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 区立幼稚園（12園） 1,095名
 小学校（18校） 8,063名
 中学校（10校） 1,973名
 私立幼稚園（14園） 2,008名

平成29年度 学校基本調査による
園児・児童・生徒数（平成29年5月1日現在）
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◆対　　象
◆料　　金

◆利用期間

◆利用時間
◆所 在 地

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。

アクアフィールド芝公園
（芝公園多目的運動場）プール

区内在住・在勤を問わず利用できます。
２時間：大人600円 小学生・中学生・高校生240円
（超過料金 1時間ごと 大人300円小学生・中学
生・高校生120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
７月１日（土）から９月１５日（金）まで。ただし海の
日７月１７日（月）は、区民水泳大会のため休場
午前９時～午後８時（９月１日以降は午後５時まで）
港区芝公園2-7-2 地下鉄都営三田線芝公園駅
下車1分

・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。車、バイク

での来場は、ご遠慮ください。

開放時間は学校行事等により変更がございますので、プール備え付けの
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。

※プールの清掃・水の入れ換えのため、8月7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【 】

◆対　象
◆料　金
◆学校プール開放日・利用時間

学校プール開放
夏休み

区内在住の3歳児～中学生とその保護者
無料

・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・自動車の来場はご遠慮く

ださい。

【利用にあたって】 ・水着と水泳帽を着用してください。
・浮き輪等の補助具の持ち込みは禁止です。
・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。
・駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車の来場はご遠慮く

ださい。

【問い合わせ】
◎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 生涯学習推進課スポーツ振興係 ☎ 3578-2747

【利用にあたって】

開放校

赤羽小学校

赤坂小学校

開　放　日
8月10日（木）

8月14日（月）～17日（木）
8月1日（火）～3日（木）

時　間

10時～正午

10時～正午

◆利用日及び利用時間

◆対　象

◆料　金

通 年
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。）

2時間：大人500円  小・中学生、高校生120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、高校生は無料です。

港南・本村・赤坂小

御成門中

高松・高陵中

港陽中

木・金曜
午後5時～8時

土・日曜日
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・金曜日

午後1時30分～3時30分／午後3時45分～5時45分

火～金曜
午後6時30分～8時30分

木・金曜
午後6時30分～8時30分

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

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・麻布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

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！

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

港区のパラアスリート 
PARA☆DO！TALK＆LIVEを開催しました！

　港区・東京都パラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」・フ
ジテレビパラスポーツ応援プロジェクト「PARA☆DO！」が連携し、パラ
スポーツを体感して楽しめるスペシャルイベントを開催しました。
　港区にお住いのリオデジャネイロパラリンピック陸上日本代表の高
田千明選手と、夫で、今年７月にトルコで開催されるデフリンピック（聴

覚障害者のオリンピック）に陸上日本代表選手として出場する、高田裕士選手のお二人を
お招きし、トークショー、ランニング体験教室のほか、PARA☆DO！ 公式アーティストによ
る音楽ライブ、港区で活動するチアリーディングチー
ム「芝浦エンジェルス」のパフォーマンスを行いました。
　多くの方のご参加をいただき、にぎやかなイベント
となりました。

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。

第１回： ８月５日（土） 午後1時～午後4時
 スポーツセンター サブアリーナ
 ボッチャ、空手のほか、車椅子バスケットボール等の体験を行います。

■平成29年度実施内容

※年４回開催します。今後、ハンドボールやバドミントン等の体験も予定しています。

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29年度実施内容

※各事業ともに、詳細が決まりましたら、港区公式ホームページ、広報みなと、チラシ等でお知らせします。［問い合わせ先］生涯学習推進課スポーツ企画担当 ☎3578-2751

※平成29年度の募集は締め切りました。

※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。

第２回： ８月31日（木） 午後7時35分～
 スポーツセンター 多目的室
 アジア最終予選ーROAD TO RUSSIA パブリックビューイング 日本VSオーストラリア

■平成29年度実施内容
回
1

2

3
・
4

5

日　時
平成29年6月25日（日）
午前10時～正午
平成29年10月

（平日夜間）

平成29年8月～平成30年1月
（選択制）

平成30年2月17日（土）
午前10時～正午

内　容

＜講義＞スポーツボランティアの実践に役立つコミュニケーション

＜講義＞障害者スポーツとスポーツボランティア
＜実践＞区主催事業へのボランティア参加
第３回：事前打合せ（希望者のみ）
第４回：イベント当日の受付・誘導・教室補助などのボランティア活動

スポーツイベントにおけるスポーツボランティアの役割とは

オリンピアン・パラリンピアンによるスポーツ教室 国際大会のパブリック・ビューイング

スポーツを「支える」取組として、スポーツイベントやス
ポーツ教室などの運営をお手伝いしていただけるス
ポーツボランティアを養成する講座を開催しています。

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」

みんなで応援しよう！



図書館では、お子さんを対象に夏の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 申し込み方法
7/15日（土）
午後2時から午後3時30分まで

（開場午後1時30分）
麻布図書館
3585-9225 5階視聴覚室 子ども向け海洋講座「見て、触って、聞

いて、君も今日からうみがめ博士だ！」
小学1年生から3年生まで20
名（申込順）

7/1（土）から麻布図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。※7/16（日）の調べる
学習講座とセットでの申し込みです。

7/15（土）
午後2時から午後3時30分まで

みなと図書館
3437-6621

地下１階
集会室

子ども工作会「万華鏡を作ろう！」
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）※
保護者の見学は事前申込制です。

7／3（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3時）から午後5時まで

7/16（日）
午後2時から午後3時30分まで

（開場午後1時30分）
麻布図書館
3585-9225 5階 視聴覚室 調べる学習講座

「うみがめ博士ノートをつくろう」
小学1年生から3年生まで20
名（申込順）

7/1（土）から麻布図書館で受付（来館または電話）
受付時間は開館時間と同じ。※7/15（土）の子ども
向け海洋講座とセットでの申し込みです。

7/22（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

麻布図書館開館3周年記念
「おはなしマラソン」 どなたでも 当日会場にお越しください

7/22（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

子ども向け海洋講座
「くじランドへようこそ！
－一番でっかい海の哺乳類・クジラー」

小学生20名（申込順） 7/1（土）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。

7/25（火）第1部：午前9時15
分から正午まで 第2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

３階会議室
ほか

夏休み子ども会
「一日図書館員になろう！」

第1部：小学4～6年生 
第2部：中学1～3年生 
各部 6名（申込順）

7月1日（土）から7月13日（木）まで。みなと図書館
で受付（来館または電話）受付時間は午前9時から
午後8時まで

7/26（水）
午後2時から午後3時30分まで

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

子ども向け海洋講座
「くじランドへようこそ！
－一番でっかい海の哺乳類・クジラ－」

小学生30名（申込順）
7/12（水）から高輪図書館分室に来館または電話で
受付。受付時間は開館時間と同じ。7/17（月・祝）、
7/20（木）は休館です。

8/1（火）
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

夏の工作会
「カップでふうりんを作ろう！」 小学生以下15名（先着順） 申し込み不要当日開始時間までに、会場にいらして

ください。

8/2（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 夏の工作会

「とぶ！まわる！楽しいおもちゃを作ろう！」 小学生15名（申込順）
7/17（月・祝）から港南図書館に来館、または電話で
受付。7/20(木)は休館です。受付時間は開館時間
と同じ。

8/2（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 夏の工作会

「牛乳パックランタンを作ろう！」 小学生20名（申込順） 7/17（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。7/20（木）は休館日です。

8/3（木）
午後2時から午後3時まで

高輪図書館
5421-7617

高輪図書館視
聴覚室

夏の工作会
「自分だけのガチャガチャを作ろう！」 小学生15名（申込順） 7/11（火）から高輪図書館に来館、または電話で受

付 7/20（木）は休館です。

8/5（土）
午後2時から午後3時まで

三田図書館
3452-4951 3階 集会室

「何を読めばいい？どうやって書けば
いい？図書館員が教えます、簡単！読
書感想文教室」

小学生15名（申込順） 7/21（金）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。

8/7（月）
午前11時から正午まで

高輪図書館
5421-7617

高輪図書館
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20名（先着順） 申し込み不要当日開始時間までに、会場にいらして

ください。

8/8（火）
午前11時から正午まで

高輪図書館
5421-7617

高輪図書館
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20名（申込順） 7/18（火）から高輪図書館に来館、または電話で受

付 7/20（木）は休館です。

8/8（火）、8/10（木）
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8/8
「プリンスオブエジプト」8/10「夏の庭」

各日、未就学児から高校生ま
で50名（先着順）

申し込み不要当日開始時間までに、会場にいらして
ください。

8/21（月）
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（申込順）

8/7（月）から高輪図書館分室に来館または電話で
受付。受付時間は開館時間と同じ。8/11（金・祝）、
8/17（木）は休館です。

8/23 (水)
午後2時から午後3時30分まで

三田図書館
3452-4951

地下1階
視聴覚ホール

夏の工作会
「身近なもので万華鏡を作ってみよう！」 小学生15名（申込順） 8/9（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。8/17（木）は休館です。

8/23 (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

夏の工作会
「ダンボールでじどうはんばいきをつくろう！」 小学生15名（申込順） 8/1（火）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。8/17（木）は休館です。

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 ～

　この研修会の主な目的は以下のとおりです。

家庭で大切にしたいことハンドブックの作成

　教育委員会は、質の高い幼児教育の実現に向けて、保育園・幼稚園・小学校の連携を推進しています。その一環と
して、平成29年6月14日（水）、区立麻布幼稚園で公開保育、区立麻布小学校で協議会、講演会等を行いました。こ
の日は、公私立保育園の保育士、公私立幼稚園教員、小学校教員合わせて約200名が参加しました。

　３・４・５歳児のどの学年でも、保育室や園庭で体を動
かす、友達と鬼遊びやごっこ遊びを楽しむなど、自分た
ちで主体的に遊ぶ姿が見られました。

　平成29年3月、3・4歳児の保護者に向けて、「家庭で大切にしたいことハンドブック」を
配布しました。3・4歳児の育ちと学びについて、写真やイラストを交え、幼児期の教育を以
下の3つの力を視点に記載しています。

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

保育園・幼稚園・小学校の保育士や教員が、保育園及び幼稚園における
幼児の姿を観察し、その協議を通して、幼児期の教育の発達に応じた指
導について理解する。

「保幼小連絡コーディネーター」の顔合わせの機会を設け、今後の交流
連携の仕方について協議し、推進を図る。

1

2

（１）公開保育

　グループの報告では、「教師の声かけや視覚的な配慮、手順や動線の工夫が大事だとい
うことが分かった」「幼児期の遊びが小学校での学びにつながっていることを再確認した」
など、いろいろな校種の方と協議したことによる気付きや発見があり、指導のあり方につい
て考える機会となりました。

（２）グループ協議

文部科学省初等中等教育局視学官　湯川　秀樹
　「改訂幼稚園教育要領を読み解く」をテーマとして
平成３０年４月に施行される幼稚園教育要領について、
改訂の趣旨や方向性を伺うことができました。

（３）講演

3・4歳児から小学校1年生の接続期までをつなぐ3つの力

協議会風景

みんなで話し合い

〔問い合わせ先〕　指導室 ☎3578-2724

2

夏の子ども会

◆ 郷土資料館 臨時休館について ◆ 港区立港郷土資料館は平成29年９月１日（金）から平成29年10月15日（日）まで臨時休館します。



夏休みの有意義な過ごし方ご活用ください「生涯学習出前講座」

■平成29年度「生涯学習出前講座」メニュー 

学びの未来応援家庭教育講座

社会教育委員が決まりました

夏休みの有意義な過ごし方
～困ったときは相談を～

3

[問い合わせ先]  教育センター  ☎5791-5661

[問い合わせ先]  生涯学習推進課生涯学習係  ☎3578-2744

[問い合わせ先]  生涯学習推進課生涯学習係 ☎3578-2743

　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。
42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込ませます。
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保
護者が子どもの生活状況を把握しきれないことが生じることがあります。
携帯やスマートフォンの使用で夜更かしをして生活が不規則になったり、
犯罪に巻き込まれたりする恐れがあります。
　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
めに相談をしてみてはいかがでしょうか。
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。

　「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？

  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メニュ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。

分類 No. 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 ℡3578-26363 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 あなたもゲートキーパー「命の門番」になりま
せんか～気づき・声かけ・つなげる大切さ～ 健康推進課 ℡6400-0084

7 健康づくりのはなし 健康推進課 ℡6400-0083
8 感染症の豆知識 保健予防課 ℡6400-0081
9 「お口の健康」について 健康推進課 ℡6400-0084
10 港区の地域包括ケアシステムの推進について 保健福祉課 ℡3578-2328
11 高齢者サービスについて

高齢者支援課 ℡3578-2395
12 介護予防について
13 介護保険について 介護保険課 ℡3578-2876
14 障害者サービスについて

障害者福祉課 ℡3578-2386
15「障害者差別解消法」ってご存知ですか？
16 生活に困ったら ―生活保護― 生活福祉調整課 ℡3578-2451
17 住民同士の助けあい活動について 港区社会福祉協議会

ボランティア・地域活動支援係 ℡6230-028418 ボランティアってなあに？
19 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

20 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

住
ま
い
と
暮
ら
し

21 出張防災講座 防災課及び各総合支所協働推進課 ℡3578-2516
22 みんなでつくろう！安全安心まちづくり 防災課 ℡3578-2270
23 住宅支援制度について 住宅課 ℡3578-2229
24 港区の街づくり 開発指導課 ℡3578-2225
25 都市計画道路ってなあに？ 土木課 ℡3578-2339
26 電線類の地中化について 土木計画担当 ℡3578-2217

27 ごみ減量のために
―３Ｒ(さんアール)って何だろう？―        みなとリサイクル清掃事務所

℡3450-802528 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

29 地球温暖化の現状と対策 環境課 ℡3578-2495

30 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

31 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

32 ｢安全な食卓｣のお手伝い 生活衛生課 ℡6400-0047
33 消費者トラブルについて 消費者センター ℡3456-4159
34 幼・小中一貫教育について 指導室 ℡3578-2756
35 学校選択希望制について 学務課 ℡3578-2726

行
　
　
政

36 みんな笑顔で！ ―人権尊重― 総務課人権・男女平等参画係
℡3578-202537 男女平等参画社会の実現に向けて

38 区民の声を聴くしくみ 区長室 ℡3578-2050
39 情報の発信 区長室 ℡3578-2036
40 個人情報保護と情報公開 情報政策課 ℡3578-2082
41 選挙について 選挙管理委員会事務局 ℡3578-2768
42 港区基本構想・基本計画について 企画課 ℡3578-2091
43 港区の国際化推進について 国際化・文化芸術担当 ℡3578-2303
44 港区教育ビジョンについて 教育政策担当 ℡3578-2721
45 区役所の組織と仕事 企画課 ℡3578-2091

46 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 ℡3578-2572

47「統計調査」の活用事例について 地域振興課統計調査係 ℡5114-8881
48「区民協働」について 区民協働・町会自治会支援担当 ℡3578-2557
49 区の家計簿 財政課 ℡3578-2096
50 教育委員会について 庶務課 ℡3578-2711

文  

化

ス
ポ
ー
ツ

51 港区の文化芸術振興について 国際化・文化芸術担当 ℡3578-2341
52 生涯スポーツについて 生涯学習推進課 ℡3578-2750
53 図書館活用法 図書・文化財課 ℡3437-6621

（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等には利用できません。

外国人にも対応できる講座です

　教育委員会では、平成29年6月29日（木）第1回社会教育委
員の会議を開催し、下記の9名に委嘱状を交付しました。任
期は、平成29年4月1日から2年間です。
　社会教育委員は、社会教育関係団体に対する補助金の交
付や生涯学習事業（生涯学習推進計画、学校支援地域本部事
業等）について専門的な見地から意見や助言を行います。

港区社会教育委員名簿 任期：平成29年４月1日～平成31年3月31日
区 分 氏　名 現 職 名

学
識
経
験
者

坂
さか

口
ぐち

　緑
みどり

明治学院大学社会学部教授

宮
み や ち

地　孝
たかよし

宜 東京家政大学人文学部専任講師

福
ふくなが

永　睦
む つ こ

子 秀明大学学校教師学部教授

社
会
教
育
関
係
者

綿
わ た や

谷　和
かずひろ

宏 小学校PTA連合会会長

金
か な い

井　由
よしみつ

光 中学校PTA連合会会長

西
に し お

尾　健
けん

青少年委員会会長

家
庭
教
育

関
係
者 井

いのうえ

上　尚
な お こ

子
特定非営利活動法人スクール・アドバイ
ス・ネットワーク事務局長

学
校
教
育

関
係
者

宮
みやざき

㟢　直
な お と

人 赤羽小学校長

石
いしなべ

鍋　浩
ひろし

御成門中学校長

　子育てやしつけ、家庭学習の定着等に悩みを抱える保護者を支
援するため、「学びの未来応援家庭教育講座」を年5回開催します。
6月には、自分の性格を理解し、怒りをどうコントロールするかな
どを学ぶ「アンガーマネジメント」に関する講座を開催しました。
今後の開催については、広報みなと等でお知らせします。

●教育センター電話教育相談 
　午前9時～午後7時（月曜～金曜）　午前9時～午後5時（土曜）
  03（5791）5681
・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。



	

J:COMチャンネル港・新宿 
教育委員会情報のお知らせ

「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～（30分）

ケーブル
テレビ

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 ☎3578-2735

と　き 図書館 タイトル（原題） 内　容

8月6日（日）
午後2時00分

（午後1時30分）

麻布
（30人）

あの日、僕らは戦場で
少年兵の告白

沖縄北部のジャングルで米軍と戦った少年兵の物語。30人
余りの元少年兵がこれまで秘められてきた事実を語り始めた。
証言と新たに発掘された資料から、子どもたちが戦争に利用
されていった知られざる歴史を、再現アニメをまじえて伝え
るドキュメンタリー。
2015年　日本作品　カラー　72分

8月9日（水）
午後2時00分

（午後1時30分）

高輪図書館
分室

（50人）
ガラスのうさぎ

太平洋戦争末期、東京下町に住む敏子は、家族と支えあっ
て暮らしていた。しかし、東京大空襲で母と妹を失ってし
まう。
2005年　日本作品　カラー　児童向けアニメ　83分
※高校生までの方を対象とした施設のため、それ以外の方
はご入場いただけません。あらかじめご了承下さい。（付き
添いの保護者の方を除く）

8月12日（土）
午後2時

（午後1時30分）

港南
（45人）

山河遥かなり
（THE SEARCH）

第2次世界大戦直後、アメリカ占領下のドイツの国連救済所に、
ナチの収容所から救出された子どもたちが送られて来た。その
中に、母から引きはなされた悲しみで、喋ることを忘れてしま
った少年カレルがいた。カレルらは赤十字の病院車で特別収容
所へ送られることになるが、恐怖にかられ脱走を計ってしまう。
一方、カレルの母は息子を探し、旅を続けていた。
1947年　アメリカ作品　モノクロ　105分

8月13日（日）
午後2時

（午後1時30分）

赤坂
（30人） 平和朗読コンサート

平和への祈りを込めて、朗読と音楽をお届けします。
朗読作品：野坂昭如戦争童話集　「ウミガメと少年」
朗読・歌：かつみ（Catsumi）
演奏：もにじん　（ギターとクロマチックハーモニカ）
＊手話通訳はありません。

8月15日（火）
午後1時

（午後0時30分）

みなと
（90人） 未決・沖縄戦

これまで光を当てられることのなかった山原（やんぱる、沖
縄本島北部）における沖縄戦の戦争体験者の証言を記録した
ドキュメンタリー映画。
監督・輿石　正
2008年　カラー　DVD　上映時間89分

8月18日（金）
午後2時

（午後1時30分）

高輪
（40人） ベトナム

ベトナム戦争終結30周年時に、ベトナム民主共和国の協力
により製作された長編記録映画。戦時下のベトナムで決死
の長期取材をまとめた貴重なドキュメンタリー。
監督：山本　薩夫
1969年　日本作品　カラー　100分

8月20日（日）
午後2時

（午後1時30分）

赤坂
（35人）

マルタ島攻防戦
（MALTA STORY）

第2次世界大戦中、地中海のマルタ島は連合国側イギリス
軍にとって、最も重要な戦略拠点だった。連日連夜の敵ド
イツ軍による空爆により、補給路を断たれ孤立無援となる。
しかし、島を死守した末にイギリス軍は反撃に転じる。
監督：ブライアン・デズモンド・ハースト
1953年　イギリス作品　モノクロ　99分

8月27日（日）
午後2時

（午後1時30分）

三田
（60人）

潜水戦隊帰投せず
（ABOVE US THE 
WAVES）

第二次世界大戦時、英国海軍の決死隊12人は超小型潜水艦
で敵の巨大戦艦に爆薬を仕掛け連合軍を勝利に導いた。戦
争経験者の主要キャスト・スタッフが当時は知らされなかっ
た作戦を映画化した軍事アクションです。
監督：ラルフ・トーマス
1955年　イギリス作品　モノクロ　95分

平和を考えるコーナー 平和関連図書の特設展示を行います。
図書館名 期　間 問い合わせ先

みなと図書館 7月21日（金）から 8月16日（水）まで（1階特設コーナー） 3437－6621
三田図書館 7月21日（金）から 9月20日（水）まで 3452－4951
麻布図書館 7月21日（金）から 8月31日（木）まで 3585－9225
赤坂図書館 7月21日（金）から 8月16日（水）まで 3408－5090
高輪図書館 7月21日（金）から 9月18日（月）まで 5421－7617
高輪図書館分室 7月24日（月）から 8月15日（火）まで 3443－1666
港南図書館 8月1日（月）から 8月16日（水）まで 3458－1085

　8月の終戦記念日にちなみ、平和をテーマにした行事を図書館で開催します。とき・図書館欄の（　）内
はそれぞれ開場時間・定員をあらわしています。入場は先着順です。定員を超えた場合は、入場をお断り
することもありますので、予めご了承ください。費用はすべて無料です。どうぞご参加ください。

平和のつどい
夏休み体験ミュージアム

夏休み学習会

さわれる展示室
「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。

「縄文人の暮らしを体験しよう！
－編布（あんぎん）作りと火おこし体験－」

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～ 魚から見た海、人から見た海」

内 容 縄文時代の布である編布作りや火おこし体験、復元された
竪穴住居の見学を行い、縄文人の暮らしについて学びます。

日 時 8月22日（火）午前10時～午後3時30分
場 所 東京都埋蔵文化財センター（多摩市落合）
対 象 区内在住・在学の小学３年生～中学１年生
定 員 15名（小学生は保護者同伴）
申 込 方 法 みなとコールで７月21日（金）から８月７日（月）まで受付（先着順）

※７月21日は午後３時から受付
　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。

内 容 魚の透明骨格標本の観察や、東京湾で使われていた漁具の
解説を通し、人と魚の関わり合いについて考えます。

日 時 ８月９日（水）・10日（木）の２日間　
両日とも午後１時30分～午後３時30分

場 所 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）・港郷土資料館
対 象 区内在住・在学の小学４年生～中学１年生（小学生は保護者同伴）
定 員 15名
申 込 方 法 みなとコールで７月21日（金）から７月31日（月）まで受付（先着順）

※７月21日は午後2時から受付
　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。

　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、火曜・金曜・土曜の午後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。
※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わせください。

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21日～8月31日)は、日曜・祝
日も臨時に開館します（８月17日は館内整理日のため休館）。

〒108-0014　港区芝5-28-4 三田図書館４階　☎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

港郷土資料館

 7月1日～10日 区立中学校紹介 赤坂中学校
 7月11日～20日 区立幼稚園紹介 中之町幼稚園
 7月21日～31日 区立中学校紹介 港南中学校
  区立中学校紹介 青山中学校
 8月1日～10日 区立幼稚園紹介 白金台幼稚園

 9月11日～20日 区立中学校紹介 白金の丘学園
 9月21日～30日 区立中学校紹介 御成門中学校
 10月1日～10日 区立中学校紹介 三田中学校
 10月11日～20日 区立幼稚園紹介 南山幼稚園

4 刊行物発行番号　29051-7511

教育委員会のうごき
平成29年 4月～ 6月

〔問い合わせ先〕　庶務課 ☎3578-2714
〔問い合わせ先〕　指導室 ☎3578-2786

※教育委員会は、原則毎月第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。

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。

港 郷 土 資 料 館

行　事 実施予定日 会　場 対　象

小学校水泳記録会 9月6日（水）

芝浦小学校

小学校6年生

赤坂小学校
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6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4日（水）駒沢オリンピック公園

総合運動場 中学校2年生
特別支援学級合同運動会 10月6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10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17日
（予備日）　　  10月24日

（火）

（火）
江東区夢の島競技場 小学校6年生

英語発表会 11月8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28日（火）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8日（金）サントリーホール 中学校3年生

　教育委員会は、定例会が3回（4月13日、5月9日、6月13日）、 臨時会が5回（4月
25日、5月23日、5月26日、6月1日、6月26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。

・(仮称)芝浦第二小学校等施設整備基本構想・基本計画(案)について
・港区立幼稚園の保育料に関する条例の一部を改正する条例について
・新郷土資料館の管理運営について
・港区いじめ問題対策連絡協議会の報告について

　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。


