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257号

＜放課ＧＯ→クラブ＞
放課ＧＯ→クラブおなりもん	 （御成門小学校内） ☎ 3431 ‐ 2767
放課ＧＯ→クラブしば	 （芝小学校内） ☎ 3456 ‐ 5082
放課ＧＯ→クラブしばうら	 （芝浦小学校内） ☎ 5476 ‐ 6877
放課ＧＯ→クラブさんこう	 （三光小学校内） ☎ 3441 ‐ 5273
放課ＧＯ→クラブしんのう	 （神応小学校内） ☎ 3441 ‐ 8395
放課ＧＯ→クラブあざぶ	 （麻布小学校内） ☎ 3583 ‐ 5883
放課ＧＯ→クラブなんざん	 （南山小学校内） ☎ 3470 ‐ 9699
放課ＧＯ→クラブほんむら	 （本村小学校内） ☎ 3473 ‐ 4781
放課ＧＯ→クラブこうがい	 （笄小学校内） ☎ 3404 ‐ 3301
放課ＧＯ→クラブひがしまち	 （東町小学校内） ☎ 3451 ‐ 7728

＜放課ＧＯ→＞
放課ＧＯ→あかばね	 （赤羽小学校内） ☎ 5443 ‐ 0331
放課ＧＯ→みた	 （御田小学校内） ☎ 3451 ‐ 6768
放課ＧＯ→しろかね	 （白金小学校内） ☎ 3440 ‐ 4321
放課ＧＯ→あかさか	 （赤坂小学校内） ☎ 3404 ‐ 6931
放課ＧＯ→あおやま	 （青山小学校内） ☎ 5474 ‐ 2760
放課ＧＯ→せいなん	 （青南小学校内） ☎ 3404 ‐ 8610
放課ＧＯ→おだいば	 （お台場学園港陽小学校内） ☎ 5500 ‐ 2562

対　象：当該小学校在籍児童および学区域在住児童
※「放課ＧＯ→クラブ」は、学童クラブ事業も実施しています。学童クラブ事業は別途入会申込が必要です。

港区の数値
平成25年度　卒園、卒業見込み人数
区立幼稚園（12園）　　	 	373 人
 〃 小学校（19校）　　1,061 人
 〃 中学校（10校）　　	 	611 人
私立幼稚園（14園）　　	 	676 人

平成 26年２月１日現在

平成 26 年度
「放課ＧＯ→」・「放課ＧＯ→クラブ」の登録申込について

　「放課ＧＯ→」・「放課ＧＯ→クラブ」は、区立の小学校施設を利用し、放課後や長期休業中に子どもたちが安全で
安心してのびのびと活動できる「居場所」です。子どもたちは、専門の指導員や地域の方々が見守る中で、学年の異
なる友だちと交流し、自主性や社会性、創造性を養うことを事業の目的としています。
　参加には登録が必要です。詳しくは、各「放課ＧＯ→」・「放課ＧＯ→クラブ」へお問い合わせください。

サッカー

季節のイベント（ハロウィン）

季節のイベント（英語でクリスマスソング） 工作（巨大紙飛行機作り）

ダンス

フリータイム
自主的にスポーツや遊び、宿題、読書などを行います。

工作（書道カレンダー）

茶道

活動の様子は港区ホームページの「放課GO→（クラブ）だより」でも紹介しています。
プログラムの内容は各放課GO→（クラブ）で異なります。

活 動 の 様 子
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開園 40 周年　　　 白金台幼稚園
　白金台幼稚園は１月 25 日（土）、大勢のご来賓の皆様のご臨席を賜り、
開園 40周年記念式典及び祝う会を行いました。
　「自然がいっぱい　仲間がいっぱい　未来へ伸びゆく白金台の子」をキャッ
チフレーズとし、式典では年長組を中心に、幼稚園の素敵なところを言葉で
掛け合い、感謝の気持ちを込めて「ありがとうの花」「にじ」など、手話も
含めて５曲の歌を歌いました。園庭でのアトラクションは「森の幼稚園」を
イメージし、『40周年おめでとう！』～森の仲間たちの四季をめぐるものが
たり～と題して、春夏秋冬と季節を巡る表現やダンスをしながら、森で見つ
けた切り株が 40歳のお誕生日ケーキになっていくという物語を披露しまし
た。式典、アトラクションのどちらにも３歳児、４歳児が登場し、130 名
の子供たちはお客様からたくさんの拍手をいただきました。
　午後の祝う会は、ご来賓の皆様と
共に和やかな雰囲気の中、バイオリ
ン演奏や保護者有志によるコーラス
など、楽しいひと時を過ごすことが
できました。これからも地域に愛さ
れ続ける幼稚園創りを目指し、教職
員一同力を合わせて幼稚園教育に取
り組んでまいります。

白金台幼稚園　3443-5666

１月 20日（月）、男女平等参画センター（リーブラ）において、港区内の国・
公・私立の小中学校・高等学校の生活指導担当の教員、港区内を管轄している
警察関係者が一同に会し、児童生徒の健全育成について協議を行いました。
今年度の健全育成のテーマは「ＳＮＳ等の現状と加害者にも被害者にもなら
ないためには」でした。全体会では、大森少年センター　主査　中田　弘之さ
んをお招きして、東京都・港区におけるＳＮＳ等の現状、最近のスマートフォ
ンや携帯電話でのトラブル事例について御講演いただきました。その中で、「小・
中学生のスマートフォン、携帯電話の保有率が増えてきており、それに関連し
た課題も増えてきている」とのお話がありました。このような課題に対して、
セーフティ教室等において学校での啓発活動を今後も行うとともに、家庭の中
でもルールを作り、使用する際は自覚をもたせることが大切であるという内容
でした。
また、分科会は警察署の管轄ごとに分かれて行われました。各学校における
ＳＮＳへの対応や健全育成に向けた取組みについて、警察署から最新情報の提
供を受けながら、協議を進めました。
今後も港区教育委員会は、学校・家庭・地域並びに地元警察署・区民の皆様
とともに、児童生徒の健全育成を推進してまいります。

〔問い合わせ先〕　指導室　内線 2760

港区内小中学校 ･ 高等学校健全育成
連絡協議会が開かれました

１ 青少年を犯罪行為や犯罪組織（暴力団など）から守り、また青少年犯罪を防止するために地域の安全を点検し改善するとともに関係機
　　関相互の連携を深めましょう
２ 地域の行事等、青少年どうし、親子間、地域の人々が互いに知り合い、ふれあう機会を日頃から積極的につくりましょう
３ 自然体験活動や社会貢献等、青少年が生命の大切さを体感し、他人を思いやる気持ちを育む機会を積極的につくりましょう
４ 突然の災害に対応するために、日頃から青少年自身が地域の一員としての自覚を持ち、防災意識や知識を身につける取組をしましょう

まず相手に向かい合い、目と目を交わしながら日常の挨拶をすることから始め、いざという時に助け合える絆を深めましょう！
～知り合うことが、地域づくりの第一歩！～

「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」
また、お互いに感謝や譲り合う気持ちを持って人と接しましょう。

「ありがとう」「ごめんなさい」

　基本目標を達成するためには、まず第一に家庭が子育ての基礎であり、我が子が社会の一員となれるように家庭が責任を持って育てるこ
とが大切です。そして、その家庭を支えるために「地域の子どもは地域ぐるみで育てる」という視点から、学校、地域、その他の関係機関
が互いに協力して、港区全体で日常的に青少年の健全育成活動に取り組みます。

１ 青少年が犯罪に巻き込まれない安全・安心な環境の確保
２ 青少年どうし、親子間、青少年と地域の人々がふれあう機会の充実
３ 青少年が生命の大切さを感じることができる体験や機会の充実
４ 青少年が地域の一員として自ら防災に取り組む意識や知識の向上

「地域の子どもは地域ぐるみで育てましょう」
- 港区青少年問題協議会 -

平成 26年度港区青少年健全育成活動方針

〔問い合わせ先〕    港区子ども家庭支援部 子ども家庭課 青少年育成担当　内線 2435

青少年の健全育成は、青少年と大人の間に信頼関係があって初めてできることです。
その基礎は地域の青少年と大人が互いに知り合うことです。

基本目標

活動方針

重点的な取組
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　年度ごとにテーマを設定し、地域の声を直接聞く機会として、各総合
支所ごとに年１回『地区教育会議』を実施しています。
　今年度は、「地域資源を活用した地域と学校との連携について」をテ
ーマに、参加者の皆さんから、日頃各地域における活動などを通して感
じている学校や教育について、活発にご意見・ご提案をいただき、教育
委員との貴重な意見交換の場となりました。
　地域の特性や環境を生かした教育活動をさらに推進してまいります。
　各地区での開催状況やいただいたご意見・ご提案内容については、今
後、ホームページに掲載する予定です。

　i ＰＳ細胞やＳＴＡＰ細胞への期待が高まる中、ノーベル医学生理学賞・物理学賞の受賞
者を輩出する日本国は、科学立国と言われています。我が国が今後も発展していく為には、
学校における理科教育が大きな柱となります。
　国は、学習指導要領の基本方針の中に、観察・実験やレポートの作成・論述など・・・知
識・技能の活用を図る学習活動の充実を示しています。港区教育委員会は、基本方針の項目
の中に、【科学的なものの見方や考え方を養い学習に対する興味や関心、意欲を高める・・・】
と掲げ、理科教育の充実を図っています。
　特に自然事象から、なぜ？どうして？という素朴な疑問を抱く事は、正に科学の第一歩で
す。疑問を大切にし、それを解決する為の手段としての観察・実験は、大きな意義がありま
す。しかし、実際に観察・実験を行うには準備や片付けをはじめ、手間がかかり低調になり
がちです。そこで、教育センターでは確実に観察・実験ができるように、専属職員を全小中
学校に派遣して理科教育の質を向上させています。更に小中学校の教員並びに専属職員に対
する実技研修等も実施し、技能面からも支援しています。
　その結果、子どもからは「実験した事は頭にすごく残っていて、途中で（金属から泡が出
て）変わっていく所にびっくりした。」「実験していると次に起こりそうな事が予測できた。」
等の感想が得られました。単に覚える学習ではなく、実感を伴う理科学習・規則性から先を
見通した理科学習へと進化してきています。
　間もなく春季休業です。４月に上学年（上級学校）に進めるのは、年齢が１歳上になった
からだけではありません。「『なぜ？』『どうして？』と興味をもてるようになったから、調
べてみたいと思えるようになったからこそ、上学年（上級学校）に進めるのだよ。」とご家
庭でも励ましていただければ、子どもは立派な科学者へのスタートを切っていく事でしょう。
　教育センターは、今後も子どもの興味・関心が生かせるよう支援を続けてまいります。

【小学校での理科実技研修】

「なぜ？」「どうして？」と興味が湧くように

〔問い合わせ先〕　港区立教育センター　3451-3221

　教育委員会は、定例会が 2回（1月14日、2月13日）、臨時会が 2回
（1月 28日、2月 28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。
・港区立箱根ニコニコ高原学園の指定管理者制度導入について
・学校支援地域本部事業について
・港区教育ビジョン策定方針（案）について
・平成 26年度第 1回港区奨学生の選考結果について
・田町駅東口北地区公共公益施設の工期延長に伴う港区スポーツセン
　ターの開設時期の変更について
・寄付の受領について
・平成 26年度予算について
・港区スポーツセンターのプール休止について
　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

　スポーツセンターでは、プールの衛生管理や安全確保
のため、換水を実施し、清掃、プール機械設備保守点検
等を行うため、下記の期間プールを休止します。
　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。

【休止期間】３月３日（月）～３月 13 日（木）

〔問い合わせ先〕　生涯学習推進課スポーツ振興係　内線 2751
スポーツセンター　3452-4151　　　　　

スポーツセンタープール休止のお知らせ

〔問い合わせ先〕
庶務課　内線 2711・2714　　　　芝・地区政策担当　3578-3192
麻布・地区政策担当　5114-8812　赤坂・地区政策担当　5413-7013
高輪・地区政策担当　5421-7123　芝浦港南・地区政策担当　6400-0013

（地区）	 （実施日時）	 （実施場所）
芝	 1月31日（金）	 午後６時～８時	 港区役所
麻布	 2月	 6日（木）	 午後６時～８時	 麻布地区総合支所
赤坂	 1月28日（火）	 午後６時30分～８時30分	 赤坂区民センター
高輪	 1月23日（木）	 午後６時30分～８時30分	 高輪区民センター
芝浦港南	 2月	 4日（火）	 午後６時30分～８時30分	 さんぽーと港南

教育センターだより

教育委員会のうごき
ー平成 26年１月〜２月ー

平成 25 年度『地区教育会議』が
開催されました
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ケーブルテレビ（JCNみなと）
教育委員会情報のおしらせ

「港区広報トピックス」の一部で放送（予定）されます。
毎日　午前10時〜　午後１時〜・３時〜・５時〜・９時〜　（60分）

3月21日～ 31日　港区立小学校紹介　「芝小学校」
　　　　　　　　　　　　　　　　　	「小中一貫教育校お台場学園」

　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

「平成25年度 指定文化財展」
開催期間：開催中～ 3月19日（水）
内　　容：平成25年10月23日に指定された４点の新指定文化財

を実物やパネルで紹介します。

　「展示資料にさわってみたい」という声に応えて開設された展示
室です。
　ミンククジラの全身骨格や縄文土器、弥生土器、民具などにさ
わることができます。
　さわれる展示室の開室は、火・金・土曜日の午後０時30分～４
時30分です。

※詳しくは港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せください。

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

港郷土資料館
〒 108-0014　港区芝 5-28-4　三田図書館 4階
T E L：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

コーナー展

さわれる展示室

　郷土資料館では、区内の貴重な文化財の保護や調査・研究・展
示を行っています。

事業のご案内《港郷土資料館》

「ひろば１月号（256号）」における誤掲載に関するお詫びと訂正について

　誤掲載につきまして深くお詫び申し上げます。下記の様に訂正させていただきます。
連合運動会・連合体育大会
港区立小学校連合運動会

【正】
種　　目 小学校名 選手名 記　録

男子 ソフトボール投げ 本村小学校 石井　開 59ｍ
【誤】

種　　目 小学校名 選手名 記　録
男子 ソフトボール投げ 本村小学校 石井　開 52ｍ

〔問い合わせ先〕　指導室　内線 2760

　平成 25年度私立幼稚園等園児保護者補助金（後期分）は、平成 26年
３月 31日に保護者の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。
　なお、平成 26年度の私立幼稚園等園児保護者補助金について、6月中
旬ごろ各私立幼稚園を通じて、保護者へ申請関係書類を配布する予定です。

〔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（後期分）の振り込みについて

○英語のおはなし会　English Story Hour for Children　
広尾学園 Enjoy Books（読み聞かせボランティア部）による

「The Mouse's Vest（ねずみくんのチョッキ）」ほか
対　象：3歳くらいから小学生
と　き：3月 15日（土）　午後 2時 30分～ 3時
ところ：みなと図書館児童コーナー

○子ども映画会「世界名作アニメ　ふしぎの国のアリス」
　白ウサギの後を追いかけたアリスは、穴に落ちてしまいます。そこは、
おかしなことばかり起きる不思議な世界だったのです・・・。
と　き：3月 29日（土）　午後 2時～ 3時 15分（午後 1時 30分開場）
ところ：高輪図書館	視聴覚室
定　員：40名（当日先着順）

○ 16 ミリ映写会「だるまちゃんとてんぐちゃん」
　加古里子（かこさとし）の名作絵本“だるまちゃん”シリーズのア
ニメを 16 ミリフィルムで上映します。まねっこや冒険大好きのだるま
ちゃんが大かつやく。「だるまちゃんとてんぐちゃん」「だるまちゃんと
かみなりちゃん」の 2 本立てです。
と　き：3月 30日（日）　午前 10時 30分～ 11時（午前 10時開場）
ところ：港南図書館
定　員：45名（当日先着順）

　各図書館ではこのほかにも映画会やおはなし会などの行事を行ってい
ます。詳しくは港区立図書館ホームページ・図書館発行の行事カレン
ダー・広報みなと 21日号をご覧いただくか、各館までお問い合わせく
ださい。
※図書館のホームページ
http://www.lib.city.minato. tokyo.jp/

住　所 問い合わせ

みなと図書館 芝公園3-2-25 3437-6621

三　田図書館 芝5-28-4 3452-4951

赤　坂図書館 南青山1-3-3（青山一丁目タワー 3階）3408-5090

高　輪図書館 高輪1-16-25（高輪コミュニティー
ぷらざ３階） 5421-7617

高輪図書館分室 高輪1-4-35（高輪子ども中高生プラ
ザ３階）★ 3443-1666

港　南図書館 港南3-3-17（シティハイツ港南1～
３階） 3458-1085

麻布図書サービ
スセンター 三田1-10-4（麻布十番日新ビル1階） 3456-3225

★高輪子ども中高生プラザへの入館は、手続きが必要です。

３月の図書館行事紹介

春の全国交通安全運動　4月6日（日）～ 15日（火）

「やさしさが　走るこの街　この道路」


