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区立幼稚園、小・中学校では、４月７日・８日・９日に、入園式・入学式が行われました。
子どもたちは、保護者や在園・在校生が見守る中、期待と喜びを胸に、新たな生活のスタートをきりました。

平成26年４月１日付で、委員長に綱川 智久氏、委員長職務代理者に澤孝一郎氏が就任しました。

港区立図書館収蔵資料数（図書）
（平成26年2月28日現在）

みなと	 236,791冊	 高　　輪	 152,634冊
三　田	 172,284冊	 高輪分室	 38,902冊
麻　布	 8,938冊	 港　　南	 157,646冊
赤　坂	 153,861冊	 7館合計	 921,056冊

※どこの図書館からもお取り寄せできます。

〔問い合わせ先〕庶務課内線2714

〔問い合わせ先〕庶務課内線2714

教育長　小池眞喜夫

「教育委員長就任にあたって」
この度、教育委員長に選任されました綱川智久です。
教育委員会の仕事は、幼稚園、小・中学校等の公立学校教育のイメージが強いですが、その役割は、生涯学習の推進やスポー

ツ振興、図書館・文化財保護等と多岐にわたります。微力ではありますが、学校等教育関係施設や事務局と協力し「教育の港区」
の充実と発展に向け、より一層努めてまいります。
「いじめ」「体罰」「食物アレルギー」「不登校」等教育を取り巻く出来事が毎日のようにマスコミに大きく取り上げられ深刻な問

題となっています。
教育委員会では、これらの問題に素早く対応し、課題の解決に向け、不幸な事件・事故につながらないよう、未然に防ぐため

の対策を継続的に実施しています。また、小一プロブレムや中一ギャップの解消に向け、現代の子どもたちの成長速度に適合す
べく、校種間のスムーズな継続や連携ができるよう、幼・小・中の一貫教育を推進し、子どもたちの確かな学力の向上はもとよ
り、子どもたちの育ちの環境整備をさらに推進いたします。

区民の皆さまと協働しながら「教育の港区」の前進のため努力してまいります。
ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

心地よい春の風に誘われて、散歩が楽しい毎日です。
このたびは、○○君が小学校へご入学とのこと、心からお祝い申し上げます。子どもの成

長は本当に早いものですね。あのよちよち歩きをしていた○○君がもう小学生なんて、私も
感慨深い思いです。

新しく始まる小学校生活。受け持ちの先生はどんな方か、お友達はたくさんできるだろう
か、小さな胸をわくわくどきどきさせていることでしょうね。

昔から「よく遊び、よく学べ」と言いますが、自分の好きなことを、人と夢中になって遊ぶ
中で、子どもはいろいろなことを覚えます。遊びの中から我慢することも覚えますし、友達
がたくさんできます。学ぶことも単にものを覚えたり、暗記したりすることではありません。
なぜだろう、どうしてかなと、様々なことに興味を持って、自分の頭で
よく考えさせることです。それから、規則正しい生活習慣を身に付ける
ことも大切ですね。

近所の公園には桜吹雪が舞っています。お花見の季節も終わりですね。
夏休みには親子そろって我が家に遊びにおいでください。成長した 

○○君にお会いするのを楽しみにしています。
まずはお祝いまで。

港区教育委員会委員長
綱川 智久

撮影：三光小学校
撮影：神応小学校
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緊急メールの配信は、学校と保護者の間
で不審者情報等の提供や、大規模災害時に
おける安否情報等を迅速に行うことにより、
幼稚園、小・中学校の子どもたちの安全確
保をより強化することを目的としています。

登録は任意とはなりますが、災害時等の
情報伝達を確実に行うため、多くの保護者の方に登録していただきま

すようお願いいたします。
登録するには、ID番号が必要となりま

す。ID番号は各幼稚園、小・中学校にご
確認ください。

対　象 区民で、生活保護か児童扶養手当を受給している世帯、また
は平成25年4月1日の生活保護基準をもとに算出した就学援助
基準所得額に該当する世帯。

申請書の
提出先

港区立小･中学校に通学している人は、直接、通学先の学校へ。
港区外の国公立学校に通学している人は、直接または郵送で、
〒105-8511港区芝公園1-5-25港区教育委員会事務局学務課
学校運営支援係へ。

提出期限 平成26年4月18日（金）

東京都教育委員会の主催で、第５回中学生「東京駅伝」大会が、
２月９日（日）に味の素スタジアムで開催される予定でしたが、
大雪のため中止となりました。そこで、港区では「東京駅伝」
大会解散式を、３月４日（火）に開催しました。

この大会は、東京都の中学校教育の一環として、中学生の
健康増進や持久力をはじめとする体力向上や生徒の競技力の
向上等を目的として、中学校２年生による区市町村対抗の駅伝
大会として実施されているものです。毎年港区も男女それぞれチー
ムを編成し、大会にエントリーしています。今年度も港区チームは、区
内の公立・私立の中学校から選手を選抜し、男子チーム21人、女子チーム21人、計42

人が、９月から週１回の合同練
習を続け、上位入賞を目指し、
練習に励みました。

これまで多くの皆さんに御声
援いただき、ありがとうござい
ました。今年度は、天候の関係
で残念ながら中止となってし
まいましたが、今年度の取組を
来年度にも生かし、タスキを
つなげていきたいと思います。

港区教育委員会表彰受賞者の決定について

在学校・学年 被表彰者 表　彰　内　容

吉田松太郎 港南小学校３年 第38回GLC学生ギターコンクール本選会第1位
第35回ジュニア・ギター・コンクール銀賞

内 田 偉 丸 麻布小学校３年 第26回全国フェンシング大会フルーレ団体戦
小学1.2.3年 男子の部優勝

田 口 悠 暉 麻布小学校６年 平成25年度東京都スポーツ少年団大会
小学6年男子空手組手3位

豊 田 聖 恵 南山小学校１年 平成25年度 第30回全国少年少女レスリング選手権
大会小学1年生の部3位

合 田 悠 悟 南山小学校５年 平成25年度 第30回全国少年少女レスリング選手権
大会小学５年生の部3位

森 田 舞 三田中学校１年 チアリーディング国際大会
「ヨーロピアンオープン2013」peewee cheer 1位

守 田 有 紗 三田中学校１年 チアリーディング国際大会
「ヨーロピアンオープン2013」peewee cheer 1位

中 屋 千 宙 三田中学校１年 チアリーディング国際大会
「ヨーロピアンオープン2013」peewee cheer 1位

安 藤 旺 三田中学校２年 第6回全国テコンドー新人戦マッソギ中学生男子
中量級第3位

日 笠 璃 音 高松中学校１年 チアリーディング国際大会
「ヨーロピアンオープン2013」peewee cheer 1位

日 笠 綾 音 高松中学校２年 全日本チアリーディング＆ダンス選手権
オールスターチア部門 第1位

洗  樹 港南中学校２年 第28回東京都春季少年アイスホッケー大会
中学生の部 優勝

増 田  蒼 高陵中学校２年
第26回東京都中学校スキー大会・第51回全国中学校
スキー大会アルペン競技東京都予選会
男子SL（スラローム）第4位

赤坂中学校
（ 団 体 ） 赤坂中学校３年 東京都中学校英語学芸大会　PLAYの部　優勝

金 子 百 葉 青山中学校３年 第19回全日本シンクロナイズドスケーティング
選手権大会第1位

平成26年度就学援助のお知らせ

〔問い合わせ先〕学務課　内線2731

経済的な理由で就学が困難な、国公立小･中学校に在学する児童･生徒の
保護者に学用品費や給食費等の援助をします。

※「就学援助のお知らせ」と申請書
は、港区立小･中学校に通学し
ている人には、通学先の学校で
配布します。港区外の国公立学
校に通学している人は、申請書
を学務課学校運営支援係に請求
してください。

緊急メール配信の登録のご案内

〔問い合わせ先〕学務課　内線2779

〔問い合わせ先〕庶務課　内線2713

港区教育委員会では、国及び公共団体などが主催・共催又は後援する都大会以上の行
事（学業・研究活動・スポーツ・文化芸術の分野等）などにおいて、優秀な成績を収め
た児童・生徒に対し、その功績をたたえ表彰を行っています。

平成25年度は、平成26年３月17日（月）に表彰式を行いました。

〔問い合わせ先〕 指導室　内線 2760

第５回中学生
「東京駅伝」大会

解散式が開催
されました

スポーツを通じて知的障害のある人た
ちの自立と社会参加を応援しているスペ
シャルオリンピックスの東京支部が2年
に1度開催している地区大会が開催され
ます。11月に福岡で行われる全国大会の
予選も兼ねています。どうぞご観覧くだ
さい。

知的障害のある人の
スポーツ大会

スペシャルオリンピックス東京地区大会開催
ボランティア募集！

【日　時】 6/1, 8, 29(日) 10:00 ～ 16:00
【会　場】 港区スポーツセンター (6月1, 8日)、東京ポートボウル(6月29日)
【内　容】 6月1日／開会式と交流会　競技（バスケットボール、バドミントン） 

 6月8日／競技（バスケットボール、水泳競技）
 6月29日／競技（ボウリング）

【申込み】 スペシャルオリンピックス日本・東京事務局へ
 電話またはメールにて。折り返し申込用紙をお送りします。
 (観覧は申込み不要）

【問合せ】 認定NPO法人スペシャルオリンピックス日本・東京事務局
 TEL 03-3615-5569　E-mail：office@son-tokyo.or.jp
 生涯学習推進課スポーツ振興係
 TEL 03-3578-2750
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第５回中学生
「東京駅伝」大会

解散式が開催
されました

平成26年度　教育センターの重点的な取り組み

◦教育相談事業
お子様が通う幼稚園・学校のことや友人関係、
ご家庭における子育てなど様々な疑問や悩み
の相談に対し、教職経験者や専門の心理士が、
より良い解決に向けたカウンセリングを行っ
ています。相談は、電話による相談と来所（予
約制）による相談があります。

◦電話教育相談　☎3452-9635
◦来所教育相談　☎3454-6625

◦理科教育の充実
児童・生徒の理科学習に対する興味や関心、意欲が高まるよう各種
事業を展開しています。

小学校 ▪サイエンス・アシスタント
理科授業の実験、観察など児童の体験的問題解決学習への支
援や補助及び理科室の整備を行う人材をサイエンス・アシス
タントとして全小学校に配置します。

中学校 ▪出前授業
大学の専門機関と連携し、全中学校で普段の授業では取り組
めない、生徒の理科に対する興味・関心を高める実験、観察
を行います。
▪サイエンス・アドバイザー
中学校又は高等学校の理科教員免許取得又は取得見込の人材
をサイエンス・アドバイザーとして全中学校に配置し、理科授
業における実験・観察へのアシストや学習支援を行います。

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・在学者のグループ。
時　　間 年末年始を除く日で、時間は午前９時から午後９時までの間、１講座２時間以内です。
場　　所 原則として区内とします。また、会場の確保については、申込者が手配してください。
費　　用 無料（ただし、資料代などがかかる場合があります。）　
申込方法 ① 講座一覧の中からテーマを選びます。

② 開催希望日の20日前までに講座の担当課へご連絡ください。なお、日時の調整
が必要な場合がありますので、希望日を３日程度お知らせください。

③ 担当課から申込者に連絡し、日時・内容が確定します。
（注）この出前講座は、苦情や陳情をお受けするものではありません。
      また、政治・宗教・営利活動を目的とした催しなどには利用できません。

●芸術文化
講座名 連絡先

右脳俳句で自分史づくり 加藤（かとう） ☎ 5443-0315
水墨画を楽しむ 渡邉（わたなべ） ☎･FAX 3448-8739ハーモニカを楽しもう　
裏千家のお茶 内田（うちだ） ☎･FAX 3454-0488
表千家のお茶（初級～上級） 松永（まつなが） ☎･FAX 3454-7250可愛いお花を活けてみませんか
きものの着装 高橋（たかはし） ☎･FAX 3444-8466
着付を学んできものを楽しむ 後藤（ごとう） ☎ 3403-9975
きもの着方教室 磯部（いそべ） ☎･FAX 3400-4464ゆかた着方教室
初めての香道 柳原（やなぎはら） ☎ 090-5419-8758
露伴の「五重塔」を味わう ふでや ☎･FAX  3456-6850
パソコンで音楽を楽しもう 水野（みずの） ☎ 5775-3838
みなと探検隊 澤内（さわうち） ☎ 090-3236-5566
楽しく生けるFlowerレッスン　 星野（ほしの） ☎･FAX 3409-1247
プリザーブドフラワー 柏木（かしわぎ） ☎ 090-1619-7614
基礎からのフラワーアレンジメント＆ブーケ 北村（きたむら） ☎ 090-3692-8523
フランスのフラワーアレンジメント 岩岡（いわおか） E-mail fleurdeloire@gmail.com
エレクトーンにあわせてうたいましょう 松本（まつもと） ☎･FAX 3701-0759
三味線教室　 筑波（つくば） ☎･FAX 3443-8669
トールペイント教室　 三沢（みさわ） ☎ 090-2447-1135
アーティシャルフラワー＆プリザーブドフラワー 因幡（いなば） ☎ 080-6638-2948
酒ムリエ＆酎ムリエ講座 加藤（かとう） ☎ 050-5539-3170
●家庭生活

講座名 連絡先
花と緑とハッピー・ライフデザイン 山田（やまだ） FAX 3341-7080

カラーフラワーセラピー 小松（こまつ）
尾﨑（おざき） ☎ 6809-6571

カラーセラピーで豊かなライフスタイルを！ 鈴木（すずき） ☎･FAX 6435-1339
毎日を元気に生きるためのヨーガセラピー 谷友（たにとも） ☎ 070-6685-9702
幸福感を得るための家庭の東洋医学 佐々木（ささき） ☎･FAX 3477-7009
体験　蕎麦打ち教室 佐藤（さとう） ☎ 3400-1178
タバコがなくてもリラックスできる生活教えます 清水（しみず） ☎･FAX 3362-5985
親子スキンタッチ教室 大下（おおした） ☎･FAX 3401-8918
アロマテラピー入門教室 佐藤（さとう） ☎ 090-3514-1631
はじめてのアロマテラピー 近松（ちかまつ） ☎･FAX 3308-7407
ペットと楽しむアロマテラピー
ママでもできるキッズカット 榎戸（えのきど） ☎･FAX 3453-8139
やさしい電気安全教室 根本（ねもと） ☎ 5461-1601
みんなで楽しく介護予防運動 荒井（あらい） ☎ 090-2626-2868
肩甲骨ほぐしのあくび体操 たんだ ☎ 090-6047-1128
会社の作り方 吉住（よしずみ） ☎ 090-3738-5588
知っておきたい相続の知識 光田（みつだ） ☎ 6903-9761
終活セミナー  エンディングノートを書いてみませんか 三国（みくに） ☎ 3453-6210
やさしい成年後見制度・やさしい遺言の知識 勝（かつ） ☎ 5472-7286
知っておきたい！お金のいろは 新行内（しんぎょううち） ☎ 3508-0027
メイクでハッピーな毎日を 水野（みずの） ☎ 080-6556-8896
●スポーツ

講座名 連絡先
高松なぎなた教室 西郷（さいごう） ☎ 090-3222-8370
スポーツ吹矢 荒井（あらい） ☎･FAX 3454-3365
マイペースに安らぎヨガ 浅輪（あさわ） ☎･FAX 6427-4968
素人の中高年登山のために 劔持（けんもつ） ☎･FAX  3454-2645
スウィング　ジャズダンス 田野（たの） ☎･FAX 3442-0668
●言語

講座名 連絡先
日本語（初級～上級） 立川（たちかわ） E-mail tachikawa@rku.ac.jp美しい日本語の表現
●英語でも対応できる講座 Lessons can be also conducted in English

講座名 連絡先
ボディ・カルチュアセンター Body-Culture-Center 田野（Tano） ☎･FAX 3442-0668
やさしいスクエアダンス Enjoy Square Dance 広田（Hirota） ☎ 090-7727-0519

対 象 ５人以上のグループで、その半数以上が区内在住・在勤・在学者
会 場 会場の確保については、利用者が手配してください。
費 用 講師謝礼は無料。ただし、教材費・講師の交通費等については利用者負担になります。
申し込み（1）5人以上のグループを作ってください（半数以上が区内在住・在勤・在学者）。

（2）受講したい講座を選んでください。
（3）各講座の連絡先に直接連絡し、日程や内容等を調整してください。

港区立教育センターでは、幼児、児童、生徒が
健やかに学び育つよう、様々な事業を通じてご
家庭や園・学校への支援やお手伝いを行っていま
す。その中の重点的な取り組みをご紹介します。

[ 問い合わせ先 ］港区立教育センター　☎3451-3221

生涯学習出前講座
「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、区政の取り組みや専門知識を活かした話などを地域に出てお話しする
事業です。区政について学んでみませんか？

〔問い合わせ先〕生涯学習推進課　内線2742

生涯学習講座提供事業 ｢まなび屋｣
～ボランティア講師を招いて学びませんか？～

［問い合わせ先］生涯学習推進課　内線2742

◦学校での連合行事  一例をご紹介します。

▪小学校連合運動会
対象：小学６年生（約1,000人）
会場：江東区夢の島競技場
内容：全小学校対象児童による各種競技を行います。（10月に実施）

▪中学校連合体育大会
対象：中学２年生（約600人）
会場：昨年度までは国立競技場（新宿区）
         今年度からは都立駒沢競技場（世田谷区）
内容：全中学校対象生徒による各種競技を行います。（10月に実施）

▪特別支援学級合同運動会
対象：特別支援学級在籍児童・生徒（約70人）
会場：港区スポーツセンター
内容：児童・生徒による運動競技及び演技（10月に実施）

※ 詳しくは、港区ホームページをご覧ください。
※ 生涯学習推進課（区役所7階）、各総合支所、台場分室、区民センター、生涯学習施設、

各港区立図書館、いきいきプラザ、児童館等でも、事業内容をまとめた「まなび屋ファ
イル」をご覧いただけます。

「まなび屋」は、知識や技能を持つ皆さんが、区民等のグループを対象にボラン
ティアで講座を行う事業です。

ご活用
ください

＜26年度講座一覧 ＞
分類 № テ　ー　マ 担当（支所）課等・連絡先

基
本
の

手
続
き・届
出

1 出生から死亡まで　―戸籍制度― 芝地区総合支所区民課 ☎3578-3153
2 国民健康保険のしくみ

国保年金課 内線 26363 後期高齢者医療制度のしくみ
4 国民年金のしくみ

福
祉

5 児童虐待防止について 子ども家庭支援センター ☎6400-0090
6 健康づくりのはなし 健康推進課 ☎6400-0083
7 感染症の豆知識 保健予防課 ☎6400-0081
8 高齢者サービスについて 高齢者支援課 内線 23969 介護予防について
10 介護保険について 高齢者支援課 内線 2876
11 障害者サービスについて 障害者福祉課 内線 2386
12「心のバリアフリー」ってご存知ですか？ 障害者福祉課 内線 2457
13 生活に困ったら　―生活保護― 生活福祉調整課 内線 2451

14 住民参加の在宅福祉サービスについて 港区社会福祉協議会　地域福祉係
 ☎6230-0281

15 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
成年後見利用支援センター 「サポートみなと」

（生活支援係） ☎6230-0282

16 こんにちは　社協です 港区社会福祉協議会　経営管理係
 ☎6230-0280

文
化
・

ス
ポ
ー
ツ

17 港区の文化芸術振興について 国際化・文化芸術担当 内線 2341
18 生涯スポーツについて 生涯学習推進課 内線 2750 ～ 3
19 図書館活用法 図書・文化財課 内線 3890

住
ま
い
と
暮
ら
し

20 防災出張講座 防災課及び各地区総合支所協働推進課
 内線 2516

21 みんなでつくろう！
安全安心まちづくり 防災課 内線 2270

22 住宅支援制度について 都市計画課 内線 2223・2224
23 港区の街づくり 開発指導課 内線 2225
24 都市計画道路ってなあに？ 土木課 内線 2339
25 電線類の地中化について 土木課 内線 2217

26 ごみ減量のために
-3Ｒ(サンアール) って何だろう？ -  みなとリサイクル清掃事務所 ☎3450-8025

27 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

28 現代の環境問題 環境課 内線 2495

29 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 生活衛生課 ☎6400-0043

30 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

31 ｢安全な食卓｣のお手伝い 生活衛生課 ☎6400-0047
32 消費者トラブルについて 消費者センター ☎3456-4159
33 小中一貫教育について 教育政策担当 内線 2722
34 学校選択希望制について 学務課 内線 2726

行
政

35 みんな笑顔で！―人権尊重― 総務課人権・男女平等参画係 内線 202536 男女平等参画社会の実現に向けて
37 区民の声を聴くしくみ 区長室 内線 2050
38 情報の発信 区長室 内線 2036
39 個人情報保護と情報公開 区政情報課 内線 2082
40 選挙について 選挙管理委員会事務局 内線 2768
41 港区基本構想・基本計画について 企画課 内線 2087
42 港区の国際化推進について 国際化・文化芸術担当 内線 2303
43 教育振興プランの改定について 教育政策担当 内線 2722
44 区役所の組織と仕事 企画課 内線 2573

45 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 内線 2572

46 区の家計簿 財政課 内線 2096
47 教育委員会について 庶務課 内線 2711
★ 特製メニュー 生涯学習推進課 内線 2741 ～ 4

外国人にも対応できる講座です



4 刊行物発行番号　26009-7511

「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。

対 象 ① 区内在住・在学の小学生
② 区内在住・在学の中学生、高校生

作品規格 ① B4判画用紙
② 18×18センチ程度の画用紙。
文字を入れることも自由。

募集期間 平成25年４月11日から５月20日まで
（必着）

発 表 最優秀作・優秀作を選定し、最優秀作
を図書館が発行するリーフレット表紙
に掲載し、発行をもって発表とさせて
いただきます。最優秀作・優秀作応募
者には、賞状及び記念品を贈呈します。
　最優秀作は、応募者名（イニシャ
ル）・学校名を表紙及び区立図書館の
ホームページに掲載します。　※応募
作品は、未発表のものに限り１点。作
品は返却しません。

応募方法 作品の裏側に氏名（ふりがな）・電話番
号・学校名・学年を記入の上、各港区
立図書館へ直接ご持参ください。

問 合 せ 〒105-0011 港区芝公園3-2-25
港区立みなと図書館学校支援担当
℡3437-6621

おはなし会
日　時 ところ 内　容 対　象
4/22 (火)午前11時から 高輪図書館分室　１階　子育て広場 おはなし会「ぎったんこばったんこ」ほか どなたでも
4/23 （水）午前10時30分から 港南図書館　3階　ホール おやこおはなし会「ひとつずつ」ほか 乳幼児とその保護者
4/24（木）午前10時30分から 三田図書館　児童コーナー おはなし会「おひさまぽかぽか」ほか どなたでも

4/26（土）午後2時から 赤坂図書館　多目的ホール ＜こどもの読書週間スペシャルイベント＞
ぬいぐるみのおとまり会＆おはなし会　「くまのコールテンくん」ほか 幼児・児童とその保護者

4/26（土）午後2時30分から 麻布図書サービスセンター児童コーナー きしゃポッポおはなし会「３びきのくま」ほか どなたでも
4/27 (日）午前11時から 高輪図書館　児童コーナー おはなし会「おおきくなるっていうことは」ほか 一人でおはなしが聞ける子
5/10（土）午前11時から 三田図書館　児童コーナー おはなし会「おひげ　おひげ」ほか どなたでも
5/10（土）午後3時から みなと図書館　児童コーナー むかしばなしおはなし会「こぶとり」ほか どなたでも
こども読書週間合同展示 「矢玉四郎さんの本」
期間 ところ 内容
4/18（金）から5/14（水） 各図書館児童コーナー 各図書館にて共通テーマ「児童文学作家矢玉四郎氏の作品」の展示を行います。
その他のイベント
期間 ところ 内容
4/23（水）から5/12（月） 三田図書館　児童コーナー 児童リサイクル本の配布（数に限りがありますので、お早めにご来館ください。）
4/29（火・祝）午後2時から3時まで 赤坂図書館　多目的ホール こども読書週間親子おりがみ会「赤坂寿司　本日開店！」
4/29（火・祝）午後2時から3時まで 三田図書館　児童コーナー こども読書週間おりがみ会　こいのぼりを折ってみよう！
5/5  （月・祝）午後2時から3時まで 高輪図書館　視聴覚室 こども読書週間工作会　空に泳がせようこいのぼり」

5/10（土）午後2時から3時30分まで 三田図書館　地下視聴覚ホール 矢玉四郎氏講演会　「あの、「はれぶたシリーズ」の矢玉先生がやってくる！！」
申込：直接または電話で、三田図書館へ。　電話 3452-4951

5/10（土）から5/11（日） 三田図書館　地下視聴覚ホール 矢玉四郎氏原画展　5/10（土）午前11時から午後5時まで、5/11（日）午前11時から午後4時まで

「よんでみない？」「よいっしょ」
① 小学生向け「よんでみない？」
② 中高生向け「よいっしょ」表紙に
　 使用するイラストを募集します。

いつもいっしょ、本といっしょ。4月23日（水）は「子ども読書の日」です。

読書活動は、子どもが言葉を学んだり想像力を豊かにするうえでとても重要なものです。国は、子ども
の読書活動について関心と理解を深め、子どもが積極的に読書を行う意欲を高めるために、平成13年、「子
どもの読書活動の推進に関する法律」によって４月23日を「子ども読書の日」と定めました。 

区立図書館では、子ども読書の日の前後におはなし会などの行事を開催します。お気軽にご参加くださ
い。事前申し込み・定員はありません。掲載した日以外でも行事を開催しています。詳しくは広報みな
と毎月21日号ミニガイド欄、図書館行事カレンダー、または港区立図書館ホームページをご覧ください。

港郷土資料館
コーナー展

開催期間：4月18日（金）～ 6月18日（水）
内　　容：平成25年度に受け入れた古記録、文献資料、書籍などの資料を紹介します。

さわれる
展示室

港郷土資料館
〒108-0014 港区芝5-28-4 三田図書館４階
TEL：03-3452-4966
交通：JR田町駅徒歩５分
　　　地下鉄三田駅（A3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

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

「新収蔵資料展」

※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合せください。

● こどもの読書週間　4月23日～ 5月12日 ●

表紙イラスト募集

〔問い合わせ先〕
みなと 図書館 3437-6621
三　田 図書館 3452-4951
赤　坂 図書館 3408-5090
高　輪 図書館 5421-7617
高　輪 図書館 分室 3443-1666
港　南 図書館 3458-1085
麻布図書サービスセンター 3456-3225

「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）

教育委員会は、定例会が１回（3月13
日）、臨時会が４回（3月10日、3月20日、
3月24日、3月25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。

◦ 港区学校情報化アクションプラン
（案）について

◦ 平成25年度教育委員会表彰受賞者
について

◦ 寄付の受領について
◦ 平成26年度就学援助について

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。

教育委員会のうごき
～平成26年３月～

[問い合わせ先] 庶務課 内線2714

ケーブルテレビ（JCNみなと）教育委員会情報のおしらせ
5月21日～ 31日　区立幼稚園紹介「赤羽幼稚園」
6月11日～ 20日　「港区タグラグビー教室」
　  21日～ 30日　区立幼稚園紹介「高輪台幼稚園」
7月11日～ 20日　「学校プール開放」
　  21日～ 30日　区立幼稚園紹介「白金台幼稚園」

図書館がすすめる本のリーフレット


