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255号
港区の数値（平成 25 年度）

アクアフィールド芝公園プール利用実績
プール実施期間　　7／１〜９／ 15
　　　　　７月	 21,568 人
　　　　　８月	 29,101 人
　　　　　９月	 2,006 人
　　　	 計 52,675 人

　平成 19 年度からスタートした港区小中学生海外派遣は、児童・生徒を
海外に派遣することにより、外国の自然、文化及び社会に触れることなど
の直接体験を通して、国際理解及び国際感覚の基礎を培い、コミュニケー
ション能力を身に付けさせることを目的として行っております。
　今年度は、小学校６年生 36 名（御成門小学校長・松浦正和団長）が、
７月 22 日から 30 日まで８泊９日でメルボルンに、中学校２年生 44 名（高
陵中学校長・新庄惠子団長）が、８月 12 日から 21 日まで９泊 10 日で西
オーストラリアのパースに行ってきました。
　派遣期間中、派遣児童・生徒は現地の学校の子供たちの家にホームステ

イするとともに、ホームステイ先の児童・生徒と一緒に授業や体験プログ
ラムに参加しました。現地で行われている授業を肌で感じることができた
だけでなく、国際科の時間に学んだことを生かして積極的に英語を使い、
現地の方々との交流を通して、コミュニケーション力を磨くことができま
した。
　これらの経験を踏まえて、９月 14 日に御成門小学校で行われた報告会
では、海外の生活・文化についてはもとより、積極的にコミュニケーショ
ンをとることの大切さなど学んだことについて報告しました。

海外派遣　報告会小学生海外派遣　メルボルン 中学生海外派遣　パース

平成 25年度（第７期）

港区小中学生海外派遣

　47 都道府県の選手が一同に会した競技会。
　多くの観客の方の声援を受けて全選手が白熱の演技・試合
を繰り広げました。
　結果は…昨年のリハーサル大会に引き続き「東京都」が総
合優勝を果たしました。
　成年女子の演技競技の吉井・小山ペアは国体４大会連続第
１位の快挙です。
皆さんの温かいご声援ありがとうございました。

なぎなた競技会結果
少年女子 成年女子

総合成績
演技 試合 演技 試合

第１位 沖縄県 神奈川県 東京都 大阪府 東京都
第２位 東京都 大分県 福岡県 島根県 大阪府
第３位 大阪府 東京都 新潟県 熊本県 沖縄県
第４位 福岡県 茨城県 岐阜県 兵庫県 福岡県

第５位 香川県 熊本県 兵庫県 香川県 神奈川県
兵庫県

第６位 神奈川県 京都府 沖縄県 東京都
第７位 兵庫県 沖縄県 岩手県 京都府 熊本県
第８位 富山県 愛媛県 埼玉県 宮城県 香川県

※総合成績第５位は同点

閉会式終了後、ゆりーとか
ら来年開催の長崎がんばら
んば国体マスコットキャラ
クターのがんばくんへ“な
ぎなた”のバトンタッチが
行われました。

第68回国民体育大会 なぎなた競技会を開催しました

開会式

試合競技演技競技

総合成績
第１位　東京都

東京から長崎へ

　東日本大震災被災地による物産展、各テレビ局ブース、港区観光協
会、港区赤十字奉仕団など各ブースにたくさんの方がお越しくださいま
した。
　29日、30日は芝浦運河まつりも開催され、なぎなた競技会とともに
大いに盛り上がりました。

港区立中学生の吹奏楽、プラカーダー、音楽連盟
の合唱が華を添えました。

「江戸消防記念会」による
木遣り、梯子乗り、纒ふり

たくさんの応援
ありがとう
ございました！

ふわふわゆりーとは
子どもたちに大人気！

表彰式の成年女子大将（左）
と監督（右）

白金小学校２年生による
ゆりーとダンス

表彰式前の
公開演技

芝浦幼稚園年長組による
リズムなぎなた

おもてなし
広　場

競技前の
公開演技

９月29日（日）〜 10月１日（火）
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開催日 時　間 場　所 内　容 対象・定員 申し込み 問い合わせ

12月4日（水） 午後３時～４時
（午後２時30分開場）

高輪図書館
視聴覚室

クリスマス工作会　
「コップとおさらでクリスマス工作
会」

５歳から小学生まで15組
（申込順）※未就学児は保
護者同伴。同伴保護者は
子ども１人につき１人ま
で

電話で、11月25日（月）
から、みなとコール（午
前９時（初日は午後２
時）～午後５時受け付
け）へ。�

みなとコール
☎5472-3710

12月4日（水） 午後２時30分
～３時30分

（午後２時開場）

麻布図書サービス
センター

ぐるうぷ観覧車によるクリスマス
おはなし会

小学校低学年までの児童・
幼児およびその保護者

当日直接会場へ みなと図書館
☎3437-6621
麻布図書サービス
センター
☎3456-3225

12月7日（土） 午前11時
～ 11時50分

（午前10時30分開場）

赤坂図書館
3階　多目的ホー
ル

クリスマス子ども会
かわせみ座による人形劇
「ちいさなおうち」ほか

小学校低学年までの児童・
幼児およびその保護者　
各回　60人（申込順）

電話で、11月12日（火）
から、みなとコール（午
前９時（初日は午後２
時）～午後５時受け付
け）へ。�

みなとコール
☎5472-3710

午後２時～２時50分
（午後１時30分開場）

12月8日（日） 午前11時～正午
（午前10時30分開場）

三田図書館
地下1階　
視聴覚ホール

クリスマス子ども会
人形劇団ポポロによる人形劇
「おおかみと7ひきのこやぎ」

3歳以上の１人で観劇でき
るお子さん
84人（申込順）

�電話で、11月21日（木）
から、みなとコール（午
前９時（初日は午後２
時）～午後５時受け付
け）へ。

みなとコール
☎5472-3710

12月10日（火）午後１時30分
～２時25分

（午後１時開場）

港南図書館
3階　視聴覚ホー
ル

クリスマス子ども会
人形劇団ひとみ座による人形劇
「ひよことにわとり」ほか

小学生以下の児童・乳幼
児およびその保護者
各回　50人（申込順）

�電話で、11月18日（月）
から、みなとコール（午
前９時（初日は午後２
時）～午後５時受け付
け）へ。�

みなとコール
☎5472-3710

午後３時～３時55分
（午後２時30分開場）

12月15日（日）午後２時～３時30分
（午後１時30分開場）

みなと図書館
地下1階　
視聴覚ホール

クリスマス子ども会
人形劇団プーク
「小さなトムトム」ほか

3歳以上の子どもとその保
護者　80人（申込順）
※大人のみの参加はご遠
慮ください。未就学児は
保護者同伴。ただし同伴
保護者は1グループにつき
大人1人まで。保育なし。

電話で、11月25日（月）
から、みなとコール（午
前９時（初日は午前11
時）～午後５時受け付
け）へ。

みなとコール
☎5472-3710

12月15日（日）午後２時～２時30分
（午後１時30分開場）�

高輪図書館
視聴覚室

16ミリ子ども映写会
「笠じぞう」「すてきなクリスマス」

どなたでも
30人（先着順）

当日直接会場へ 高輪図書館
☎5421-7617

12月18日（水）午後２時30分
～３時30分

（午後２時開場）

麻布図書サービス
センター

クリスマスおやこ工作会
「おりがみでクリスマスパーティー
をしよう」

４歳～小学生までの子ど
もとその保護者（小学生は
１人でも参加可）
10組（先着順）

当日直接会場へ 麻布図書サービス
センター
☎3456-3225

12月21日（土）午後２時～３時
（午後１時30分開場）�

高輪図書館
視聴覚室

クリスマス映画会
「イワンと仔馬」

どなたでも
40人（先着順）

当日直接会場へ 高輪図書館
☎5421-7617

12月22日（日）�午後２時～３時30分
（午後１時30分開場）

高輪区民センター
1階　区民ホール

クリスマス子ども会
人形劇団　こぱん
「ジャックと豆の木」

小学生以下の児童・乳幼
児およびその保護者
250人（申込順）

12月7日（土）から高輪
図書館で受け付け（電
話での受け付けはあり
ません。）

高輪図書館
☎5421-7617
高輪図書館分室
☎3443-1666

※申し込みは先着順です。定員になり次第締め切らせて頂きますのでご了承ください。

　港区教育委員会では、日頃から皆さんが利用する ｢学習施設｣ や「運動場」
などの使用料を改定します。
　なお、使用料が高くなる場合については、一定の激変緩和を行います。
　また、施設の予約方法や利用時間などについてはこれまでと変わりません。
引き続き皆さんに親しまれ、便利で使いやすい施設となるよう努めてまいり
ますので、ご理解のほどお願いいたします。

＜施設使用料の考え方＞
　港区は、区民の皆さんの生涯学習の支援、スポーツ振興を目的に多くの施
設を設置しています。
　施設の維持に必要な経費については、施設を利用しない方との公平性を図
るため、税金で負担することが適当な経費を除いて、施設を利用する方が等
しく負担すること（受益者負担の原則）としています。

※平成 26年度に改築・移転する「港区スポーツセンター」の新使用料につ
　いては、移転後の使用分から適用します。

名　称 改定する使用料施設等 問合せ先

生涯学習センター 学習室等 ☎ 3431-1606

青山生涯学習館 学習室等 ☎ 3470-4584

箱根ニコニコ高原学園 学園施設 ☎ 3578-2731

学校施設 体育館、教室、校庭、屋内プール

生涯学習推進課
スポーツ振興係
☎ 3578-2747

麻布運動場
野球場、庭球場

青山運動場

芝浦中央公園運動場 庭球場、フットサル場

芝給水所公園運動場 少年サッカー場

埠頭少年野球場 少年野球場

芝公園多目的運動場 フットサル場、プール

芝浦南ふ頭公園運動広場 少年野球場、少年サッカー場

氷川武道場 武道場

平成 26 年 4 月 1 日 ( 火 ) 以後の使用分から港区の施設使用料を改定します

平成 25 年度図書館のクリスマス子ども会
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進学・子育てに、教育相談室のご利用を
　子どもを育てていく中で、その時その時の子どもの年齢によって様々な悩みが
あるかと思います。特に幼稚園から小学校へ、小学校から中学校へと次の学校に
進学するタイミングは小 1プロブレム、中１ギャップとも呼ばれ、不登校が増
えるなど様々な問題が起こりやすい時期でもあります。
　教育相談室でも就学や進学を控えた保護者の方々が多く相談に見えています。
「時々学校を休むので進学してから心配」「小学校で授業についていけるだろうか」
「人間関係がだんだん複雑になってもやっていけるだろうか」など、相談内容も
様々です。最近は不登校やクラスの人間関係などの相談の中で、その背景に発達
障害の傾向が考えられるケースも多くなっています。　
　学校は卒業、進学と共に次の学校へと切り替わっていきますが、教育相談は学
校をまたいでご利用いただける機関です。「小学校、中学校に上がったらどうな
るだろう？」という不安への対策を一緒に考えていくことができます。
　教育相談室では港区内在住・在学・在勤の 18歳までの子どもと保護者の方を
対象に、子どもに関する様々な相談をお受けしています。進学時にかぎらず、子
育て全般の相談をお受けしています。気になることがあるけれど相談しに行って
もいいのだろうかと悩むことがございましたら、遠慮なく教育相談室をご利用く
ださい。

〔問い合わせ先〕
教育センター　教育相談室　3454 ー 6625
受付日時：月曜日から金曜日までの午前９時～午後５時　
　　　　　※祝祭日・年末年始を除く

保護者向け相談室 プレイルーム

　平成 25 年 10 月４日文部科学省講堂
において、地方教育行政功労者表彰の表
彰式が行われました。
　地方教育行政の発展のために尽くされ
た功績が特に顕著であることから、地方
教育行政功労者として、港区教育委員会
委員の澤　孝一郎氏が受賞されました。

〔問い合わせ先〕　庶務課　内線 2714
澤　孝一郎　氏

文 部 科 学 省
『 地 方 教 育 行 政 功 労 者 表 彰 』

　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立て、子どもたちにおいしく食べて
もらうため、様々な工夫をして給食を作っています。
　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
の未納が生じると食材購入に支障をきたし、他の児童・生
徒に迷惑がかかります。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　内線 2735

学校給食費納付のお願い

　水泳記録会が小学校は 8月 27日（火）、中学校は 9月 7日（土）に開催され
ました。
　各種目の 1位の結果を掲載いたします。

○小学校（会場 : 御成門中学校、芝浦小学校、本村小学校、三田中学校、
　港南小学校、赤坂小学校）

種　目 小学校名 児童名 記　録
50M　自由形　男子 高輪台小学校 小野澤　佑太 30秒 9
50M　自由形　女子 本村小学校 坂本　麗名 34秒 2
50M　平泳ぎ　男子 白金小学校 立花　宗睦 40秒 7
50M　平泳ぎ　女子 芝小学校 角野　利未唯 46秒 4

男子200Mリレー 高輪台小学校

小野澤　佑太

2分 32秒 8
曽我　優也
升岡　郁登
高井　啓至

女子200Mリレー 青南小学校Ａ

合田　莉乃

2分 51秒 0
渡辺　千聖
市川　真悠
守山　日向

○中学校（会場 : 港区スポーツセンター）
種　目 中学校名 生徒名 記　録

50M　自由形　1年男子 港南中学校 角田　一世 33秒 79
50M　自由形　1年女子 御成門中学校 畝野　くるみ 　　35秒 70
50M　自由形　2年男子 青山中学校 田代　海人 30秒 93

50M　自由形　2年女子 高松中学校 小林　鈴佳 33秒 02
（大会新記録）

50M　自由形　3年男子
高松中学校 ①小山田　匡冶 29秒 74

（大会新記録）

三田中学校 ②浅利　駿斗 30秒 16
（大会新記録）

50M　自由形　3年女子 高松中学校 菅野　悦里翔 33秒 93
50M　平泳ぎ　1年男子 青山中学校 吉田　竜馬 41秒 70

50M　平泳ぎ　1年女子 御成門中学校 髙島　菜々子 43秒 87
（大会新記録）

50M　平泳ぎ　2年女子 赤坂中学校 塚本　凛 42秒 73
（大会新記録）

50M　平泳ぎ　3年女子 赤坂中学校 大友　杏南 49秒 59
50M　背泳ぎ　共通男子 高松中学校 古川　達也 40秒 54
50M　背泳ぎ　共通女子 青山中学校 添川　日向子 42秒 78
50M　バタフライ
共通男子 青山中学校 吉田　一功 37秒 38

100M　自由形　共通男子 青山中学校 阿部　寛也 1分 03秒 43
100M　自由形　共通女子 高松中学校 岡本　南海 1分 11秒 64
100M　平泳ぎ　共通女子 高松中学校 今井　愛莉 1分 36秒 06

100M　平泳ぎ　2年男子 高陵中学校 石黒　莞大 1分 14秒 54
（大会新記録）

100M　平泳ぎ　3年男子 御成門中学校 関野　晃希 1分 29秒 57

200M　リレー
共通男子 高陵中学校

松本　和将

2分 06秒 06
吉川　太一
佐々木　大賀
石黒　莞大

200M　リレー
共通女子 高松中学校

小林　鈴佳

2分 18秒 12
　　

今井　愛莉
菅野　悦里翔
岡本　南海

※大会新記録は、各種目 1位以外も掲載します。

〔問い合わせ先〕　指導室　内線 2760

水泳記録会が開催されました

平成 25年度私立幼稚園等園児保護者補助金（前期分）は、平成 25
年 11 月 29 日に保護者の皆さんご指定の口座に振り込む予定です。金
融機関によっては、口座への入金までに 1週間程度かかる場合もあり
　　　ますので、ご承知おきください。

〔問い合わせ先〕　庶務課　内線 2713　　

平成 25 年度私立幼稚園等園児保護者
補助金（前期分）の振込みのお知らせ

「港区広報トピックス」で放送（予定）されます。
毎日　午前10時〜　午後１時〜・３時〜・５時〜・９時〜　（60分）

11月21日～31日　港区立小学校紹介「赤羽小学校」「神応小学校」
12月� 1日～ 10日　われら区役所たんけん隊
� 1月� 1日～10日　港区立小学校紹介「三光小学校」「東町小学校」

教育センターだより

平成 25 年度私立幼稚園等園児保護者
補助金（前期分）の振込みのお知らせ

ケーブルテレビ（JCNみなと新宿）教育委員会情報のおしらせ
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事業のご案内《港郷土資料館》

　教育委員会は、定例会が 1回（10月 2日）、臨時会が 1回（10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。
•幼児・児童・生徒の事故発生状況について
•平成 26年 4月の新入学児童・生徒の学校選択希望制について
•生涯学習推進計画の改定について
•郷土資料館の特別展の開催について
　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。

〔問い合わせ先〕　庶務課　内線 2714

「港区立港郷土資料館所蔵

幕末・明治期古写真展 ～名所・旧跡、そして人びと～」
開催期間：開催中～ 12月15日（日）
内　　容：館蔵の、港区内を中心とした名所･旧跡や当時の人々を

写した古写真、および「井
い せ き

関盛
もりとめ

艮コレクション」「文
ぶんきゅう

久
遣
けんおう

欧使節団」の人物写真を公開します。

※詳しくは郷土資料館のホームページ�
http://www.lib.city.minato.tokyo.jp/muse/�
をご覧になるか電話でお問い合わせください。

港郷土資料館
開館時間：午前9時～午後5時
入館料：無料
休館日：日曜・祝日・毎月第三木曜日・年末年始
※特別展における開館および臨時休館について※
開催期間中の毎週金曜は午後7時45分まで開館時間を延長
日曜・祝日は開館し、月曜日休館
臨時休館：12月16日（月）～ 12月27日（金）
〒 108-0014　港区芝 5-28-4　三田図書館 4階
電　話：3452-4966
交　通：JR田町駅徒歩 5分、地下鉄三田駅（Ａ 3出口）徒歩 2分
　　　　港区コミュニティバス（ちぃばす）
　　　　「田町駅前」停留所下車徒歩 2分
　　　　「田町駅西口」停留所下車徒歩 3分

　地域の皆さんとともに地域の特性や環境を生かした教育活動を推進するため、
参加者と教育委員等が語り合う「地区教育会議」を開催します。

対　象　区民（各地区在住 ･在勤、在学者）
日　時　

地　区 と　き ところ
芝地区 1月31日（金）�午後６時～８時 港区役所　９階会議室
麻布地区 2月� 6日（木）�午後６時～８時 麻布地区総合支所　２階会議室
赤坂地区 1月28日（火）�午後６時30分～ 8時30分 赤坂区民センター　会議室
高輪地区 1月23日（木）�午後６時30分～ 8時30分 高輪区民センター　会議室
芝浦港南地区 2月� 4日（火）�午後６時30分～ 8時30分 さんぽーと港南

内　容　テーマ「地域資源を活用した地域と学校との連携について」（各総合支
　　　　所共通）
人　数　各地区 15人
申込み　住所、氏名、電話番号を明記の上、郵送またはファックスで、11月 21
　　　　日（木）から 12月 5日（木 ･必着）まで受け付けます。
　　　　〒 105-8511　港区教育委員会事務局庶務課庶務係へ　FAX3578-2759

〔問い合わせ先〕　庶務課　内線 2714

平成 25 年度『地区教育会議』の参加者を
募集します

　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下記対象児

３歳児　平成 22年４月２日～平成 23年４月１日生まれの人
４歳児　平成 21年４月２日～平成 22年４月１日生まれの人
５歳児　平成 20年４月２日～平成 21年４月１日生まれの人

と　き　11月 11日（月）～ 11月 20日（水）※土・日曜を除く
　　　　〔各区立幼稚園〕　午前９時～午後４時30分
　　　　〔学務課・各総合支所・台場分室〕　午前８時30分～午後５時15分
ところ　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
※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。

と　き　11月 18日（月）～ 20日（水）
　　　　〔各区立幼稚園〕　午後２時～午後４時 30分
　　　　〔学務課〕　午前８時 30分～午後５時 15分
ところ　希望する区立幼稚園または学務課（各総合支所では受付しません）
※住所確認のため、住民票を提出してください（外国籍の人も必要です）。

　定員を超える応募があった場合は抽選を行います。

　抽選後、定員に満たなかった園は追加受付を行います（先着順ではありま
せん）。

〔と　き〕　12月９日（月）午後２時～午後４時 30分
〔ところ〕　希望する区立幼稚園（学務課および各総合支所では受付しません）
※追加受付により定員を超える申し込みがあった場合は抽選になります。ま
た、定員に満たない場合は、12月 16 日（月）午後２時以降希望する幼
稚園で随時先着順にて受け付けます。

　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。

入園料　1000 円
保育料　年額５万 7200 円 ( 月額 4800 円�※３月のみ 4400 円 )

　高輪幼稚園・にじのはし幼稚園で通常の保育時間以降、園児をお預かりす
る子育てサポート保育を実施しています。
※詳しくは募集要項をご覧ください。

区立幼稚園募集一覧

幼 稚 園 名
募集定員

所���在���地 ☎�電話番号
3歳児 4歳児 5歳児

赤　　 羽 30 5 三　田1－4－52 3452 － 0246

芝　　 浦 35 30 10 芝　浦4－8－18 3452 － 0574

高　　 輪 30 30 10 高　輪2－12－31 3447 － 3356

白 金 台 30 30 10 白金台3－7－1 3443 － 5666

三　　 光 60 5 白　金3－13－8 3444 － 4233

港　　 南 40 30 10 港　南4－3－27 3471 － 7347

麻　　 布 20 10 5 麻布台1－5－15 3583 － 1858

南　　 山 60 5 元麻布3－8－15 3408 － 4785

本　　 村 30 5 南麻布3－9－33 3446 － 3677

中 之 町 30 20 5 赤　坂9－3－24 3405 － 7619

青　　 南 30 40 3 南青山4－18－17 3402 － 0758

にじのはし 25 15 台　場1－1－5 5500 － 2577

〔問い合わせ先〕　学務課　内線 2779　　
　　　　　　　各区立幼稚園　☎表参照

平成 26 年度４月入園
区立幼稚園園児募集のお知らせ

　区立幼稚園では、表のとおり園児募集を行います。
　平成 26年度からにじのはし幼稚園以外の４・５歳児クラス定員と
一部の園における３歳児クラス定員を拡大しています。
　中之町幼稚園は現在の赤坂中学校敷地内に仮園舎を設置し、平成
26年８月に移転を予定しています。
　青南幼稚園は平成 26年度中に改修工事を予定しています。

教育委員会のうごき
ー平成 25年 10月ー

特　別　展

募集要項・申込書の配布

申込書受付

抽　選

追加受付

面接および健康診断

保育料等

預かり保育

応募資格

対　象


