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区立幼稚園（12園）
小学校（18校）
中学校（10校）

私立幼稚園（14園）

1,157名
9,912名
2,097名
1,994名

令和2年度
学校基本調査による園児・児童・生徒数

（令和2年5月1日現在）

イラストレーターじゅえき太郎氏とのコラボレーションによる昆虫展を開催します。
世界の昆虫の標本やヘラクレスオオカブトなどの生体展示、絵画、ワークショップを通
して、楽しみながら生物の多様性について学ぶことができます。

「みなと昆虫展2020」

７月18日（土）～９月13日（日）
無料　※講座の材料費などは有料
むさしの自然史研究会、じゅえき太
郎、株式会社KADOKAWA、株式
会社実業之日本社
港区虎ノ門３－６－９

みなと科学館　
03-6381-5041
午前９時～午後８時
毎月第２月曜日・年末年始（12月29
日～１月３日）・その他臨時休館日
東京メトロ虎ノ門ヒルズ駅A1・A2
出口から徒歩4分、虎ノ門駅A2出口
から徒歩10分

期 間 問い合わせ

開館時間
休館日

アクセス

料 金
協 力

場 所

みなと科学館は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、４月１日のオープン
を延期しておりましたが、国の緊急事態宣言及び東京都の緊急事態措置が解除され
たことに伴い、６月１日から予約制による人数制限や内容を一部変更した上でオープン
をしています。今後も当分の間は人数の制限や内容の一部変更の可能性があります
ので、ご来館いただく際は、事前にみなと科学館ホームページをご覧いただくか、
みなと科学館までお問合せください。

安全に運動·スポーツをするポイントは？
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ、安全·安心に
ウォーキングやジョギング等の運動·スポーツに取り組むために
以下の点をご配慮ください。

夏 の 企 画 展

みなと科学館からのお知らせ

1964年東京オリンピックと
都市の交通

－今にいきるオリンピック・レガシー－
1964年東京オリンピックはスポ
ーツを身近なものにし、その後
の日本においてスポーツが盛ん
になることに大きな役割を果た
しました。また、オリンピックはス
ポーツ界に大きな影響を与える
のみならず、大規模な社会基盤
の整備のきっかけとなって、都市
の姿を大きく変えます。そこで本
展では、1964年東京オリンピッ
クと、その実施に合わせて整備
された道路や鉄道などの交通に
関する資料を中心に紹介し、1964年東京オリンピックが
その後の東京や港区に与えた影響について考えます。

○感染防止の3つの基本
① 十分な距離の確保　② マスクの着用　③ 手洗い・手指消毒
○体調をチェック
一つでも当てはまる場合には、運動やスポーツはお控えください。
□平熱を超える発熱 □咳、のどの痛みなど風邪の症状
□だるさ、息苦しさ □嗅覚や味覚の異常
□体が重く感じる、疲れやすい等
○運動·スポーツの種類ごとの留意点

「密閉」「密集」「密接」三つの密のうち、一つでも該当しないように注意しましょう。
◆ウォーキング·ジョギング
　① 一人または少人数で実施　② すいた時間、場所を選ぶ
　③ 他の人との距離を確保　④ すれ違う時は距離をとる
◆筋トレ·ヨガ
　① 自宅で動画を活用　② こまめに換気
　安全な環境を確保して適度に運動·スポーツを行うよう心掛けましょう。

出典：スポーツ庁

			会　　期				令和2年7月18日（土）～9月22日（火・祝）
			会　　場				港区立郷土歴史館　特別展示室
			休 館 日				 8月20日（木）、9月17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)。

〒108-0071　港区白金台4-6-2ゆかしの杜　
☎6450-2107　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。

郷土歴史館特別展

URL：https://youtu.be/0ACqnXXtDjs

		自宅で出来るかんたんエクササイズを公開しています
　区では、新型コロナウイルス感染症の影響による運動不足の解消を図ることを目的
に、自宅で出来るエクササイズの紹介動画を制作しました。
　一般的なトレーニングメニューを、身体への負荷が低くなる方法を織り交ぜて紹介
しています。どなたでも簡単に取り組める内容となっていますので、日々の健康づく
りにお役立てください。
		視聴方法
動画配信サイト「YouTube」の区長室チャンネルで配信しています。
動画には字幕を付帯していますので、聴覚障害のある方もご覧いただけます。

1964 年東京オリンピック
聖火リレー走者ランニングシャツ

ヘラクレスオオカブト
©むさしの自然史研究会

モルフォチョウの標本
©むさしの自然史研究会
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教育委員会のうごき
令和2年4月～ 6月

　教育委員会は、定例会が3回（4月14日、5月12日、6月11日）、臨時会が7回（5月
7日、5月19日、5月21日、5月26日、6月15日、6月22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。

◦港区教育委員会危機管理対策会議の設置について
◦幼稚園、小中学校における教育活動の再開等の方針の見直しについて
◦港区立スポーツ施設の管理運営について
◦新型コロナウイルス感染症の対応に伴う区有施設及び事業の再開について

〔問い合わせ先〕　教育長室　内線2712

　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火曜日の午前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、教育委員会事務局庶務課へお問い合わせくだ
さい。

◆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。

対　象	 区内在住・在学の中学生・高校生
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。
申し込み	 郵送または直接、9月7日(月)までに各港区立図書館へ
	 ※1人1点のみ
	 ※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もできます。
投票期間	 9月24日(木) ～10月13日（火）
	 館によっては、特別整理期間等で、休館の場合がありますので、港区立図書館

ホームページまたは電話にてご確認ください。
投票場所	 各港区立図書館
結果発表	 11月中旬を予定しています。

◆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)の募集は、港区図書館ホー
ムページ等であらためてお知らせします。

お気に入りの一冊をPOP（ポップ：文字やイラスト）や言葉で紹介しあい、
もっとも読みたくなった本を選出する

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。

　疑問に思ったこと、関心を持ったことについて、図書館を利用して調べ
た結果やそれまでの過程を文章や絵、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。

 対象 
区内在住・在学の小学生、中学生
 募集期間 
9月1日（火）～30日（水）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、関心が

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。
 申し込み 
応募カードに、氏名、学校名、作品名を明
記の上、郵送または直接、各港区立図書
館へ
※館によっては、特別整理期間等で、休館の場

合がありますので、港区立図書館ホームペ
ージまたは電話にてご確認ください。

※応募は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。

 調べる学習電話相談実施します！ 
調べる学習の進め方、まとめ方につい
て図書館の職員が電話で相談に応じ
ます。

第2回港区  
図書館を使った調べる学習コンクール

作品募集！

楽しい夏休みに向けて
～困ったときは相談を～

【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。

（1）特別整理のための休館日
三田図書館 令和2年10月5日(月)から令和2年10月10日(土)まで
麻布図書館 令和2年9月22日(火)から令和2年9月26日(土)まで
赤坂図書館 令和2年9月8日(火)から令和2年9月12日(土)まで
高輪図書館 令和2年9月15日(火)から令和2年9月19日(土)まで
高輪図書館分室 令和2年10月14日(水)から令和2年10月17日(土)まで
港南図書館 令和2年9月29日(火)から令和2年10月3日(土)まで

※みなと図書館の日程については調整中です。

（2）臨時休館日（設備点検等のため）

高輪図書館
令和2年10月11日（日）
令和2年11月9日（月）

令和2年度  
港区立図書館の特別整理のための休館
及び高輪図書館の臨時休館

港区立芝公園多目的運動場の
運営期間・臨時休場日のお知らせ

芝公園多目的運動場はフットサルコートとプールの多目的施設で、秋・冬・春季はフッ
トサルコートとして、夏季はプールとして施設を開場しています。
運営期間中には設備点検・清掃等のため、臨時休場日があります。
ご迷惑をおかけしますが、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
施設 運営期間 臨時休場日

プール 令和2年7月1日（水）から
令和2年9月15日（火）まで 令和2年8月3日（月）

フットサルコート 令和2年9月26日（土）から
令和3年6月15日（火）まで 毎月第1・3月曜日

〔問い合わせ先〕	 芝公園多目的運動場	 ☎5733-0575
	 生涯学習スポーツ振興課	スポーツ振興係	 ☎3578-2753

[問い合わせ先]		図書文化財課　学校支援担当　☎3437-6621

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う対応として、今年度は夏休みが8月1日
から24日までの期間となっています。例年よりも短い期間とはなりますが、熱中症への
対応を行いながら、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すことが
できるとよいです。
　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思って
いる保護者も多いと思います。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。そのためにも、感染症対策を十分講じながら、以下の4点につ
いて御家庭で確認をお願いします。

[問い合わせ先]		図書文化財課　学校支援担当　☎3437-6621

2020

図書館名/電話番号 電話相談受付日時
三田図書館 3452-4951 8月の土曜		午後1時～ 5時
麻布図書館 3585-9225 8月の月曜		午後2時～ 5時
赤坂図書館 3408-5090 8月の土曜		午後1時～ 5時
高輪図書館 5421-7617 7・8月の木曜（第3木曜を除く）	午前10時～午後3時
高輪図書館分室 3443-1666 8月の日曜		午後1時～ 4時
港南図書館 3458-1085 8月の月～水曜		午後1時～ 4時

　毎朝の検温をはじめ、手洗いの励行や
マスクの着用等の習慣については、夏休
みも継続してください。また、地域の行事、
習い事、帰省等の外出については、3つの
密を回避できるよう事前に十分確認して
ください。

❶ 健康管理について

　外出の際は、行き先・経路・帰宅時刻につ
いて、あらかじめ保護者に知らせるととも
に、幼児・児童・生徒が一人で遠出すること
がないよう御指導ください。
　また、交通事故防止に向けて、道路を横
断する際には左右を確認してから横断す
ることはもとより、止まっている車両の運
転手とアイコンタクトを行ってから横断
するよう御指導ください。

❸ 防犯・交通安全について

　臨時休業や分散登校に伴うストレスや、
友人関係や進路に関わる不安や悩み等をお
子さんが抱えていることが考えられます。
困ったときには担任や養護教諭等に相談す
ることができますので、各校に連絡ください。
　また、教育センターの教育相談では、上
記の内容のほか、お子さんの言動や親子関
係等についても相談を承っています。お悩
みの事がありましたら、ぜひご利用くださ
い。相談内容については秘密が守られます。

❷ 心のケアについて

　携帯電話やスマートフォン、タブレット、
パソコン等を使う時間も増えることが予
想されます。使用時間や使用方法等につい
て、SNS学校ルールをもとにSNS家庭ルー
ルを作り、お子さんと御確認ください。

❹ SNSの利用について


