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郷土歴史館 特別展

　ネコの飼育頭数がイヌを上回ったという報道からもわかるように、
現在、ネコを愛でる・飼育することが空前のブームとなっています。古
くは弥生時代の遺跡からイエネコと思われる骨が出土していますが、
ネコと人びとの関わりが密接になるのは江戸時代からでしょう。文献
や浮世絵にはネコへの人びとの関
心が垣間見えるほか、遺跡か
らはネコの供養塔が見つか
り、丁寧に埋葬されたネコ
の骨が出土することもあり
ます。一方で、化け猫伝説
などが各地に残り、ネコと人
びとの関係にはさまざまな側面
があったようです。
　本展では、今年の干支であるネコ科のトラや、
ネコと共に人びとの身近に存在するイヌにも対象を
広げ、ネコやこれらの動物と人びととの関わりの歴
史を紹介します。

歌川国芳　絵兄弟やさすかた鵺退治　弘化2〜3（1845〜46）年　（個人蔵）

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。

会 期 	 令和４（2022）年７月16日(土)～９月11日(日)
会 場 	 港区立郷土歴史館　特別展示室
休 館 日 	 7月21日（木）、8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)。

※８月11日(木・祝)は、区民無料公開日です。区内在住であることを証明できるものをお持
ちください。

LifeLife  witwithh  ネコ  ネコ    展展

ネコの供養塔
明和3（1766）年
伊皿子貝塚遺跡
（当館蔵）

ネコと思われる足跡が
付いた須恵器　
6世紀末〜7世紀初頭
見野古墳群
（姫路市教育委員会蔵）

  対　　象  　区内在住・在学の小学生、中学生
  募集期間  　9月1日（木）～30日（金） 必着
  募集作品  　公共図書館や学校図書館を利用して調べ、まとめた作品
●身近な疑問や不思議に思うこと、興味があることなど、調べるテーマ

は自由です。
●「見る」「聞く」「作る」などの体験や実地調査なども取り入れながら、ど

のように調べていったのか、その結果何がわかったかをまとめてくださ
い。

  作品サイズ  
小学生： B4サイズまたは八つ切りサイズまで
中学生： A4サイズまで
※模造紙等にまとめる場合は、上記サイズに折りたたんでご応募ください。

  ページ数  　本文：1ページ以上50ページ以内。
※表紙、目次、参考文献一覧は必ず付けてください。本文の50ページ以内には含みません。

  申し込み  　応募カードに、氏名、学校名、作品名（タイトル）を明記の上、
●お近くの港区立図書館へ持ち込み、または郵送
●受付している学校へ応募
※1人1点に限ります。
※募集要項や応募カードは、港区立図書館

や各学校で配布する他、港区立図書館
ホームページからダウンロードもできます。

  問合わせ  　各港区立図書館

第4回  港区図書館を使った　調べる学習コンクール 作品募作品募集集！！
　疑問に思ったこと、興味を持ったことについて、公共図書館や学校図書館を利用して

調べた結果やそれまでの経過を文章や絵、写真などでまとめ応募してみませんか。優秀作品は、全国コンクールに推薦します。

図書館
ホームページ
二次元コード

〔問い合わせ先〕  三田図書館　☎3452-4951
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東京2020大会から1周年！

◆POP（ポップ）バトル部門◆
文字やイラストでお気に入りの本の魅力を

紹介する作品を募集します。

◆ビブリオバトル部門◆
自分のおすすめする本の魅力を５分間で紹介する

バトラー（発表者）を募集します。

お気に入りの一冊を紹介しあうゲーム感覚のイベント
「書評合戦」を開催します。

優勝者には、表彰状、記念品を授与します。

 大きさ・画材　    縦９㎝×横１３㎝の画用紙等に絵具や色鉛筆等を使用
し、おすすめの本について文字やイラスト等で表現して
ください。書名と著者名は必ず記載してください。
※表紙のイラストや帯のキャッチコピーを使用するなど著作権侵害

に注意してください。

 投 票 期 間　 ９月２６日(月) ～１０月１０日（月・祝）
 投 票 場 所　 港区内中学校・高等学校、各港区立図書館

 対 象 　 区内在住・在学の中学生・高校生
 応 募 期 間　 ７月１日（金）～９月６日(火)、各港区立図書館へ郵送

または持参
※募集要項や応募用紙は、港区立図書館、区内学校図書館で配布する他、港区立図書

館ホームページからダウンロードできます。　

 定 員 　 ６人　※応募者多数の場合は選考となります。

１１月５日（土）午後３時～５時（予定）
みなと図書館 地下1階 
視聴覚ホール

※表彰式は、ＰＯＰバトルのチャンピオンと一緒
に行います。

※オンラインでの開催となる場合があります。

20222022

学校給食費納付のお願い
　学校では、栄養のバランス・嗜好・地域性・価格などを
総合的に考慮し献立をつくり、子どもたちにおいしく食べて
もらうため様々な工夫をしています。
　保護者の方々に負担していただいている給食費は、食材を購入するため
の費用です。給食費の未納が生じますと、食材購入に支障をきたすことに
なります。給食費は期日までにお支払いいただくようご協力をお願いします。

〔問い合わせ先〕　学務課 ☎3578-2735 〔問い合わせ先〕　みなと図書館 ☎3437-6621

楽しい夏休みに向けて
～困ったときは相談を～

　いよいよ夏休みが近づいてきました。近年暑さも厳しく熱中症にさらなる注意が必
要となっています。また、引き続き感染症への対策を講じていくことも必要です。規則正
しい生活を心がけ、健康に十分気を付けて楽しく過ごしましょう。
　さて、夏休みには、子どもたちには日常の生活では味わえない経験をさせたいとお考
えの保護者もいらっしゃるかと思います。お子さんにとって夏休みが終わった後、有意
義だったと思えるようにしたいものです。そのために、右の３点を参考に夏休み前に親
子で話し合い計画を立ててみましょう。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う不安や悩み、お子さんの言動や
親子関係等でお悩みの事がありましたら、教育センターの教育相談をご利用ください（相
談内容については秘密が守られます）。

【教育センター】  
●電話教育相談　専用電話　03-5422-1546
受付時間　午前9時～午後7時（月曜～金曜）  午前9時～午後5時（土曜） ※祝日、年末年始を除きます。
備考：予約は不要です。保護者の方、お子さん本人からの相談を受け付けています。

●来所教育相談（予約制）　専用電話　03-5422-1545
受付時間　午前9時～午後5時（月曜～金曜） ※祝日、年末年始を除きます。
備考：保護者の方から相談内容を事前に電話でご連絡ください。来所日、時間を調整いたします。

●オンライン教育相談（予約制）
受付時間　午前9時～午後5時（火曜～金曜） ※祝日、年末年始を除きます。
備考：右の二次元コードより予約フォームにアクセスし、希望面談日時等を送信してください。
　　  送信後、日程調整の連絡をいたします。

❶ 夏休み活動する内容を確認し、全体の見通しをもたせる
　学校の補充教室・水泳、地域のラジオ体操、旅行、習い事等、参加す
るものについて、あらかじめ夏休み計画表に記入し、見通しを持た
せることが大切です。

❷ 生活や活動などに対し、目標を立てさせる
　「普段できない体験活動に参加する。」「体力を高めるため、毎日
３０分縄跳びを行う。」「一学期に学習した漢字や計算の復習をする。」

「家の手伝いを一日一回は必ず行う。」等、具体的な目標を立てさせ
ることが大切です。

❸ お子さん自身が健康・安全に生活できるよう家庭のルールを確認する
　基本的な生活習慣を崩さないようにしましょう。特に夏休みは、
家庭で過ごす時間が多くなります。携帯電話やスマートフォン、パ
ソコン等を使う場合のルールを改めてお子さんと確認しておくこ
とが重要です。また、交通事故、水の事故等に気を付け、外出の際は、
行き先・経路・帰宅時刻について、あらかじめ親に知らせる習慣を身
に付けさせましょう。

　２０２１年の夏に世界最大の祭典であるオリンピック・パラリンピック
が東京で開催されてから、まもなく１年となります。
　区内では、お台場海浜公園がオリンピックのトライアスロンとマラソ
ンスイミング、パラリンピックのトライアスロンの競技会場となりました。
また、芝公園等がパラリンピックマラソンのコースの一部となり、テレ
ビ等で港区の風景と合わせて、トップアスリートの活躍する姿を観るこ
とができました。
　東京２０２０大会終了後も、高まったスポーツ活動への気運を継続し、
身近な場所で誰もが気軽にスポーツに親しむことができるよう、さま
ざまなイベントを開催します。

　区は、東京２０２０大会で実際に使用されたユニフォームや聖火リレ
ーのトーチの展示等を行う１周年記念イベントを実施します。聖火リレ
ーのトーチを持って記念撮影もできますので、ぜひご参加ください！

1周年記念1周年記念 のお知らせのお知らせイ ベ ン ト

日 時  令和４年９月１７日（土）
場 所  港区スポーツセンター

詳細は、日が近くなりましたら港区ＨＰや
区公式Twitter等でお知らせします。

ビブリオ
開催日時

場所
図書館
ホームページ
二次元コード
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教育委員会のうごき

令和４年４月～６月

　教育委員会は、定例会が３回（４月１１日、５月９日、６月１３日）、臨時会が
５回（４月２５日、５月２３日、５月３０日、６月１７日、６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。

◦令和４年度小中学生国内イングリッシュ・キャンプについて
◦港区立芝公園多目的運動場の設備点検のための臨時休場について
◦港区算数ドリルの作成について
◦MINATOシティハーフマラソン2022の開催に向けたランナーの

申込受付について

〔問い合わせ先〕　教育長室　☎3578-2701

　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。

1　特別整理のための休館日
図書館名 特別整理期間（休館日）

三田図書館 令和４年10月17日(月)から令和４年10月22日(土)まで
みなと図書館 令和４年 ９月26日(月)から令和４年10月 １日（土）まで
麻布図書館 令和４年 ９月20日(火)から令和４年 ９月24日(土)まで
赤坂図書館 令和４年 ９月 ６日(火)から令和４年 ９月10日(土)まで
高輪図書館 令和４年 ９月13日(火)から令和４年 ９月17日(土)まで
高輪図書館分室 令和４年10月12日(水)から令和４年10月15日(土)まで
港南図書館 令和４年10月 ４日(火)から令和４年10月 ８日(土)まで

理由　・所蔵資料と電算データの照合
　　　・不明資料等の調査
　　　・施設・設備の点検整備、修繕工事、定期清掃等

2　臨時休館日
図書館名 特別整理期間（休館日）

高輪図書館 令和４年10月10日（月・祝）、 令和４年11月14日（月）
理由　・電気設備法定点検による全館停電、消防設備点検及び空調機点検

令和4年度
  港区立図書館の特別整理のための港区立図書館の特別整理のための

                      休館休館及び臨時休館について及び臨時休館について
　港区立図書館条例第４条の規定に基づき、

特別整理のための休館及び臨時休館をします。

　港区立みなと科学館では、2022年・夏の企画展と
して「みんなの鉄道展	〜線路は続くよ		未来まで〜」
を開催します。今年は新橋〜横浜間の鉄道開業150
周年。今回の企画展では「レールで繋がる人と歴史
とテクノロジー」をテーマに、鉄道の技術的変遷か
ら人々の生活・産業等に与えた社会的・文化的影響
等について展示。そして、鉄道や、関連する技術を
通して、未来の都市と地球の環境を考えます。
　様々な実物展示や体験展示のほか、関連イベント
も開催。詳しくは、みなと科学館公式サイトをご覧
ください。皆さまのご来館をお待ちしています。

https://minato-kagaku.tokyo/

みなと科学みなと科学館館からからののおお知知らせらせ

開催期間
　7月13日（水）～ 9月11日（日）

　　　　　　午前9:00 ～午後8:00
　　　　　　（最終入館時間 午後7:30）
　　　　　　※期間中は休館日なし

入 館 料 　無料　※プラネタリウムのみ有料
場 所 　港区虎ノ門3-6-9
問い合わせ 　みなと科学館　03-6381-5041

休 館 日　毎月第2月曜日・年末年始・
　　　　　　臨時休館日

アクセス

　東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅
　　　　　　A1・A2出口から徒歩4分、

神谷町駅4b出口から徒歩5分、
虎ノ門駅2a出口から徒歩10分

みんなの鉄道展夏の企画展

みなと科学館
ホームページ二次元コード
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　改築を行っていた赤坂中学校と中之町幼稚園について、令和4年6月末に整備工事が竣工し、新校舎・新園舎が完成しました。
　夏休み中に引っ越しを行い、2学期から本格運用が開始されます。
　なお、中学校等新校舎は、赤坂小学校校舎と上空通路で接続され、2学期からは小学校 5・6年生が中学校等新校舎内の教室へ移動します。
　また、令和5年4月からは、赤坂小学校と赤坂中学校が小中一貫教育校赤坂学園となる予定です。

赤坂中学校等新校舎

所 在 地　
赤坂 9-2-3
施設規模　
地下1階、地上 6 階
主要施設　
中学校普通教室（6教
室）、小学校普通教
室（6教室）、体育館、
屋内プール、ランチ
ルーム、交流ホール

中之町幼稚園新園舎

所 在 地　
赤坂 9-2-26
施設規模　
地上 2階
主要施設　
保育室（6室）、多目
的室、遊戯室

区立赤坂中学校等新校舎、中之町幼稚園新園舎
が完成しました。

〔問い合わせ先〕 学務課学校計画担当　☎3578-2739

〔問い合わせ先〕 問い合わせ　各区立図書館　☎表参照

港区立図書館では、お子さんを対象に、講座やおはなし会など楽しいイベントを企画しています。
費用は無料ですので、ぜひご参加ください。
このほかにも様々なイベントを行っています。詳しくは、港区立図書館ホームページをご覧ください。

以下の日程で、新校舎・新園舎の内覧会を実施します。

❶７月２３日（土）午後１時～４時
❷７月２４日（日）午前９時３０分～午後４時
❸７月２５日（月）午前９時３０分～午後４時

港区立図書館　夏の子ども会
図書館
ホームページ
二次元コード

ところ とき イベント名 対象 定員 申込

三 田
図 書 館

7月30日（土）	
午後2時～4時（開場は15分前）

調べ学習講座
「基本のキ！前編	テーマを決めよう /百科事典をつかってみよう」 小学生から中学生まで 5人	

（申込順）
7月 23日（土）午前 9時から三田図書館に来館
または電話で受付　☎３４５２－４９５１

8月6日（土）	
午後2時～3時（開場は15分前）

調べ学習講座
「基本のキ！後編まとめてみよう」 小学生から中学生まで 5人	

（申込順）
7月 23日（土）午前 9時から三田図書館に来館
または電話で受付　☎３４５２－４９５１

8月7日（日）	
午後2時～3時（開場は30分前）

「何を読めばいい？どうやって書けばいい？図書館員が教えます、
簡単！読書感想文教室」

小学生
（一人で参加できる方）

15人	
（申込順）

7月 25日（月）午前 9時から三田図書館に来館
または電話で受付　☎３４５２－４９５１

8月21日（日）	
午後2時～3時（開場は15分前）

夏の工作会	
「紙コップでけん玉を作ろう」 小学生 20人	

（申込順）

8月 5日（金）午前 9時から三田図書館に来館
または電話で受付　☎３４５２－４９５１
8月 18日（木）は休館

み な と
図 書 館

8月3日（水）	
午後1時～1時50分（開場は15分前）

子ども映画会
「銀河鉄道の夜　影絵劇」

どなたでも
（未就学児は保護者同伴）

45人	
（先着順） 当日直接会場にお越しください。

8月6日（土）	
午前10時～12時

夏の子ども会
「1日図書館員になろう」低学年の部

小学1年生から3年生まで
（4 年生以上も申込可）

5人	
（申込順）

7月 22日（金）午前 9時からみなと図書館に来館
または電話で受付　☎３４３７－６６２１

8月6日（土）	
午後1時～3時

夏の子ども会
「1日図書館員になろう」高学年の部

小学 4 年生から6年生まで
（3年生以下も申込可）

5人	
（申込順）

7月 22日（金）午前 9時からみなと図書館に来館
または電話で受付　☎３４３７－６６２１

8月21日（日）	
午前10時～／午前11時～
各回30分程度（開場は15分前）

みなと科学館講師によるサイエンス講座
「折り紙で飛ぶ種子実験！」

小学生まで
（3年生以下は保護者同伴）

各回 10組
（1組4人まで）	
（申込順）

8月 1日（月）午前 9時からみなと図書館に来館
または電話で受付　☎３４３７－６６２１
8月 18日（木）は休館

麻 布
図 書 館

7月27日（水）	
午後2時から～3時30分（開場は15分前）

調べ学習講座
「調べ学習やってみよう！ - めざそう！調べる博士 -」

小学3年生から4 年生まで
（保護者見学可）

10人	
（申込順）

7月 11日（月）午前 9時から麻布図書館に来館
または電話にて受付　☎３５８５－９２２５
7月 21日（木）は休館

8月7日（日）	
午後2時～2時50分（開場は15分前）

おやこシアター	
「動物かんきょう会議　第 1巻」 どなたでも 15人	

（先着順） 当日直接会場にお越しください。

赤 坂
図 書 館

7月30日（土）	
午後2時～3時（開場は30分前）

調べ学習講座	
「情報の調べ方を学ぼう！」 小学3年生以上 10人	

（先着順） 当日直接会場にお越しください。

8月23日（火）	
午後2時～3時（開場は15分前）

夏の工作会
「光のひみつで、きらきら水中宝箱」 小学1年生から3年生まで 16人	

（申込順）

8月 11日（木）午前 9時から赤坂図書館に来館
または電話で受付　☎３４０８－５０９０
8月 18日（木）は休館

高 輪
図 書 館

8月1日（月）	
午前11時から正午まで（開場は15分前）

宿題お助け講座
「自由研究（調べ学習）の進め方教えます」 小学生 10人	

（先着順） 当日直接会場にお越しください。

8月2日（火）	
午前11時から正午まで（開場は15分前）

宿題お助け講座
「読書感想文の書き方教えます」 小学生 20人	

（申込順）

7月 16日（土）午前 9時から高輪図書館に来館
または電話で受付　☎５４２１－７６１７
7月 21日（木）は休館

8月4日（木）	
午後2時～3時まで（開場は15分前）

夏の工作会
「紙コップでマジックハンドを作ろう」 小学生 10人	

（申込順）
7月 23日（土）午前 9時から高輪図書館に来館
または電話で受付　☎５４２１－７６１７

高 輪
図書館分室

８月9日（火）	
午後3時～4時（開場は15分前） 夏の工作会「ぱたぱた鳥をつくろう！」 小学生まで	

（未就学児は保護者同伴）
10人	

（申込順）	
7月22日（金）9時30分から高輪図書館分室に来館
または電話で受付　☎３４４３－１６６６

港 南
図 書 館

８月10日（水）	
午後2時～3時（開場は15分前）

夏の工作会
「塩のサイエンス～スーパーボールを作ろう～」 小学生 16人	

（申込順）	
8 月 1日（月）午前 9時から港南図書館に来館
または電話で受付　☎３４５８－１０８５

区ホームページ
（内覧会）
二次元コード

※最終入場は、終了時間の１時間前までです。
※詳しくは、区ホームページをご確認ください。


