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区立幼稚園一覧
幼稚園名 所在地 電話番号
赤　羽 三田1-4-52 3452-0246
芝　浦 芝浦4-8-18 3452-0574
高　輪 高輪2-12-31 3447-3356
白金台 白金台3-7-1 3443-5666
三　光 白金3-13-8 3444-4233
港　南 港南4-3-27 3471-7347
麻　布 麻布台1-5-15 3583-1858
南　山 元麻布3-8-15 3408-4785
本　村 南麻布3-9-33 3446-3677
中之町 赤坂9-7-8 3405-7619
青　南 南青山4-18-17 3402-0758

にじのはし 台場1-1-5 5500-2577〔問い合わせ先〕　学務課　☎︎3578-2779　各区立幼稚園 ☎︎表参照

新年度４月入園
区立幼稚園園児募集について

　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な幼児
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
５歳児　平成 28 年４月２日～平成 29 年４月１日生まれの人

　募集要項・申込書の配布　
　広報みなとが発行された後、各区立幼稚園・学務課（区役所
７階）・各総合支所区民課・台場分室で配布します。
※配布期間中は、港区ホームページからダウンロードもできます。

　抽選　
　定員を超える応募があった場合は抽選を行います。

　面接および健康診断　
　各区立幼稚園で面接および健康診断を行います。実施日時に
ついては各幼稚園からお知らせします。

　区立幼稚園では、例年11月中旬から園児募集を行っています。
　定員や申込等の詳細は11月11日に発行される広報みなとや港区ホー
ムページ・教育委員会事務局学校教育部のTwitter等で周知を行います。

　区教育委員会では、芝浦地域の児童数増加に対応するため、令和4年4月、芝浦一丁目
のみなとパーク芝浦横に新しい区立小学校「港区立芝浜小学校」を開校します。

[問い合わせ先]　学務課学校計画担当　☎︎3578-2739

港区立芝浜小学校が開校します令和４年４月

郷土歴史館	特別展

　未来への不安を取り除くため、切実な願いを叶えるために祈りを捧げる。それはコロナ禍の今
も、そして昔も変わらない人の姿です。人が「人の形をしたもの」に願いを託したときに、人と
人形（にんぎょう・ひとがた）の歴史は始まったといえます。縄文時代の土偶や古墳時代の埴輪
にはじまり、古来より人の手によって作られた人形は、人とのかかわりにおいて多様に展開し、
雛人形や五月人形な
どの節句人形、祭礼
の山車人形、芝居の
浄瑠璃人形など、日
本独自の文化を形成
しました。
　本展では、港区に
ゆかりのある人形を
中心に、人形に託さ
れた役割	 ―人を守
り、願いを受けとめ、
楽しませ、寄り添う
―	に焦点をあて、人
とともにある人形の
特性を探ります。

「人 形  ― 人とともにあるもの ―」

会 期  令和３（2021）年10月２日（土）～ 12月５日（日）
会 場  港区立郷土歴史館　特別展示室
休 館 日  10月21日（木）、11月18日（木）
開館時間  午前９時～午後５時（土曜日のみ午後８時まで） ※入館受付は閉館の30分前まで
観 覧 料  大人：400円、高校生以下：200円

常設展とのセット券  大人：600円、高校生以下：200円
※区内在住・在学の小・中・高校生、区内在住の65歳以上の方、区内在住の障害者とその介助

者（１名）の観覧料は無料です (証明できるものをお持ちください)。

郷土歴史館
住 所 〒108-0071　港区白金台4-6-2　ゆかしの杜
電 話 6450-2107
ホームページ https://www.minato-rekishi.com/ 
交 通 東京メトロ南北線・都営三田線白金台駅

（２番出口）徒歩1分
都営バス「白金台駅前」停留所下車徒歩1分
※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

　施 設 概 要 　
所   在   地　 芝浦1-16-31
施 設 規 模 　 地下1階、地上9階（9階は屋上校庭）
主 要 施 設 　 普通教室（24学級）、多目的室、特別教室、体育館、

屋内プール、屋上校庭、放課GO→クラブ室
※校舎の整備工事は、令和４年１月末の竣工を予定しています。

学校の概要や開校に向けた準備状況は、
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、港区ホームページ内
の芝浜小学校の開校準備状況のページをご覧いただけます。

校舎整備工事の様子
（令和３年８月現在）

芝浜小学校外観
イメージ

御台人形　鶴亀（吉德資料室蔵） 山車人形　日本武尊（NPO法人赤坂氷川山車保存会（赤坂新町五丁目町会）蔵）
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利用方法

講座一覧より希望する講座を選択し、生涯学習センターにメール又は
電話のうえ、希望する講座名、利用者の連絡先を伝えてください。その
後、各講座の講師と直接連絡をとり、日程、講座内容等を調整のうえで
申込みしてください。なお、講座終了後は生涯学習センターへ報告書を
提出していただきます。
生涯学習センター（ばるーん）まなび屋担当　

 baloon@kissport.or.jp　☎3431-1606

対 象 3人以上のグループ（半数以上が区内に在住・在勤・在学の人）が対象です。

費 用
講師謝礼は無料です。支払う場合でも1講座開催につき、1時間1,000円
以内です。教材費・交通費（講師分）は利用するグループの実費負担です。
詳しくは講師に問い合わせください。

会 場

講座を利用するグループが手配してください。メンバー
の構成によっては、区民センター・生涯学習センター・青
山生涯学習館等を利用できます。申込時期・方法等は、各
施設の規定に基づきます。詳細は、各施設にお問合せく
ださい。

講座一覧

約80の講座があります。講座内容は港区ホームページ
でご覧いただけます。

港区　まなび屋

生 涯 学 習 講 座 提 供 事 業
「学びたい人」と「教えたい人」をつなぎます ｢まなび屋｣

「まなび屋」は、区に登録した知識や技能を持つボランティア講師が、区民に多様な講座を提供する事業です。
3人以上のグループで、その半数以上が区内在住・在勤・在学であれば、ご利用いただけます。

図書館では、お子さんを対象に冬の子ども会を開催します。
人形劇や工作など楽しい内容を企画しています。

費用はすべて無料ですので、お気軽にご参加ください。

内　容 対　象 日　時 ところ 定　員 申込み方法

人形劇団プーク
「ひとまねアヒル/
プー吉・チビのムジカブラボー」

区内在住の小学生までのお子さんとその保護者
来館参加：1組4人まで。
保護者は１組につき大人2人まで。
オンライン参加：人数内訳の制限はありません。

12月12日(日)
午後2時～2時45分
(開場：午後1時30分)

来館参加：
みなと図書館

オンライン参加：
インターネットを使っ
て参加可能な場所

来館参加：
45名(申込順)

オンライン
(ZOOM)参加：
50組(申込順)

11月15日(月)～28日(日)
午前9時～午後5時まで

（受付初日は午後3時から）
みなとコールにて受付
☎5472-3710

問合せ：みなと図書館
☎3437-6621

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人まで。
※保護者は１組につき大人２人まで。

12月25日(土)
午後2時～3時
(開場：午後1時30分)

三田図書館 40名
(申込順)

電話または直接、12月11日(土)から
三田図書館へ。☎3452-4951

劇団ぐるうぷ観覧車による
冬のおはなし劇場

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

12月1日(水)
午後2時30分～3時30分
(開場：午後2時)

麻布図書館 20名
(先着順)

申し込み不要　当日直接会場へ

問合せ：麻布図書館
☎3585-9225

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

12月11日(土)
午後2時30分～3時30分
(開場：午後2時)

麻布図書館 20名
(申込順)

電話または直接、11月21日(日)か
麻布図書館へ☎3585-9225

劇団貝の火　
人形劇「ブレーメンの音楽隊」

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

12月4日(土)
①午前11時～正午
(開場：午前10時30分)
②午後2時～3時
(開場：午後1時30分)

赤坂図書館 各回25名
(申込順)

電話または直接、11月13日(土)から
赤坂図書館へ☎3408-5090
11月18日(木)は休館日です。

子ども工作会
「アドベントカレンダーをつくろう！」

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

12月１日(水)
午後2時30分～3時30分
(開場：午後2時15分)

高輪図書館分室 10名
(先着順)

申し込み不要　当日直接会場へ

問合せ：高輪図書館分室
☎3443-1666

室長パパの冬のおはなし会 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

12月25日(土)
午後2時30分～3時
(開場：午後2時15分)

高輪図書館分室 10名
(先着順)

申し込み不要　当日直接会場へ

問合せ：高輪図書館分室
☎3443-1666

室長パパの冬のおりがみ会
《伝説の動物編》

小学生
12月27日(月)
午前10時30分～11時30分
(開場：午前10時15分)

高輪図書館分室 10名
(先着順)

申し込み不要　当日直接会場へ

問合せ：高輪図書館分室
☎3443-1666

子ども工作会
「グリーティングカードをつくろう！」

小学生
12月8日(水)
午後2時30分～3時30分
(開場：午後2時)

港南図書館 12名
(申込順)

電話または直接、11月21日(日)から
港南図書館へ☎3458-1085

親子で楽しむコンサート 0歳から3歳までの乳幼児とその保護者
及び妊娠中の方

12月11日(土)
①午前10時～10時30分
(開場：午前9時30分)
②午前11時30分～正午
(開場：午前11時)

港南図書館 各回20名
(申込順)

電話または直接、12月1日(水)から
港南図書館へ☎3458-1085

子ども映画会
「ハローキティのおやゆびひめ」

どなたでも
12月12日(日)
午前10時30分～11時10分
(開場：午前10時)

港南図書館 20名
(先着順)

申し込み不要　当日直接会場へ

問合せ：港南図書館☎3458-1085

令和３年度図書館  冬の子ども会

〔問い合わせ先〕　生涯学習スポーツ振興課　☎︎3578-2741
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対 象 原則として参加者が10人以上で、その半数以上が区内在住・在勤・
在学の方であれば実施します。

費 用
無料です。
ただし、資料作成費用などがかかる場合がありますのでご了承ください。

時 間
年末年始を除く日で、午前９時から午後９時までの間の１講座２時間
以内です。土曜・日曜・祝日を利用する場合は担当課にご相談ください。

会 場

原則として区内です。会場の手配や準備は、学習会等の主催者側
でお願いします。なお、生涯学習出前講座の利用団体は、講座の
会場として区内14か所にある「区民協働スペース」を利用すること
ができます。詳しくは各総合支所協働推進課にご相談ください。

申込方法 講座一覧から希望するテーマを選択の上、開催希望日の20日
前までに、講座の担当課等に直接ご連絡ください。

講 座 一 覧
テーマ 連絡先

出生から死亡まで　―戸籍制度― 芝地区総合支所区民課☎3578-3153

国民健康保険のしくみ 国保年金課☎3578-2636

後期高齢者医療制度のしくみ 国保年金課☎3578-2636

国民年金のしくみ 国保年金課☎3578-2636

児童虐待防止について 子ども家庭支援センター☎5962-7213
あなたもゲートキーパー「命の門番」になりませんか
～気づき・声かけ・つなげる大切さ～ みなと保健所健康推進課☎6400-0084

健康づくりのはなし みなと保健所健康推進課☎6400-0083

感染症の豆知識 みなと保健所保健予防課☎6400-0081

「お口の健康」について みなと保健所健康推進課☎6400-0084

港区の地域包括ケアシステムの推進について 保健福祉課☎3578-2328

高齢者サービスについて 高齢者支援課☎3578-2396

介護予防について 高齢者支援課☎3578-2930

高齢者の見守りについて 高齢者支援課☎3578-2401

地域の支え合いの仕組みづくりを進めましょう！ 高齢者支援課☎3578-2402

介護保険について 介護保険課☎3578-2876

「障害者差別解消法」ってご存知ですか？ 障害者福祉課☎3578-2386

生活に困ったら ―生活保護― 生活福祉調整課☎3578-2451

住民同士の助けあい活動について 港区社会福祉協議会☎6230-0284

あなたらしくいつまでも　―成年後見制度を中心に― 港区社会福祉協議会☎6230-0283

こんにちは　社協です 港区社会福祉協議会☎6230-0280

ボランティア活動について 港区社会福祉協議会☎6230-0284

出張防災講座 防災課及び各総合支所協働推進課☎3578-2516

みんなでつくろう！安全安心まちづくり 防災課☎3578-2270

分譲マンション等への支援制度について 住宅課☎3578-2223

建築物の耐震化の支援制度について 建築課☎3578-2845

港区の街づくり 開発指導課☎3578-2225

都市計画道路ってなあに？ 土木課☎3578-2313

電線類の地中化について 土木課☎3578-2217

生涯学習出前講座は、区民の皆さんが主催する学習会等に区の職員を講師として派遣し、
区政の取組や専門知識を生かした話などを地域に出て行う事業です。

対 象 者 	どなたでも
と き  10月30日(土)午後3時～ 5時
場 所  インターネット（ZOOM）を使って参加可能な場所
募 集 人 数  20人（申込順）
申 込 方 法  電話または直接、

10月22日(金)からみなと図書館へ ☎3437-6621

ビブリオバトル（オンライン）の
観戦者を募集します！

バトラー (発表者)が紹介するそれぞれのお気に入りの本について、
バトラーの熱い思いを観戦者となって受取り、
読みたいと思った本に投票してみませんか？

あなたの1票が今年のチャンピオン（チャンプ本）を決定するかも。

2021

詳しくは、図書館ホームページをご覧ください。ＱＲコード

〔問い合わせ先〕　生涯学習スポーツ振興課　☎︎3578-2741

 教育委員会のうごき
令和３年７月～令和３年９月

　教育委員会は、定例会が３回（７月19日、８月23日、９月13日）、臨時会
が４回（８月３日、８月26日、９月６日、９月27日）開催されました。
教育委員会で審議、決定、報告された主な事項は次のとおりです。

◦東京都における緊急事態措置等に係る期間延長を踏まえた
　施設及び事業の対応について

◦港区教育委員会会議規則の一部を改正する規則について

◦小学校就学前の子どもを対象とした各種学校の利用支援について

◦港区立港南小学校仮設校舎の設置について

〔問い合わせ先〕　教育長室　☎︎3578-2714

　	そのほか、各担当課の事業・行事の結果報告など、多数の教育関連事項に
ついて、活発な論議が行われました。

※教育委員会は、毎月第２月曜日の午前10時から開催しています。また、必
要に応じ、臨時会を開催しています。開催日程、会議の傍聴については、問
い合わせ先にご連絡ください。

生 涯 学 習 出前講 座

テーマ 連絡先
ごみ減量のために　―3R(さんアール) って何だろう？― みなとリサイクル清掃事務所☎3450-8025

ベランダでできる！我が家でスタート！段ボールでコンポスト みなとリサイクル清掃事務所☎3450-8025

地球温暖化の現状と対策 環境課☎3578-2495

快適リビング情報局1.　安心できる飲み水と室内環境のはなし みなと保健所生活衛生課☎6400-0043

快適リビング情報局2.　家にでてくる虫やネズミのはなし みなと保健所生活衛生課☎6400-0043

「安全な食卓」のお手伝い みなと保健所生活衛生課☎6400-0047

地域猫活動について みなと保健所生活衛生課☎6400-0043

栄養成分表示について みなと保健所生活衛生課☎6400-0057

「区民協働」について 地域振興課☎3578-2557

消費者トラブルについて 消費者センター☎3456-4159

幼・小中一貫教育について 教育人事企画課☎5422-1541

学校選択希望制について 学務課☎3578-2726

学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)について 教育長室☎3578-2721

人権尊重 総務課☎3578-2025

男女平等参画社会の実現に向けて 総務課☎3578-2025

区民の声を聴くしくみ 区長室☎3578-2050

情報の発信 区長室☎3578-2036

個人情報保護と情報公開 情報政策課☎3578-2064

選挙について 選挙管理委員会事務局☎3578-2771

港区基本構想・基本計画について 企画課☎3578-2086

港区の国際化推進について 国際化・文化芸術担当☎3578-2303

港区教育ビジョンについて 教育長室☎3578-2721

区役所の組織と仕事 企画課☎3578-2086

行政改革（指定管理者制度・外部監査制度など）について 区役所改革担当☎3578-2086

区の家計簿 財政課☎3578-2096

教育委員会について 教育長室☎3578-2711

港区の文化芸術振興について 国際化・文化芸術担当☎3578-2341

生涯スポーツについて 生涯学習スポーツ振興課☎3578-2750

図書館活用法 図書文化財課☎3437-6621
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11月は港区教育推進月間です
 ～地域の子どもたちを応援してください～

　港区では毎年11月を「教育推進月間」と位置付け、保護者をはじめ区民の皆様に、子ども
たちの活動の様子や成果を知っていただくためのＰＲ強化期間としています。

　各区立幼稚園、小・中学校では、特色と魅力のある学校づくりに取り組み、「徳」「知」「体」
を育む学び、生き抜く力を育む学びなど、子どもたち一人一人の個性と能力を伸ばす教育を
推進しています。

　今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえて、一般の方への幼稚園、
小・中学校の公開予定はありません。
　各幼稚園、小・中学校のホームページなどで活動の様子をご覧ください。

令和４年４月に
区立小・中学校に新入学する皆さんへ

「学校選択希望制」について
学校選択希望制について
　区では、お住まいの住所地の通学区域の学校に就学することを原則として
いますが、希望する場合には、入学する学校を選択できる「学校選択希望制」
を実施しています。

対象
　区内に住所があり、令和４年４月に区立小・中学校に入学する新１年生

学校選択希望の範囲
　小学校は、通学区域に隣接する学校（隣接校・表1 参照）から選択するこ
とができます。中学校は、区内全校（ 表2 参照）から選択することができます。
　ただし、学校によっては、通学区域内の人口増加等のため、通学区域外か
らの学校選択希望者の受け入れができない場合もあります。

抽選の実施
　学校ごとに設定した児童・生徒の受け入れ可能数を超える応募があった場
合には、通学区域外からの入学希望者を対象に抽選を行うことがあります。

学校を選ぶときのお願い
⃝	通学は、徒歩又は電車・バスを利用してください。通学のための自転車の
利用や車での送迎は禁止しています。通学は毎日のことですので、お子さ
んの通学にかかる負担等を考慮し、学校を選択してください。また、学校
までの経路の安全性についても事前に確認してください。

⃝	学校の教育活動は、保護者や地域の皆さんの理解と協力によって支えられ
ています。入学後は学校行事、ＰＴＡ活動、地域の行事等へ積極的に参加・
協力してください。

⃝	学校見学を希望する場合は、各学校へお問い合わせください（ 表1・2 参
照）。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、学校見学ができない場
合もあります。御了承ください。

学校選択希望票・就学時健康診断通知書の送付
　対象の皆さんに、学校選択希望票等の関係書類を郵送します。小学校に入
学する皆さんには、就学時健康診断通知書も同封します。10月末になっても
書類が届かない場合や紛失した場合は、お問い合わせください。

学校案内冊子の配布
　学務課（区役所７階）、各総合支所区民課窓口サービス係・台場分室等で配
布します。また、港区ホームページでも御覧いただけます。

〔問い合わせ先〕　  教育人事企画課 教育支援係　☎︎5422-1541 〔問い合わせ先〕　  教育人事企画課 特別支援教育担当　☎︎5422-1543

  　　小学校

小　学　校 隣　接　校 住　　所 電　話　番　号

御成門 赤坂・麻布・赤羽・芝・お台場学園港陽 芝公園3－2－4 3431-2766

芝 御成門・赤羽・御田・芝浜・お台場学園港陽 芝2－21－3 3456-3072

赤　羽 御成門・麻布・東町・御田・芝 三田1－4－52 3451-1988

芝　浦 芝浜・御田・高輪台・港南・お台場学園港陽 芝浦4－8－18 3451-4992

芝　浜  ※1 芝・御田・芝浦・お台場学園港陽 芝浦1－16－31 令和4年4月開設

御　田 芝・赤羽・東町・白金の丘学園白金の丘・高輪台・芝浦・芝浜 三田4－11－38 3451-3997

高輪台 御田・白金の丘学園白金の丘・白金・港南・芝浦 高輪2－8－24 5447-0616

白　金 高輪台・白金の丘学園白金の丘 白金台1－4－26 3441-5407

白金の丘学園
白金の丘  ※2 御田・東町・本村・白金・高輪台 白金4－1－12 3441-5363

港　南 芝浦・高輪台・お台場学園港陽 港南4－3－28 3474-1501

麻　布 御成門・赤坂・青山・笄・南山・東町・赤羽 麻布台1－5－15 3583-0014

南　山 麻布・笄・本村・東町 元麻布3－8－15 3403-5773

本　村 南山・笄・白金の丘学園白金の丘・東町 南麻布3－9－33 3473-1462

笄 麻布・青山・青南・本村・南山 西麻布3－11－16 3404-1530

東　町 麻布・南山・本村・白金の丘学園白金の丘・御田・赤羽 南麻布1－8－11 3451-7726

赤　坂 青山・麻布・御成門 赤坂8－13－29 3404-8602

青　山 赤坂・青南・笄・麻布 南青山2－21－2 3403-5588

青　南 青山・笄 南青山4－21－15 3404-8608

お台場学園
港陽  ※3 御成門・芝・芝浜・芝浦・港南 台場1－1－5 5500-2572

  　　中学校

中学校 住　　所 電　話　番　号

御成門 西新橋3－25－30 3436-3551・3568

三　田 三田4－13－13 5441-7348

高　松 高輪1－16－25 3441-6239

港　南 港南4－3－3 3471-0238

白金の丘学園　白金の丘　※2 白金4－1－12 3441-5361

六本木 六本木6－8－16 3404-8855

高　陵 西麻布4－14－8 3409-7687

赤　坂　※4 南青山1－18－12 3402-9306

青　山 北青山1－1－9 3404-7522

お台場学園　　港陽　※3 台場1－1－5 5500-2575

　港区ホームページで、各中学校の特色や取
り組みについての紹介動画を配信しています。

 二次元コードをスマート
フォンで読み取ると、港
区ホームページの区立
中学校紹介動画のペー
ジを御覧いただけます。

※1　令和４年４月新設校です。
※2　白金の丘小学校と白金の丘中学校は小中一貫教育校白金の丘学園です。
※3　港陽小学校と港陽中学校は小中一貫教育校お台場学園です。
※4　令和４年９月（２学期）に新校舎（赤坂９－２－３）へ移転予定です。

表1

表2

動画の配信中 学 校 紹 介

学校選択希望票の送付
⬇

学校選択希望票の
提出締め切り

⬇
応募状況の公表    

⬇
抽選の実施

（抽選実施校のみ）
⬇

就学通知書の送付
⬇

各学校の入学説明会

10月中旬 

郵送の場合　　　11月 5日（金）消印有効
窓口持参の場合　11月 8日（月）午後５時まで
※必ず区役所本庁舎７階学務課へ提出してください。

11月下旬    

12月上旬

令和４年１月中旬

令和４年２～３月

今後の主なスケジュール

〔問い合わせ先〕　学務課学事係　☎︎3578-2726 ～ 2729

円滑に学校生活をスタートするために
「就学支援シート」を活用してみませんか
　令和４年４月に区立小学校へ入学するにあたり、ご家庭や在籍園、療育機
関等での生活や支援の様子等を小学校に引き継ぐために、「就学支援シート」
をご活用下さい。小学校では、記入された内容を参考にし、入学後に必要な
配慮、支援方法等を検討します。

配　布  １２月上旬から、区内の就学前機関を通じて配布します。
作成方法   作成を希望する保護者は、就学支援シートを記入後、在籍する

幼稚園や保育園、療育機関等にお渡しください。
提出時期   就学先が決定してから２月下旬までに、保護者が就学先の学校に

直接持参して下さい。




