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国際大会のパブリック・ビューイング
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港区教育委員会

ラグビーワールドカップ2019や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けた気運醸成の取組として、
区民の「する」「みる」「支える」スポーツ活動を促進する様々な事業を展開しています。

みなさん、ぜひご参加ください！

オリンピック・パラリンピックの種目を気軽に楽しめるよう、体験教室を実
施します。オリンピック選手、パラリンピック選手との交流や、オリンピック・
パラリンピック競技の体験をしてみませんか。

　ボランティアの育成や参加を拡大していくため、ボランティアの役割等の
勉強やスポーツイベントでのボランティア実践を通し、ボランティアリーダ
ーとなれる人材の育成を目指します。

平成28年度実施内容

平成28年度実施内容

区立幼稚園（12園） 　1,090名
　　小学校（18校） 　8,083名
　　中学校（10校） 　1,909名
私立幼稚園（14園） 　2,024名

平成28年度 学校基本調査による
園児・児童・生徒数（平成28年5月1日現在）

オリンピアン・パラリンピアンによる
スポーツ教室

スポーツボランティア養成講座
「ポート・スポーツ・サポーターズクラブ」

第１回：				7月30日（土）　バスケットボール／車椅子バスケットボール

第１回：５月21日（土）【実施】　スーパーラグビー

回 日　時 内　容

１
平成28年6月25日（土）
13：00 ～ 15：00（初級コース）
15：00 ～ 17：00（中級コース）

スポーツボランティア講習
【講師：文教大学准教授　二宮雅也氏】

２ 平成28年7月30日（土）
10：00 ～ 17：00

スポーツボランティアの実践
※区主催事業での活動

３ 平成28年10月1日（土）
10：00 ～ 12：00

スポーツボランティア講習
（オリンピック・パラリンピックボランティ

アの具体的事例をもとにした講習）
【講師：早稲田大学スポーツビジネス研

究所招聘研究員　市居　愛氏】

４ 平成28年10月～平成29年1月
（数回開催のうち選択制）

スポーツボランティアの実践
※実践メニューとして数回のスポーツイベン
トから1回を選択していただきます

５ 平成29年2月18日（土）
　10：00 ～ 12：00

フィードバック
【講師：文教大学准教授　二宮雅也氏】

（※）日にちは、第２回11月5日（土）、第３回12月11日（日）、第４回1月29日（日）、競技は、トラ
イアスロン、バレーボール等を予定しています。詳細は、広報みなと、港区公式ホームページ、
チラシ等でお知らせします。

（※）詳細は、港区公式ホームページ、区内各施設等に配布しているチラシ等をご覧ください。

東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会等に向けた気運醸成の取組
（スポーツイベント）の紹介

　競技会場に行かなくとも、会場の人たちとの一体感を味わい、感動を
共有することができるよう、国際大会の大規模なスポーツイベントのパ
ブリック・ビューイング（＊）を実施します。

（＊）パブリック・ビューイング： 競技場や公園・広場の特設会場などに設置された大
型スクリーンで、別の会場で行われているスポーツの試合を観戦すること、ある
いはそれを目的としたイベント。日本ではサッカーの観戦でよくこの手法が用い
られています。

平成28年度実施内容

（※）第２回・第３回の実施内容については、今後広報みなと、港区公式ホームページ、
チラシ等でお知らせします。

〔問い合わせ先〕生涯学習推進課　内線2751
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夏休み子ども会
　図書館では、夏休み期間中、お子さんを対象に夏休み子ども会を開催します。工作など楽しい内容を企画しています。

費用はすべて無料ですので、お気軽にご参加ください。

とき としょかん ところ 内　容 対象・定員 申込み方法

7月10日（日）
午後１時30分から午後3時まで

高輪図書館
5421-7617 視聴覚室

調べる学習講座　
「夏のくじら教室～君はクジラを知ってイルカ？～」

講師：東京海洋大学シャチ研究会
小学生とその保護者20組

（申込順）
7/1（金）から高輪図書館に来館、

または電話で受付
受付時間は開館時間と同じ。

7月10日（日）
午後2時から午後3時30分まで

麻布図書館
3585-9225

5階
視聴覚室

子ども海洋講座
「ちりめんモンスターをさがせ！」

小学生20名
（申込順）

7/1（金）から麻布図書館に来館、
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

7月16日（土）
午後2時から午後3時15分まで

みなと図書館
3437-6621

地下１階
集会室

子ども工作会
「パックンワニ＆コンコンキツツキをつくろう！」

講師：東工大Science Techno（サイテク）

港区に在住・在学の小学校
1年生から4年生まで30名

（申込順）
※保護者は見学のみ可

7/4（月）からみなとコールで受付。
受付時間は午前9時（初日は午後2時）から

午後5時まで。

7月16日（土）
午後2時から午後3時30分まで

港南図書館
3458-1085

3階
ホール

調べる学習講座
「夏のくじら教室～君はクジラを知ってイルカ？～」

講師：東京海洋大学シャチ研究会
小学生とその保護者20組

（申込順）
7/2（土）から港南図書館に来館、

または電話で受付
受付時間は開館時間と同じ。

7月18日（月・祝）
午後2時から午後3時まで

高輪図書館
5421-7617

視聴覚室
及び館内

図書館ツアー
「僕たち図書館探検隊」

小学生とその保護者10組
（先着順）

※子供のみの参加も可

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。

7月18日（月・祝）
午後2時から午後3時30分まで

麻布図書館
3585-9225

5階
視聴覚室

おやこシアターまつり
「やさしいライオン」
「ぼくは王さま」

どなたでも
先着30名

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。
7月23日（土）
午前の部：午前10時30分から正午まで
午後の部：午後1時30分から午後3時まで

麻布図書館
3585-9225

2階
おはなし
コーナー

「おはなしマラソン」 どなたでも
申込み不要

当日開始時間までに、
会場にお越しください。

7月23日（土）
午後2時から午後3時30分まで

三田図書館
3452-4951

3階
集会室

子ども海洋講座
「ちりめんモンスターをさがせ！」

小学生30名
（申込順）

7/4（月）から三田図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。
7月27日（水）
小学生の部：午前9時15分から正午まで
中学生の部：午後1時30分から午後4時30分まで

みなと図書館
3437-6621

地下１階
集会室

ほか
夏休み子ども会
「一日図書館員になろう！」

小学生の部：小学5・6年生
中学生の部：中学1 ～ 3年生

各部 6名（申込順）

7月1日（金）から7月13日（水）まで。
みなと図書館に来館または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

7月30日（土）
午後2時から午後3時30分まで

麻布図書館
3585-9225

5階
視聴覚室

調べる学習講座
「夏のくじら教室～君はクジラを知ってイルカ？～」

講師：東京海洋大学シャチ研究会
小学1年生から3年生まで

20名（申込順）
7/9（土）から麻布図書館に来館

または電話で受付
受付時間は開館時間と同じ。

7月31日（日）
午後2時から午後3時30分まで

麻布図書館
3585-9225

5階
視聴覚室

調べる学習講座
「調べてまとめて自由研究！」

小学1年生から3年生まで
20名（申込順）

7/9（土）から麻布図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

8月3日（水）
午後2時から午後3時30分まで　

港南図書館
3458-1085

3階
ホール

夏休み工作会
「切り紙でオリジナルブックカバーを作ろう！」

小学生20名
（申込順）

7/18（月・祝）から港南図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

8月3日（水）
午後2時から午後4時まで

麻布図書館
3585-9225

5階
視聴覚室

夏休み工作会
「カタカタ進む！紙コップロボットをつくろう」

小学生20名
（申込順）

7/18（月・祝）から麻布図書館で受付。
（来館のみ）　

受付時間は開館時間と同じ。

8月3日（水）、8月5日（金）
午後2時から午後4時まで

高輪図書館
分室

3443-1666

高輪子ども
中高生プラザ
4階多目的ホール

夏休み子ども映画会
8/3「サーフズ・アップ」
8/5「パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々」

未就学児から高校生まで
（先着順・各日50名）

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。

8月4日（木）
午後2時から午後3時まで

高輪図書館
5421-7617 視聴覚室 夏休み工作会

「シュワシュワ入浴剤を作ろう！」
小学生20名
（申込順）

7/11（月）から高輪図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

8月8日（月）、8月9日（火）、8月10日（水）
午前9時から正午まで

高輪図書館
5421-7617 視聴覚室

宿題用スペース開放
※宿題用スペースとして、視聴覚室を小中学生優先
に開放します。（講座の開催もあります）

小・中学生
申込み不要

時間内いつでも利用できます。
ただし、講座の開催時間帯は除く。

8月8日（月）
午前11時から正午まで

高輪図書館
5421-7617 視聴覚室 宿題おたすけ講座

「読書感想文の書き方教えます！」
小学生15名
（先着順）

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。

8月9日（火）
午前11時から正午まで

高輪図書館
5421-7617 視聴覚室 宿題おたすけ講座

「自由研究（調べる学習）の進め方教えます！」
小学生15名
（先着順）

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。

8月17日（水）
午後2時から午後3時まで

高輪図書館
分室

3443-1666

高輪子ども
中高生プラザ
4階多目的ホール

宿題おたすけ講座
「読書感想文の書き方教えます！」

小学生15名
（先着順）

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。

8月24日	(水)
午後1時30分から午後3時まで

三田図書館
3452-4951

地下1階
視聴覚ホール

夏休み工作会
「コロコロゴムカーを作ろう！」

小学生20名
（申込順）

8/10（水）から三田図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

8月24日（水）
午後2時から午後3時30分まで

赤坂図書館
3408-5090

3階
多目的ホール

夏休み工作会
「プラネタリウムを作ろう！」

小学生20名
（申込順）

8/1（月）から赤坂図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

8月24日（水）
午後2時から午後3時まで

高輪図書館
分室

3443-1666

高輪子ども
中高生プラザ
4階多目的ホール

夏休み工作会
「ねん土工作！きみの『手』で魚をつくろう！！」

小学生以下15名
（先着順）

申込み不要
当日開始時間までに、

会場にお越しください。

8月27日	(土)
午後2時から午後3時40分まで

港南図書館
3458-1085

3階
ホール

絵手紙教室
「港区の名所などについて学習し、絵手紙をつくろう」

小学生20名
（申込順）

8/6（土）から港南図書館に来館
または電話で受付

受付時間は開館時間と同じ。

※開場時間は、開始時間30分前からです。◦開館時間：月～金▷午前９時から午後８時まで　土・日・祝▷午前９時から午後5時まで　高輪図書館分室　月～金（土・日含む）▷午前９時30分から午後８時まで　祝日は休館

平成28年6月22日（水）、区立高輪幼稚園、区立高輪台小学校で保幼小合同研修会を開
催し、約170名の保育士や教員が参加しました。

区では、質の高い幼児教育の実現に向けて、以下の三つの力を視点に保育園・幼稚園・
小学校の連携を進めています。

＜５歳児から小学校１年生の接続期をつなぐ三つの力＞
① 生活上の自立につながる健康・体力（生活習慣・運動）を生活する力
② 学びの自立につながる学びの芽生え（思考力・表現力）を発見・考え・表現する力
③ 精神的な自立につながる豊かな人間性（自己発揮・他者理解・規範意識）をかかわる力

【研修会の内容】
①	小学校第１学年　公開授業
　国語や道徳の授業では、友達同士で互いの考えを発表し合
う姿、体育の授業では、様々な動物の特徴をとらえて、全身
を使って表現する姿、友達と協力して準備や片付けに取り組
む姿など、どの子どもたちも真剣に授業を受けていました。

②	公開保育
　自然物を使った色水遊びや、布製の手作りのロープを使っ
て体を動かす遊びなど、どの学年も幼児が主体的に環境にか

かわって遊びを楽しむ姿が見られました。幼児が夢中になって遊ぶことのできる遊具や素材など
が丁寧に準備され、幼児の気持ちに寄り添う教師の援助が様々な場面で見られました。

③	グループ協議　
　三つの力を視点にした協議では、幼児が思わず遊びた
くなるような遊具や物の提示、幼児が「やりたい」という
意欲を大切にした教師の援助など、環境の構成の重要性
や、小学校以降の学びにつながる幼児期の「学びの芽」に
ついて理解を深めました。

④	講演
　東京成徳大学　元特任教授　和田　信行先生による

「育ちと学びをつなぐ保幼小の連携―アプローチカリキュラムとスタートカリキュラムの考え方と
方法―」のお話では、接続カリキュラムの目的を確認するとともに、各園・各学校におけるカリ
キュラムの作成はどのように進めたらよいかなど、具体的な事例を紹介していただきました。

⑤	「5歳児指導ポイント集」の活用
　「小学校入学前教育カリキュラム」に加え、平成28年４月から各園・各学校に配布した５歳児
における指導のポイントをまとめた「５歳児指導ポイント集」の活用方法を紹介しました。

保幼小合同研修会を開催しました ～保育園・幼稚園・小学校の連携～

　〔問い合わせ先〕指導室　内線2833
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アクアフィールド芝公園（芝公園多目的運動場）プール
◆対　　象 区内在住・在勤を問わず利用できます。
◆料　　金 2時間：大人500円　小学生・中学生200円
 （超過料金　1時間ごと　大人250円　小学生・中学生100円）
 区内在住の65歳以上の人（身分証明書持参）、区内在住の障害の  
 ある人（障害者手帳等持参）及び未就学児童は無料
◆利用期間 ７月１日（金）から９月15日（木）まで。ただし海の日（７月18日（月））
 は、区民水泳大会のため休場
◆利用時間 午前９時～午後８時（９月１日（木）以降は午後５時まで）
◆所 在 地 港区芝公園2-7-2　地下鉄都営三田線芝公園駅下車1分

※プールの清掃・水の入れ換えのため、平成28年８月1日（月）は休場します。
【アクアフィールド芝公園(芝公園多目的運動場)プールの利用にあたって】
◦水着を着用してください。
◦3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、プールに入場できません。
◦小学3年生以下の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい。
◦小・中学生の夜間の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい。
◦駐車場はありません。自動車、バイクでの来場は、ご遠慮ください。

学校プール開放
【夏休み】
◆対　象  区内在住の小・中学生とその保護者
◆料　金  無料
◆学校プール開放日・利用時間

開 放 校 開 放 日 時間
赤羽小学校 8月8日（月）～ 12日（金） 10時～正午
南山小学校 8月8日（月）～ 10日（水） 10時～正午
赤坂小学校 8月1日（月）～  3日（水） 10時～正午

【利用にあたって】
◦ 水着と水泳帽を着用してください。
◦ 浮輪、水鉄砲などの遊具をお持ちいただけます。
◦ 3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、プールに入場できません。
◦ 小学生未満の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい。
◦ 駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車での来場はご遠慮ください。

◆利用日及び利用時間

港南・本村・赤坂小 木・金曜
午後5時～ 8時 土・日曜及び利用日が祝日と重なるとき

午前10時～正午
午後1時～ 3時

午後3時30分～ 5時30分
午後6時～ 8時

御成門中 火～金曜
午後6時30分～ 8時30分

高松・高陵中 木・金曜
午後6時30分～ 8時30分

港陽中

土・日曜
午前10時～正午　午後1時～ 3時

午後3時30分～ 5時30分　午後6時～ 8時 
 夏休み（7/21 ～ 8/31）の木・金曜

午後1時30分～ 3時30分　午後3時45分～ 5時45分

開放時間は学校行事等により変更がございますので、プール備付けの開放予定表
でご確認ください。
また、開放予定表は、区のホームページまたは各公共施設でご覧いただけます。

【利用にあたって】
◦水着と水泳帽を着用してください。
◦3歳未満と、おむつのとれていない幼児は、プールに入場できません。
◦小学3年生以下の利用は、大人（高校生以上）と一緒に泳いで下さい。
◦小・中学生の夜間の利用は、大人（高校生以上）の送り迎えが必要です。
◦駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車での来場はご遠慮ください。

夏のプール情報
いよいよ暑い夏！夏といえばプール！！

今年も夏休み学校プール開放を実施します。
夏の太陽の下、元気いっぱいプールに出かけましょう。

【通年】
◆対　象 区内在住・在勤者で個人登録証をお持ちの方。（中学生以下は不要です。）
 ※登録証はプール受付で作成できます。在住・在勤の証明ができるも 
 のをお持ちください。
◆料　金  2時間：大人400円  小・中学生100円
 未就学児、65歳以上（区民）、障害者（区民）は無料です。
 ※毎月第1・3日曜日は、区民無料公開日です。（個人登録証をお持ち  
 ください。）
 ※毎月第2・4土曜日は、小・中学生は無料です。

◎アクアフィールド芝公園（芝公園多目的運動場） … ☎5733-0575
◎学校プールについて　みなとコール… ☎5472-3710

次の児童館、中高生プラザなどにも乳幼児や小学生がプール遊び〔ビニールプール・組
み立て式プールなど〕や水遊びをするスペースがあります。
小学生のプール遊びを実施していない施設もあります。対象年齢や実施日、時間帯など
詳細については各施設にてご確認下さい。
青山児童館・豊岡児童館・高輪児童館・白金台児童館・台場児童館・神明子ども中高生
プラザ・赤坂子ども中高生プラザ・港南子ども中高生プラザ・芝浦アイランド児童高齢
者交流プラザ・麻布子ども中高生プラザ

〔問い合わせ先〕

〜子どもたちの健全育成に向けて〜
　教育委員会では、いじめや不登校、問題行動の未然防止及び解消を図るため、学校
全体の教育相談機能の充実はもとより、様々な講演会等を実施してまいりました。今
年度も以下のような取組を実施する中で、子どもにかかわるすべての行政機関と保護
者や地域が連携し、子どもたちの健全育成に努めてまいります。

１　いじめ防止に向けた総合的な取組
「港区いじめ問題対策連絡協議会等の設置に関する条例」に基づいて、「港区いじ

め問題連絡協議会」「港区教育委員会いじめ問題対策会議」を開催し、いじめ防止
のための対策を総合的に推進していきます。

２　「不登校の理解と支援に関する講演会」
6月27日に不登校の要因や背景について理解を深めるために、教職員・保護者向
けの「不登校の理解と支援に関する講演会」を開催しました。

３　スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用
各園・各校においてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを活用
し、不登校傾向にある子どもたちへの支援体制の充実を図ります。

４　適応指導教室（つばさ教室）
心理的要因等により長期間学校に登校できない児童・生徒に対し、状況に応じた
適切な相談及び指導、援助を行う適応指導教室（つばさ教室）を設置しています。

学びの未来応援施策の取組
　教育委員会では、平成26年８月に国が策定した「子どもの貧困対策に関する大
綱」を受けて、教育の支援策を検討するため、大学教授や弁護士、社会福祉士等を
委員とした検討委員会を設置し、アンケート調査や実態調査を実施しています。
　今後、支援が必要な児童・生徒の状況を分析し、補充学習の実施や放課後の居
場所づくりなど支援策を検討します。

夏休みは、学校生活から離れ、自由に過ごす時間が増えることで、子どもにとっては
うれしいものです。一方、親にとっては大変な面もあります。

さて、四十二日間の夏休みを有意義に過ごすためには、子どもに、自らやるべきこと
に取り組む力を身に付けさせたいものです。

そのためには、第一に、学年に応じて、子どもに夏休みの計画を立てさせ、長期休
業中の生活に見通しをもたせるようにします。

学校の宿題はどんなものがあって、どのくらい時間が必要なのか、学校のプールや地
域のラジオ体操はいつ実施されるのか、旅行や外出はいつ・どこへ・誰と行くのか、塾
や習い事は・・・、などを計画表に書きこませます。自身がやるべきことが分かると、
子どもは進んで行動するようになります。

第二に、子どもに具体的な目標をもたせます。例えば、「普段できない体験をしよう」、
「体力作りをしよう」、「学力を高めるため一学期の復習をしよう」、「家の手伝いをしよう」、
「部活動をがんばろう」などです。

子どもが目標についてどのように考えているか、話し合い、励ましてあげてください。
第三に、健康・安全に過ごすことが大切です。健康は、睡眠・食事などの基本的な

生活リズムから作られます。しかし、長い夏休みにはどうしても親の目の届かない状況
が生じることがあります。携帯やスマホで夜更かしをして不規則な生活になったり、ネ
ット上のつながりにふみ込んで犯罪に巻き込まれたりする恐れもあります。

普段から、外出時には行き先・経路・帰宅時間を家族に知らせること、一定の時間
には帰宅することを習慣付けておきたいものです。また、ＳＮＳのアプリやメールの使
い方の約束を決めておくことなどが、万が一に備えることになります。

子どもの言動がいつもとは違う、どうしたらよいか困ったときには、早めに相談を。
教育センターでは教育相談に応じています。気軽にお電話ください。

有意義な夏休みの過ごし方
～困ったときは相談を～

⃝予約は不要です。
⃝保護者の方、子ども本人からの電話を受け付けています。
⃝教育相談は秘密厳守で行います。

教育センター
電話教育相談 03（5791）5681 午前９時～午後７時 (月曜～金曜）

午前９時～午後５時 (土曜）

　〔問い合わせ先〕教育センター　☎5791-5661

　〔問い合わせ先〕指導室　内線2786
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港郷土資料館

コーナー展

さわれる
展示室

※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。

教育委員会のうごき
平成28年 ４月〜６月

J:COMチャンネル港・新宿
教育委員会情報のお知らせ

「新収蔵資料展」

内 容 平成27年度に受け入れた、古記録、文献資料、交通史・教育
関係資料などを紹介します。

開催期間 5月20日（金）～ 9月14日（水）

「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～（30分）

教育委員会は、定例会が3回（4月12日、5月10日、6月14日）、臨時会が6回（4月1日、
4月25日、4月26日、5月24日、5月31日、6月28日、6月30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

◦平成28年度学級編制等について
◦港区奨学資金貸付金返還金の債権放棄について
◦「港区文化財総合目録」への新規登録について
◦2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の事前キャンプ誘致に向けての取

組状況等について
◦平成28年度「組体操」における事故防止に向けた取組について

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。

〒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（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

〔問い合わせ先〕　庶務課　内線2829

〔問い合わせ先〕　指導室　内線2762

「浮世絵版画を摺ってみよう！」

港郷土資料館・東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム
（水産資料館）連携事業

「〜東京湾 自然と人〜 海の恵みと人びとの暮らし」

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・特別整理期間
　　　　　※区立小・中学校の夏休み期間中(7月22日～ 8月31日)は、日曜・祝 
   日も臨時に開館します。（7月21日は館内整理日のため休館）

夏休み体験
ミュージアム

夏休み
学習会

  7月21日～ 31日　区立小学校紹介　「赤羽小学校」
  9月11日～ 20日　区立小学校紹介　「港南小学校」
10月11日～ 20日　区立小学校紹介　「芝小学校」

内　　 容 浮世絵版画の摺り方の実演を見学し、実際に摺ってみましょう！
日　　 時 8月2日（火）午後1時30分～午後3時
場　　 所 港郷土資料館
対　　 象 区内在住・在学の小学3年生～小学6年生
人　　 数 10名
申込方法 往復はがきにて受付　7月20日（水）締切・必着

詳細は広報みなと7月1日号またはホームページをご覧ください。

内　　 容 縄文時代の暮らしや、魚の透明標本を使って現在の東京湾の生き物ど
うしのつながりを学びます。

日　　 時 8月17日（水）・18日（木）の2日間
両日とも午後1時30分～午後3時30分

場　　 所 港郷土資料館・東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム（水産資料館）
対　　 象 区内在住・在学の小学4年生～中学1年生　2日とも参加できる人
人　　 数 15名（抽選）
申込方法 往復はがきにて受付　8月4日（木）締切・必着

詳細は広報みなと7月21日号またはホームページをご覧ください。

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し、他の
児童・生徒に迷惑をかけます。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

ケーブル
テレビ

特別整理による休館のお知らせ
特別整理のため、以下の期間休館します。

皆様のご理解とご協力をお願いします。

施設名 特別整理期間（休館日）
みなと図書館 ９月   5日（月）～  ９月 10日（土）

三田図書館 10月 10日（月）～ 10月 15日（土）
麻布図書館 ９月 25日（日）～  ９月 29日（木）
赤坂図書館 ９月 20日（火）～  ９月 24日（土）
高輪図書館 ９月 12日（月）～  ９月 16日（金）

高輪図書館分室 10月 17日（月）～ 10月 20日（木）
港南図書館 10月   2日（日）～ 10月    6日（木）

港郷土資料館 10月 11日（火）～ 10月 25日（火）

小・中学校連合行事のご案内
区立小・中学校の児童・生徒が一堂に会し、下記の日程で連合行事が行われます。

行　事 実施予定日 会　場 対　象

小学校水泳記録会 9月7日（水）

芝浦小学校

小学校6年生

港南小学校
本村小学校

お台場学園港陽小学校
三田中学校

白金の丘学園
白金の丘小学校

中学校水泳記録会 　9月7日（水）港区スポーツセンター 各中学校からの
選抜者

中学校連合体育大会 10月5日（水） 駒沢陸上競技場 中学校2年生
特別支援学級
合同運動会 10月7日（金） 港区スポーツセンター 特別支援学級

児童・生徒

中学校音楽交歓会 10月11日（火） メルパルクホール 各中学校からの
代表者

小学校連合運動会
10月18日（火）
予備日
10月25日（火）

江東区夢の島
陸上競技場 小学校6年生

英語発表会 11月9日（水） 赤坂区民センター
区民ホール 各中学校代表者

小学校音楽鑑賞教室 11月25日（金） サントリーホール 小学校5年生
中学校音楽鑑賞教室 12月6日（火） サントリーホール 中学校3年生

「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。また、下記の区立小・中学校の夏休み期間中に限
り日曜・祝日も開室します。

港区立麻布運動場のテニスコートの休止のお知らせ
麻布運動場のテニスコートでは、都市計画道路補助9号線の拡幅事業に伴い、拡幅
部分となるテニスコートの移設工事等を行うため、下記の期間休止します。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 休止面数
平成28年11月1日（火）から平成29年1月31日（火） 道路側 2面
平成29年2月1日（水）から平成29年2月28日（火） 全面（4面）
平成29年3月1日（水）から平成29年3月31日（金） 管理棟側 2面

〔問い合わせ先〕 土木課　公園係　☎3578-2325
 生涯学習推進課スポーツ振興係　☎3578-2753


