正しい歩き⽅ 10:00~ ヴォイストレーニング① 13:00~ 社交ダンス 初級 10:00~ 絵本アート教室 10:00~ スポーツウエルネス吹矢 9:30~ 囲碁(初級~中級) 9:45~ 日曜ヨガ①(アシュタンガヨガ)

21 10:30~ 座タップダンス健康法 22 10:00~ 日常英会話 初級 23 24 13:30~ 木曜ヨガ(姿勢の美)② 25 13:00~ 芝ピンポンケア教室 26 11:00~ 囲碁(上級~有段) 27 11:00~ 日曜ヨガ②(アシュタンガヨガ)

13:00~ カラオケ① 11:00~ 日常英会話 中級 14:00~ 美しいかなを書く② 13:30~ フラダンス入門 13:30~ ローズクラブ 13:00~ 声の講座①
14:30~ カラオケ② 11:10~ ヴォイストレーニング② 14:00~ 水墨画 14:00~ 声の講座②

13:00~ ふれあい卓球①

⽉ 火 14:20~ ふれあい卓球② 水 木 ⾦ 土 日
17:30~ 英語でLet's sing(夜間)

10:00~ 絵手紙① 10:00~ 日常英会話 初級 13:00~ 社交ダンス 初級

28 10:30~ 座タップダンス健康法 29 11:00~ 日常英会話 中級 30 14:00~ 基本の書
11:15~ 絵手紙② 13:00~ ふれあい卓球①

⽉ 13:00~ カラオケ① 火 14:20~ ふれあい卓球② 水
14:30~ カラオケ②

体育館無料開放日

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴神明いきいきプラザ 開館時間 ⽉曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)

日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【10⽉25日版】 〒105-0013 港区浜松町1-6-7   TEL 03-3436-2500

※お⾵呂のご利⽤は男性・⼥性共に
⽉・水・⾦の12:00〜18:30
（最終受付18:00）

カレンダーの⾒⽅
︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

※こちらに記載のある教室は全て事前申込制です。

ご希望の⽅はスタッフまでお声掛け下さい。

体育館無料開放⽇

毎⽉第3日曜日は区⺠に体育館を
無料開放しております。

受付︓1階総合受付

今⽉の種⽬︓バスケットボール・卓球

ホームページでも情報を発信しています︕
・今週のランチ・休館情報
・講座やイベントのご案内
など、最新の情報を更新していますので、
チェックしてみてください♪

QRコードはこちら↑

コミュニティカフェ営業情報 (⽉〜日まで毎日営業しています)

●11⽉休業予定日10:00-17:00（ラストオーダー16:30）

7日（⽉）10:00-15:30（ラストオーダー15:00）

6日（日）※以下の日は営業時間を変更させていただきます
●営業時間

29日（火）10:00-15:30（ラストオーダー15:00）

●朝ごはん予定日
5日（土）19日（土）
※65歳以上の区⺠対象、事前申込・抽選制

臨時休館日

30日（水）10:00-15:30（ラストオーダー15:00）

3日（木･祝）10:00-16:00（ラストオーダー15:30）

23日（水･祝）10:00-16:00（ラストオーダー15:30）

コンビニご飯は気軽に買える分、栄養バランスを整える様に意識する事が⼤切です︕
①炭水化物・たんぱく質・野菜を揃えましょう

おにぎり等の単品を食べるのではなく、ゆで卵やサラダ・スープをプラス♪
②同じ食材や調理法は重ねない様に意識しましょう

違う食材・調理法を選ぶ事で、ある程度栄養バランスの整った食事が可能です。
③合計の食塩相当量を確認しましょう（1食の⽬安は2~3g）
上記の3点を意識する事で栄養バランスが整います︕上手に活⽤して健康状態を維持しましょう♪

栄養コラム〜コンビニご飯の上⼿な活⽤〜



三田だより11⽉号
13:00〜臨床美術講座 13:00〜 カラオケ① 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 10:00〜ヴォイストレーニング（初級）

1 2 14:10〜 カラオケ② 3 4 11:00〜囲碁(上級〜有段) 5 10:00〜日常英会話（初級） 6
11:00〜ヴォイストレーニング（中・上級）

火 水 木 ⾦ 土 11:00〜日常英会話（中級） 日
13:00〜書道教室

9:30〜 おもてなしの茶道 10:00〜絵手紙教室① 10:00〜 書道教室 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 10:00〜日常英会話（初級）(終)

7 13:00〜メイク＆身だしなみ講座(始) 8 11:10〜絵手紙教室② 9 13:00〜 カラオケ① 10 13:00〜コーラス 11 11:00〜囲碁(上級〜有段) 12 11:00〜日常英会話（中級）(終) 13
13:00〜ふれあい卓球① 13:00〜ペン字 13:00〜 ⽣活向上講座〜睡眠の秘密〜 13:00〜いきいき麻雀教室(始) 13:00〜ビーズアクセサリー教室

⽉ 13:30〜初級iPad講座(始) 火 15:30〜日本語で歌うシャンソン 水 14:10〜 カラオケ② 木 ⾦ 14:00〜フラダンス 土 日
14:10〜ふれあい卓球②

10:00〜芝・みたまち倶楽部 13:00〜ペン字 13:00〜 カラオケ① 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 10:00〜ヴォイストレーニング（初級）

14 11:00〜フラメンコ 15 16 14:10〜 カラオケ② 17 13:00〜コーラス 18 11:00〜囲碁(上級〜有段) 19 11:00〜ヴォイストレーニング（中・上級） 20
13:00〜メイク＆身だしなみ講座 13:00〜いきいき麻雀教室 13:00〜書道教室

⽉ 13:00〜ふれあい卓球① 火 水 木 ⾦ 土 日
13:30〜初級iPad講座

14:10〜ふれあい卓球②

9:30〜 おもてなしの茶道 10:00〜絵手紙教室① 10:00〜 これからの⾃動⾞のはなし 9:00〜 輪投げ 9:15〜 囲碁(初級〜中級) 9:30〜

21 13:00〜メイク＆身だしなみ講座(終) 22 11:10〜絵手紙教室② 23 24 13:00〜コーラス 25 11:00〜囲碁(上級〜有段) 26 27
13:00〜ふれあい卓球① 15:30〜日本語で歌うシャンソン 13:00〜いきいき麻雀教室 14:00〜フラダンス

⽉ 13:30〜初級iPad講座 火 水 木 ⾦ 土 日
14:10〜ふれあい卓球②

11:00〜フラメンコ 10:00〜 書道教室

28 13:00〜ふれあい卓球① 29 30 13:00〜 カラオケ①

13:30〜初級iPad講座(終) 14:10〜 カラオケ②

⽉ 14:10〜ふれあい卓球② 火 水

芝の語り部と歩く︕
古川をたどる旅④

※お⾵呂のご利⽤は男性・⼥性共に
⽉・水・⾦の12:00〜18:30

（最終受付18:00まで）

ホームページでも情報を発信しています︕
・今週のランチ ・休館情報
・講座やイベントのご案内
など、最新の情報を更新していますので、
チェックしてみてください♪

QRコードはこちら↑

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【10⽉25日版】 〒108-0014 港区芝4-1-17   TEL 03-3452-9421

港区⽴三田いきいきプラザ
【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体

開館時間 ⽉曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

まーぶるカフェ営業情報 (⽉〜土まで営業中︕ / 日・祝は休業)

●11⽉休業予定日10:00-16:00（ラストオーダー15:30）

10日（木）11:00-16:00（ラストオーダー15:30）

なし※以下の日は営業時間を変更させていただきます
●営業時間

30日（水）10:00-15:00（ラストオーダー14:30）
●朝ごはん予定日

9日（水）30日（水）
※23日(水)祝日のため第5週に開催
※65歳以上の区⺠対象、事前申込・抽選制

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

※こちらに記載のある教室は全て事前申込制です。

ご希望の⽅はスタッフまでお声掛け下さい。

コンビニご飯は気軽に買える分、栄養バランスを整える様に意識する事が⼤切です︕
①炭水化物・たんぱく質・野菜を揃えましょう

おにぎり等の単品を食べるのではなく、ゆで卵やサラダ・スープをプラス♪
②同じ食材や調理法は重ねない様に意識しましょう

違う食材・調理法を選ぶ事で、ある程度栄養バランスの整った食事が可能です。
③合計の食塩相当量を確認しましょう（1食の⽬安は2~3g）
上記の3点を意識する事で栄養バランスが整います︕上手に活⽤して健康状態を維持しましょう♪

栄養コラム〜コンビニご飯の上⼿な活⽤〜

芝公園にて
『ふれ愛まつりだ、芝地区︕』

開催中♪



 ⻁ノ⾨だより11⽉号
10:30〜折り紙午前 13:30〜詩吟 9:15〜 囲碁入門・水曜

1 13:30〜折り紙午後 2 3 4 14:00〜カラオケ① 5 6 10:30〜囲碁初級〜中級・水曜

11:45〜囲碁上級〜有段・水曜

火 水 木 ⾦ 土 日

14:00〜水墨画 10:00〜タンゴセラピー 13:30〜 ふれあい卓球 15:00〜ボイストレーニングA 14:00〜カラオケ② 12:30〜ビーズアクセサリー 9:15〜 囲碁入門・日曜

7 8 9 10 16:00〜ボイストレーニングB 11 12 13 10:30〜囲碁初級〜中級・日曜

17:30〜ゆったり書道 11:45〜囲碁上級〜有段・日曜

⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日

10:00〜書道 10:00〜タンゴセラピー 15:00〜ボイストレーニングA 13:00〜俳句 9:15〜 囲碁入門・水曜

14 15 13:30〜ハンドメイド 16 17 16:00〜ボイストレーニングB 18 14:00〜カラオケ① 19 20 10:30〜囲碁初級〜中級・水曜

17:30〜ゆったり書道 11:45〜囲碁上級〜有段・水曜

⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日

10:00〜透明水彩画 10:00〜タンゴセラピー 13:30〜 ふれあい卓球 15:00〜ボイストレーニングA 14:00〜カラオケ② 9:15〜 囲碁入門・日曜

21 14:00〜水墨画 22 13:30〜アロマ＆ハーブ講座 23 24 16:00〜ボイストレーニングB 25 26 27 10:30〜囲碁初級〜中級・日曜

11:45〜囲碁上級〜有段・日曜

⽉ 火 水 木 ⾦ 土 日

10:00〜書道 10:00〜タンゴセラピー

28 29 13:00〜男性のための足爪ケア講座 30

⽉ 火 水

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴⻁ノ⾨いきいきプラザ

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【10⽉25日版】 〒105-0001 港区⻁ノ⾨1-21-10   TEL 03-3539-2941

ホームページでも情報を発信しています︕
・今週のランチ ・休館情報
・講座やイベントのご案内
など、最新の情報を更新していますので、
チェックしてみてください♪

QRコードはこちら↑

開館時間 ⽉曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

マーブルカフェ営業情報 (⽉〜日まで毎日営業しています)

●11⽉休業予定日10:00-16:00（ラストオーダー15:30）

14日（⽉）10:00-15:00（ラストオーダー14:30）

なし※以下の日は営業時間を変更させていただきます
●営業時間

30日（水）10:00-15:00（ラストオーダー14:30）
●いきいき朝ごはん予定日

12日（土）26日（土）
※65歳以上の区⺠対象、事前申込・抽選制

※ お⾵呂のご利⽤は下記の通りです。

(男性) ⽉・水・⾦ (⼥性) 火・木・土

10:30〜18:30（最終受付18:00）

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

※こちらに記載のある教室は全て事前申込制です。

ご希望の⽅はスタッフまでお声掛け下さい。

コンビニご飯は気軽に買える分、栄養バランスを整える様に意識する事が⼤切です︕
①炭水化物・たんぱく質・野菜を揃えましょう

おにぎり等の単品を食べるのではなく、ゆで卵やサラダ・スープをプラス♪
②同じ食材や調理法は重ねない様に意識しましょう

違う食材・調理法を選ぶ事で、ある程度栄養バランスの整った食事が可能です。
③合計の食塩相当量を確認しましょう（1食の⽬安は2~3g）
上記の3点を意識する事で栄養バランスが整います︕上手に活⽤して健康状態を維持しましょう♪

栄養コラム〜コンビニご飯の上⼿な活⽤〜



神明トレーニングだより11⽉号
10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 14:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ ミニ健30

1 13:30~ バランストレーニング足腰(始) 2 13:30~ 健康トレーニング 3 15:20~ コア＆ダンベルトレーニング 4 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 5 11:00~ ミニ健30 6
14:00~ マシントレーニング入門 14:00~ みんなで脳トレ 13:30~ 頭とからだの健康教室A 14:00~ ズンバゴールド

火 15:00~ 健康トレーニング 水 15:00~ ミニ健30 木 ⾦ 14:00~ マシントレーニング入門 土 15:30~ ズンバゴールド 日
18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ 16:00~ ミニ健30 15:00~ 頭とからだの健康教室B 16:40~ ストレッチ

18:30~ リズム＆ストレッチ

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 15:20~ コア＆ダンベルトレーニング 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 10:00~ ミニ健30 10:30~ 朝トレ

7 11:00~ ミニ健30 8 13:30~ バランストレーニング足腰 9 13:30~ 健康トレーニング 10 11 13:30~ 頭とからだの健康教室A 12 11:00~ ミニ健30 13
13:30~ 健康トレーニング 14:00~ マシントレーニング入門 14:00~ みんなで脳トレ 14:00~ マシントレーニング入門

⽉ 火 15:00~ 健康トレーニング 水 15:00~ ミニ健30 木 ⾦ 15:00~ 頭とからだの健康教室B 土 日
16:00~ ゴルフピラティス 16:00~ ミニ健30
18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ 18:30~ リズム＆ストレッチ

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 14:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ ミニ健30

14 11:00~ ミニ健30 15 13:30~ バランストレーニング足腰 16 13:30~ 健康トレーニング 17 15:20~ コア＆ダンベルトレーニング 18 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 19 11:00~ ミニ健30 20 10:30~ 朝トレ
13:30~ 健康トレーニング 14:00~ マシントレーニング入門 14:00~ みんなで脳トレ 13:30~ 頭とからだの健康教室A 14:00~ ズンバゴールド

⽉ 火 15:00~ 健康トレーニング 水 15:00~ ミニ健30 木 ⾦ 14:00~ マシントレーニング入門 土 15:30~ ズンバゴールド 日
18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ 16:00~ ミニ健30 15:00~ 頭とからだの健康教室B 16:40~ ストレッチ

18:30~ リズム＆ストレッチ

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 14:00~ みんなで脳トレ 14:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ ミニ健30 10:30~ 朝トレ

21 11:00~ ミニ健30 22 13:30~ バランストレーニング足腰 23 15:00~ ミニ健30 24 15:20~ コア＆ダンベルトレーニング 25 10:30~ かんたんエアロ＆ストレッチ 26 11:00~ ミニ健30 27
13:30~ 健康トレーニング 14:00~ マシントレーニング入門 16:00~ ミニ健30 13:30~ 頭とからだの健康教室A(終)

⽉ 火 15:00~ 健康トレーニング 水 18:30~ リズム＆ストレッチ 木 ⾦ 14:00~ マシントレーニング入門(終) 土 日
16:00~ ゴルフピラティス 15:00~ 頭とからだの健康教室B(終)

18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪

10:00~ ミニ健30 10:00~ 健康トレーニング 10:00~ 健康トレーニング

28 11:00~ ミニ健30 29 13:30~ バランストレーニング足腰 30 13:30~ 健康トレーニング
13:30~ 健康トレーニング 15:00~ 健康トレーニング 14:00~ みんなで脳トレ

⽉ 火 18:30~ ゆるめて・鍛えて すっきりbody♪ 水 15:00~ ミニ健30
16:00~ ミニ健30
18:30~ リズム＆ストレッチ

トレーニングルーム無料開放日

〒105-0013 港区浜松町1-6-7   TEL 03-3436-2500

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴神明いきいきプラザ 開館時間 ⽉曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)

日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

●いきいき体操ポイントカードについて
芝地区いきいきプラザ（三田・神明・⻁ノ⾨）共通で
1回のご参加毎にスタンプ1個押印いたします
スタンプが満タンで、カフェサービス券としてご利⽤いただけます
※店内の200円以下のドリンク・スイーツが交換対象です

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【10⽉25日版】

現在、感染対策として、参加者同士の距離を1ｍ空けてレッスンを
行っております。また、申し込み不要の教室につきましては、

4階トレーニングルームにて整理券を開始10分前より配布しております。

カレンダーの⾒⽅
︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回
⿊字︓申し込みが必要
⻘字︓申し込み不要

⽉、水、⾦、土 13:00〜13:30（DVD放映＋オリジナル体操）
火、木 13:00〜13:30（DVD放映＋練功⼗⼋法）
場所︓4階トレーニングルーム 定員︓14名
※12:50~ 4階トレーニングルームにて整理券を配布いたします

みんなといきいき体操 トレーニングルーム無料開放⽇

区⺠の⽅は毎⽉第3日曜日に

トレーニングルームを

無料でご利⽤いただけます。

臨時休館日



9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 腰痛予防改善教室 10:00~ やわらかボール体操教室 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

1 10:30~ ミニ健30火曜日A② 2 3 13:00~ バランス足腰 4 13:30~ ミニ健30⾦曜日A① 5 13:00~ 頭とからだの健康教室 6
11:30~ 健康トレーニング火曜日A 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 13:15~ フリーマシントレーニング

火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B 水 木 ⾦ 土 15:00~ 秋の男性ヨガ 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング⽉曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 腰痛予防改善教室 10:00~ やわらかボール体操教室 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

7 11:00~ 健康トレーニング⽉曜日B 8 10:30~ ミニ健30火曜日A② 9 10 13:00~ バランス足腰 11 13:30~ ミニ健30⾦曜日A① 12 13:00~ 頭とからだの健康教室(終) 13
15:00~ 秋の⼥性ヨガ 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 13:15~ フリーマシントレーニング

⽉ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B 水 木 ⾦ 土 15:00~ 秋の男性ヨガ 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング⽉曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 腰痛予防改善教室 10:00~ やわらかボール体操教室 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

14 11:00~ 健康トレーニング⽉曜日B 15 10:30~ ミニ健30火曜日A② 16 17 13:00~ バランス足腰 18 13:30~ ミニ健30⾦曜日A① 19 13:15~ フリーマシントレーニング 20
15:00~ 秋の⼥性ヨガ 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 15:00~ 秋の男性ヨガ

⽉ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B 水 木 ⾦ 土 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング⽉曜日A 9:30~ ミニ健30火曜日A① 10:00~ 腰痛予防改善教室(終) 10:00~ やわらかボール体操教室 10:00~ 健康トレーニング⾦曜日 10:00~ 土曜日体操教室

21 11:00~ 健康トレーニング⽉曜日B 22 10:30~ ミニ健30火曜日A② 23 24 13:00~ バランス足腰 25 13:30~ ミニ健30⾦曜日A① 26 13:15~ フリーマシントレーニング 27
15:00~ 秋の⼥性ヨガ 11:30~ 健康トレーニング火曜日A 14:30~ ミニ健30⾦曜日A② 15:00~ 秋の男性ヨガ

⽉ 火 13:00~ 健康トレーニング火曜日B 水 木 ⾦ 土 日
13:15~ フリーマシントレーニング

14:30~ ミニ健30火曜日B①

15:30~ ミニ健30火曜日B②

9:30~ 健康トレーニング⽉曜日A 11:30~ 健康トレーニング火曜日A

28 11:00~ 健康トレーニング⽉曜日B 29 13:00~ 健康トレーニング火曜日B 30
15:00~ 秋の⼥性ヨガ 13:15~ フリーマシントレーニング

⽉ 火 水

三田トレーニングだより11⽉号

みんなといきいき体操
1階敬⽼室/2階集会室B DVD放映のみ 定員12名 ※土曜日のみ14名

※土曜日のみ2階集会室Bにて実施いたします。

【毎週水、木、⾦】①11:30〜11:45 ②12:00〜12:15

【毎週土】①11:00〜11:15 ②11:30〜11:45

（開始15分前に会場にて整理券配布)

港区⽴三田いきいきプラザ
【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体

カレンダーの⾒⽅
︓午前の教室
︓午後の教室
︓夜間の教室

(始)︓初回
(終)︓最終回

⿊字︓申し込みが必要
⻘字︓申し込み不要

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【10⽉25日版】 〒108-0014 港区芝4-1-17   TEL 03-3452-9421

●いきいき体操ポイントカードについて

芝地区いきいきプラザ（三田・神明・⻁ノ⾨）共通で
1回のご参加毎にスタンプ1個押印いたします。
スタンプが満タンで、カフェサービス券としてご利⽤いただけます。
※店内の200円以下のドリンク・スイーツが交換対象です。

フリーマシントレーニング
1階トレーニングルーム 各4名 ※当日参加制

①13:15〜13:45 ②14:00〜14:30

③14:45〜15:15 ④15:30〜16:00

（開始10分前に1階トレーニングルームにて参加者名簿に記載にて受付）
※当日の参加希望者多数の場合は抽選を⾏います。 はじめての⽅は職員までお声かけ下さい。

マシン4種類とエアロバイクを⾏います。（室内履きをご持参ください）

開館時間 ⽉曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

土曜日体操教室
2階集会室B 定員14名 ※当日整理券制

（9︓00より、1階事務室にて整理券配布。）

整理券をお持ちの上、9︓45に集会室Bへお越しください。

参加希望者多数の場合は抽選となります。

⾃宅でできる簡単なトレーニングやストレッチを⾏います。



 ⻁ノ⾨トレーニングだより11⽉号
9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操 10:15〜朝活サーキット＆ストレッチ

1 11:00〜 健康トレーニング② 2 10:45〜ミニ健30① 3 14:00〜 健康トレーニング② 4 10:15〜 ミニ健30② 5 11:15〜 とらウォーク 6 14:00〜フリートレーニング

11:45〜ミニ健30② 15:45〜 秋のゆったりヨガA 11:15〜 体⼒アップ 14:00〜 ミニ健30① 15:00〜⾃主卓球

火 水 14:00〜頭とからだ 木 16:45〜 秋のゆったりヨガB ⾦ 14:00〜 マシン倶楽部（始） 土 15:00〜 ミニ健30② 日
18:30〜 エアロステップ 15:30〜 からだ元気体操

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操 10:15〜朝活サーキット＆ストレッチ

7 10:45〜 ミニ健30① 8 11:00〜 健康トレーニング② 9 10:45〜ミニ健30① 10 14:00〜 健康トレーニング② 11 10:15〜 ミニ健30② 12 11:15〜 とらウォーク 13 14:00〜フリートレーニング

11:45〜 ミニ健30② 11:45〜ミニ健30② 15:45〜 秋のゆったりヨガC 11:15〜 体⼒アップ 14:00〜 ミニ健30① 15:00〜⾃主卓球

⽉ 14:00〜 プチトレ 火 水 14:00〜頭とからだ 木 16:45〜 秋のゆったりヨガD ⾦ 14:00〜マシン倶楽部 土 15:00〜 ミニ健30② 日
18:30〜 エアロステップ 15:30〜 からだ元気体操

17:30〜 肩腰すっきりエクササイズ

18:30〜 ゴルフのための身体づくり

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操

14 10:45〜 ミニ健30① 15 11:00〜 健康トレーニング② 16 10:45〜ミニ健30① 17 14:00〜 健康トレーニング② 18 10:15〜 ミニ健30② 19 11:15〜 とらウォーク 20 10:15〜朝活サーキット＆ストレッチ

11:45〜 ミニ健30② 11:45〜ミニ健30② 15:45〜 秋のゆったりヨガA 11:15〜 体⼒アップ 14:00〜 ミニ健30① 14:00〜フリートレーニング

⽉ 14:00〜 プチトレ 火 水 14:00〜頭とからだ 木 16:45〜 秋のゆったりヨガB ⾦ 14:00〜マシン倶楽部 土 15:00〜 ミニ健30② 日 15:00〜⾃主卓球

18:30〜 エアロステップ 15:30〜 からだ元気体操

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング 10:00〜 健康トレーニング① 9:15〜 ミニ健30① 10:00〜 朝のとらトレ体操 10:15〜朝活サーキット＆ストレッチ

21 10:45〜 ミニ健30① 22 11:00〜 健康トレーニング② 23 10:45〜ミニ健30① 24 14:00〜 健康トレーニング② 25 10:15〜 ミニ健30② 26 11:15〜 とらウォーク（終） 27 14:00〜フリートレーニング

11:45〜 ミニ健30② 11:45〜ミニ健30② 15:45〜 秋のゆったりヨガC 11:15〜 体⼒アップ（終） 14:00〜 ミニ健30① 15:00〜⾃主卓球

⽉ 14:00〜 プチトレ 火 水 14:00〜頭とからだ（終） 木 16:45〜 秋のゆったりヨガD ⾦ 14:00〜 マシン倶楽部（終） 土 15:00〜 ミニ健30② 日
18:30〜 エアロステップ 15:30〜 からだ元気体操

17:30〜 肩腰すっきりエクササイズ

18:30〜 ゴルフのための身体づくり

9:15〜 健康トレーニング 9:15〜 健康トレーニング① 9:15〜 健康トレーニング

28 10:45〜 ミニ健30① 29 11:00〜 健康トレーニング② 30 10:45〜ミニ健30①

11:45〜 ミニ健30② 11:45〜ミニ健30②

⽉ 14:00〜 プチトレ（終） 火 水

トレーニングルーム無料開放日

【指定管理者】百葉の会・ヘルスケアデザインネットワーク・東急コミュニティー共同事業体
港区⽴⻁ノ⾨いきいきプラザ

※内容に関しまして、急遽変更となる場合がございます。予めご了承ください。【10⽉25日版】 〒105-0001 港区⻁ノ⾨1-21-10   TEL 03-3539-2941

開館時間 ⽉曜日〜土曜日 9:00~21:30(最終受付21:00)
日曜日 9:00~17:00(最終受付16:30)

カレンダーの⾒⽅

︓午前の教室

︓午後の教室

︓夜間の教室

(始)︓初回

(終)︓最終回

⿊字︓申し込みが必要

⻘字︓申し込み不要

⽉〜⾦ ①13:00~13:25 ②13:30~13:45（DVD放映＋オリジナル体操）
土・日 ①13:00~13:15 ②13:30~13:45（DVD放映のみ）
場所︓2階トレーニングルーム 定員︓9名
12:45~ 2階トレーニングルームにて①②両⽅整理券を配布いたします

みんなといきいき体操 ●いきいき体操ポイントカードについて
芝地区いきいきプラザ（三田・神明・⻁ノ⾨）共通で
1回のご参加毎にスタンプ1個押印いたします
スタンプが満タンで、カフェサービス券としてご利⽤いただけます
※店内の200円以下のドリンク・スイーツが交換対象です

トレーニングルーム無料開放⽇

区⺠の⽅は毎⽉第3日曜日に

トレーニングルームを

無料でご利⽤いただけます。



～ ～

⽇時︓11月9⽇(水)13時〜14時30分
場所︓三⽥いきいきプラザ 集会室C
費⽤︓無料
対象︓おおむね50歳以上区⺠
定員︓30名(抽選)
申込︓10月31⽇(月)までにお電話または事務所まで

※抽選の場合11月1⽇(⽕)10時よりエントランスにて公開抽選を⾏います
問合︓三⽥いきいきプラザ 芝4-1-17 03-3452-9421 @三⽥

講師
一般社団法人⽇本眠育普及協会

代表 橋爪あき氏


