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月
号
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港区教育委員会

図書館名         登録者数（人）

み な と ：  19,224
三　　田 ：  29,625
麻　　布 ：  12,969
赤　　坂 ：  16,988

図書館名         登録者数（人）

高　　輪 ：   18,477
高輪分室 ：     2,631
港　　南 ：     9,655
合　　計 ： 109,569

港区立図書館登録者数
（平成29年12月1日現在）

　平成29年11月1日（水）、港区立小学校ＰＴＡ連合会
と教育委員会との共催事業「われら区役所たんけん隊」
が開催されました。
　この事業は、子どもたちが自分たちの住む「まち」に
ついて考え、身近な区役所・区議会の仕事やしくみ、
区が自分たちの暮らしにどのように関係しているかに
ついて学習することを目的に実施しています。
　今回は、区立小学校4 ～ 6年生の児童89人が参加
し、学校や学年の異なる約８～ 10人ずつに分かれ、
10班のたんけん隊が区役所の各課を訪問しました。

〔問い合わせ先〕　生涯学習推進課生涯学習係　☎︎3578-2741

〔問い合わせ先〕　庶務課　☎︎3578-2714

「みなエコ」が平成29年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受けました
　港区教育委員会は、港区学校版環境マネジメントシステム（み
なと子どもエコアクション：通称「みなエコ」）が地球温暖化防止
に顕著な功績があったとして、平成29年度地球温暖化防止活動
環境大臣表彰を受けました。
　「みなエコ」は園児・児童・生徒と教職員が一体となって学校
生活の中で継続的に環境活動に取り組むための独自の仕組みで
す。環境教育の推進・環境負荷の低減・地域に根ざした活動の

推進を目的に、12年間に渡って子どもたちの環境意識を育て行
動への結びつけを図ったこと、それが各家庭や地域全体の省エ
ネ・省資源への取り組みへと波及し温暖化対策につながったこ
とが評価され、環境教育活動部門での受賞となりました。
　平成29年12月4日（月）にイイノホール＆カンファレンスセンター
で授賞式が行われ、とかしき環境副大臣より青木教育長が賞状
を授与されました。

　「NHK全国学校音楽コンク
ール全国コンクール」が平成
29年10月8日（日）NHKホール
で開催され、白金小学校合
唱団が小学校の部で銀賞に
輝きました。東京都予選、東
京都本選、関東甲信越ブロッ
クと勝ち抜き、2年連続で全
国第2位という結果に、武井
区長、青木教育長からお祝
いの言葉がありました。

　あけましておめでとうございます。
　昨年は、幼稚園・学校行事をはじめ、生涯学習関係のイベント等の様々
な機会を通じ、多くの人たちと情報交換することができ、またその中で
教育委員会に対する期待の大きさを痛感した１年でした。
　社会を取り巻く環境は、人工知能等の技術革新やグローバル化の一層
の進展に伴い、社会システムがこれまで以上のスピードで変化し、将来
を見通すことが難しい状況になっています。このような中、幼稚園教育
要領及び小・中学校学習指導要領が改訂され、今後は、子どもたちが様々
な変化を乗り越え、未来を創り出すための資質や能力を育むことが重要
となってきています。また、仕事と生活の充実・調和を図ることが重視
され、今後、個人の関心やライフスタイルも多様化していくことが予想
され、絶えず新たな知識・技能を身に付けることができる「学び続ける」
社会の実現が求められます。
　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会開催まで３年を切っ
た中、教育委員会としては、このような変化やそれに伴う様々な要請を
十分踏まえ、今年も教育行政に係わる皆様と協働して「教育の港区」のさ
らなる推進のため取り組んでまいります。
　最後に、皆様のご健勝とご活躍を祈念するとともに、引き続きのご支
援・ご協力をお願いし、年頭のご挨拶とさせていただきます。

港区教育委員会教育長

青木 康平

わ れら       たんけん隊区役所

区長室、教育長室、区議会、芝地区総合支所協働推進課、
芝地区総合支所区民課、国際化・文化芸術担当、観光政
策担当、高齢者支援課、障害者福祉課、子ども家庭課、
品川駅周辺街づくり担当、地域交通課、環境課、財政課、
防災課（防災備蓄倉庫・防災行政無線室）、人権・男女平
等参画担当、会計室、学校施設整備担当、生涯学習推
進課、選挙管理委員会事務局、レストラン・ポート

　今回訪問した課等　

NHK全
国学校音楽コンクール

銀賞
受賞

白金小学校合唱団が
Nコン2017全国コンクールで
2年連続の銀賞受賞！

とかしき環境副大臣（左）と青木教育長
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[問い合わせ先]　庶務課庶務係　☎︎3578-2829

　平成29年9月22日（金）福見産業株式会社の福見
社長から、秋から冬にかけて流行するインフルエンザ
の予防のため、バリエールマスクの寄付がありました。
　教育委員会は福見社長に感謝状を贈り、受領した
マスクを区立幼稚園の園児及び区立小学校の児童
に配付しました。

区立幼稚園・小学校にマスクの寄付がありました

[問い合わせ先]　生涯学習推進課生涯学習係　☎︎3578-2741 [問い合わせ先]　生涯学習推進課スポーツ企画担当　☎︎3578-2751

港区とイギリスオリンピック委員会は
第32回オリンピック競技大会（2020/東京）

期間中のお台場学園提供に伴う覚書を締結しました

☎︎3402-0758☎︎3404-1530

☎︎3402-9306☎︎3404-7522

　港区立御成門中学校ＰＴＡは、これまでのＰＴ
Ａ活動を認められ、公益社団法人日本ＰＴＡ全国
協議会から「日本ＰＴＡ会長賞」を受けました。東
京都では、単独のＰＴＡとして受賞したのは御成
門中学校のみとなります。
　平成29年11月17日（金）にホテルニューオータニ
で表彰式が行われ、御成門中学校ＰＴＡの榎戸会
長が賞状を授与されました。

　港区とイギリスオリンピック委員会は、平成29年10月17日（火）に第32回オリ
ンピック競技大会（2020/東京）期間中、港区立小・中一貫校　お台場学園　
港陽小学校・中学校にオリンピック出場選手のトレーニングや身体のケア、家族
と触れ合うことができるスポーツ・サービス・センターを設置することについて、
覚書を締結しました。
　今回の覚書の締結を契機に、大会等で来日したイギリス代表選手とスポーツを
通じて区民との国際交流の機会を創出する予定です。
　今後も、東京2020
オリンピック・パラリ
ンピック競技大会の
気運醸成、スポーツ
活動の活性化や国際
交流の機会の充実を
図っていきます。

港区立御成門中学校PTAが
「日本PTA会長賞」を受けました

写真左から　ビル・スゥイーニー
イギリスオリンピック委員会
事務総長兼代表取締役、武
井雅昭　港区長

　青山中学校は、戦後すぐの昭和22年、学制改革に
より新制中学校が設置されると同時に都立第一中学校
（現都立日比谷高等学校）に併設して開校し、70周年を迎えました。
　平成29年10月28日（土）、開校70周年記念式典を開催し、多くのご来賓、卒業生の皆様にお
越しいただき、吹奏楽部の伴奏による校歌斉唱では会場が温かい空気に包まれました。
　午後の祝う会の準備には、実行委員会を組織し１年前から毎月１回の打合せを続けてきまし
た。毎回、第１・２期の卒業生から、卒業したばかりの高校生まで幅広い世代の皆様にお集ま
りいただきました。当日は、高校生が300人分の焼きそばを焼くなど各世代が和やかにつなが
り、開校70周年を祝うにふさわしい一日となりました。
　これからも人と人とのつながりを大切にし、教育活動の充実を図ってまいります。

70
周年

港区立
青山中学校

　赤坂中学校は、平成29年11月11日（土）に創立70周
年記念式典と祝う会を開催しました。
　多くのご来賓の皆様・地域の方々のご臨席のもと記念式典が始まり、国歌斉唱に続いて港区
歌を斉唱しました。式典の後半では、赤坂青山イメージソング『ＭＹ	ＨＯＭＥＴＯＷＮ』と本校
生徒がダブレット端末を利用して作詞・作曲した記念歌『ユリノキ』の合唱を披露し、各学年生
徒による英語のスピーチとスキットの発表がありました。『ユリノキ』の指揮は、生徒がプログラ
ミング学習に取組んでいるPepperが行いました。
　祝う会は、ご来賓の皆様と同窓生が約300名集まり、盛会となりました。

70
周年

港区立
赤坂中学校

　～地域に支えられて110周年～
「人と人　笑顔とつながり　笄小」
　笄小学校は、平成29年11月18日（土）に開校110周年記念式典と祝賀会を開催いたしました。
それに先立ち、11月15日（水）には、子供たちを主体とした開校記念児童集会と全校児童による
風船飛ばしも行いました。
　記念式典後のアトラクションでは、過去・現在・未来の笄小学校や、これまでにかかわって
いらした方々へのお礼を呼びかけ形式で行いました。呼びかけの中で高学年児童が「イッツ　
ア　スモールワールド（日本語・英語）」や「明日への扉を開こう（100周年記念歌）」、「ふるさと」
を合唱し、「さくら　さくら」と「八木節」の合奏を披露しました。
　110周年の取組を通して、笄小や地域・かかわる方々のことをより深く理解し、笑顔でふれ
あうことができました。今後も教職員一同、皆様と力を合わせて笄小学校の歴史を築いてまい
ります。

110
周年

港区立
笄小学校

　青南幼稚園は、昭和43年、青南小学校の併設園
として開園しました。昭和51年に現在の地に移転し、
平成2年から専任園長が配置され、今年で50周年を迎えました。快晴に恵まれた平成29年
11月25日(土)、改修工事できれいになった遊戯室に130人ものご縁のある皆様をお迎えし、
開園50周年記念式典を開催しました。
　式典では、ご来賓の方々がやさしい笑顔で子どもたちとやり取りをしてくださり、園歌「は
なひらく」の歌詞とドラえもんやアンパンマンを関連付けて話していただいたお陰で、温かい
雰囲気の式典となりました。園庭にあるかえでの木をバックにした開園当初と現在の集合写
真を2枚並べて披露すると、最後に子どもたちが歌った「カエデの木のうた」と合わせて、半
世紀という歴史と感謝の気持ちを実感するひとときになりました。
　祝う会は、青南小学校の体育館をお借りし、保護者有志や教員によるハンドベルやチアダ
ンスも披露し、幼稚園と保護者が共に創り上げた幼稚園らしい周年行事となりました。

50
周年

港区立
青南幼稚園

平成29年度　港区子どもサミットを開催しました！
　港区子どもサミットは、
平成19年度から実施して
おり、毎年、港区立小中
学校の代表児童・生徒が、
いじめのない学校づくり
を一層推進するため、各
学校や家庭で実践してい
ることを報告し合い、今
後、自分たちがするべき
ことやできること、大人に期待することなどについて話し合います。
　今年度は、平成29年12月4日（月）、みなとパーク芝浦において
開催し、「ＳＮＳによるいじめをどう防ぐか～ＳＮＳ学校ルール・ＳＮＳ家庭ルールを通して～」
をテーマに、小学校・中学校が分科会に分かれて、話し合いを行いました。
　分科会では、いじめ等のトラブルや犯罪に巻き込まれないようにするためのＳＮＳルールにつ
いてどうあるべきかについて意見交換をするとともに、大人代表として各分科会に入った教育委
員から的確なアドバイスもいただきました。また、当日講師としてお越しいただいた東京都教育
委員会　伊藤	秀一	先生からは、ＳＮＳルールを決める際には、「自分たちで考えること。」「友達
や家族と対話をしながら決めていくこと。」が重要であると講評をいただきました。表は、分科会
協議の主な内容です。

自分たちがやること（主な意見） 大人に期待すること（主な意見）

●メールを送信する前に読み直しをし、相手を傷つ
けない文章か、個人情報がないか確認する。　　

●相手の気持ちを考える。
●相手への思いやりの気持ちをもつ。
●困ったときに相談するところを知っておく。
●自分たちからＳＮＳやいじめについてみんなに知
らせ、いじめが起きないようにはたらきかける。

●ＳＮＳ集会やいじめ集会を開いてほしい。
●アンケートを実施し、いじめの発見をしてほしい。
●家族で家庭ルールなどの話し合いの時間をもってほしい。
●トラブルになったときは素早い対応をしてほしい。
●相談しやすい環境づくりをしてほしい。　
●あいさつなど日々の会話で子どもの様子を確認してほしい。
●日頃から子どもの携帯に気を配ってほしい。

[問い合わせ先]　指導室　☎︎3578-2760
小学校分科会の様子 中学校分科会の様子

全体会での報告の様子 伊藤先生の講評
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[問い合わせ先]　指導室　☎︎3578-2760

　お子さんの年齢に関わらず、子育て中に悩みや不安をもつ事は
誰にでもあることです。教育相談室は、港区内在住・在学・在勤
の18歳までの子どもとその保護者の方を対象に、相談をお受けし
ています。「学校に行きたがらない」、「友達とうまくいかない」、「夜
尿が治らない」などの学校や家庭でお困りのこと、「子どもとどう
接していいかわからない」「子どもが反抗的」などの子育てに関す

る悩みなど、お子さんに関する様々な相談をお受けしています。心理専門の教育相
談員が保護者とお子さんそれぞれからお話を伺い、必要に応じて継続的に面接やプ
レイセラピー＊を行っています。
　教育相談室では相談者の方が安心してお話できる場を用意し、解決への道を一緒
に探っていきます。まずはお電話でお申し込みください。その際、相談したいことを
簡単に伺い、お子さんの氏名、年齢、連絡先をお聞きして、その後、最初にいらし
ていただく日にちを決めます。初回面接の際、より詳しくお話を伺い、継続して相談

をお受けするか、他のより適切な機関をご紹介するかなどを考えます。継続して相
談をお受けすることになった場合には、月2回程度、決められた曜日の決められた時
間にいらしていただいて相談をお受けしていくことになります。お子さんと保護者の
方それぞれに担当の相談員を決めて、協力しながら相談を進めていくことになります
が、お子さんが家からなかなか出られないなど、事情によっては保護者の方のみの
相談もお受けしています。また、必要に応じて心理検査や知能検査を実施すること
も可能です。どうぞお気軽にご相談ください。
＊プレイセラピーとは、遊びを子どもの気持ち・言葉とみたてて理解、対応し、子どもの変化を促す心理療法です。

		競	技	種	目	 	小学校名 選手名 記録

男
　
子

100m走 芝 浦 小 学 校 小泉　凛斗 13秒87

50mハードル走

本 村 小 学 校 福田	有之介

8秒50港 陽 小 学 校 宮城　堯斗

港 陽 小 学 校 漆畑　輝高

走り高跳び	 東 町 小 学 校 Ethan	 	 Lee 1m30cm

走り幅跳び	 御 田 小 学 校 野田　幸成 4m20cm

ソフトボール投げ 御成門小学校 滝 沢　 空 57m

4×100mリレー 白 金 小 学 校

土井　一真
泉原　由音
石井	竜之介
山口　航貴

55秒99

女
　
子

100m走 白 金 小 学 校 棚部　さわ 14秒45

50mハードル走 白 金 小 学 校 矢島	亜理紗 9秒10

走り高跳び	
御成門小学校 清水	瑠美菜

1m26cm
青 南 小 学 校 金成　玲奈

走り幅跳び	 白 金 小 学 校 棚部　さわ 4m15cm

ソフトボール投げ 芝 小 学 校 村田　丸佳 47m

4×100mリレー 青 南 小 学 校

後 藤　 凛
安川　優和
水口	和香子
澤幡　心愛

58秒20

		競	技	種	目	 	中学校名 選手名 記録

男
　
子

100m走 三 田 中 学 校 山田		 大翔 12秒73

		1500m走 高 松 中 学 校 児玉　勇人 4分48秒76

100mハードル走 六本木中学校 梶山　修吾 15秒73

走り高跳び	 六本木中学校 三反田	悠己 1m50cm

走り幅跳び	 白金の丘中学校 三浦		 大和 4m90cm

ハンドボール投げ 三 田 中 学 校 西村		 左京 33m70cm

4×100mリレー 三 田 中 学 校

佐々木	孝仁
杉 村　 穣
入 船　 快
山田　大翔

49秒98

女
　
子

100m走 御成門中学校 冨田　璃子 14秒69

		1000m走 白金の丘中学校 佐々木ユリア 3分29秒90

80mハードル走 御成門中学校 冨田　璃子 14秒43

走り高跳び	 御成門中学校 須釡　うの 1m30cm

走り幅跳び	 六本木中学校 宮 﨑　 杏 4m07cm

ハンドボール投げ 港 南 中 学 校 櫻井　菜緒 24m70cm

4×100mリレー 御成門中学校

松平	友希奈
深尾　淳華
須釡　うの
冨田　璃子

58秒27

平成29年度
港区立小学校連合運動会

各種目最高記録

平成29年度
港区立中学校連合体育大会

各種目最高記録
円滑に学校生活をスタートするために
「就学支援シート」を活用してみませんか

[問い合わせ先]　学務課特別支援相談担当　☎︎3578-2738〜9

　平成30年４月に小学校等へ入学するにあたり、幼稚園・保
育園・療育機関で配慮してきたことや、ご家庭での様子等を、
小学校に引き継ぐために「就学支援シート」をご活用ください。
　小学校等では、記入された内容を参考にして、入学前から
入学後に必要な配慮、支援方法等を検討します。

配　　布　12月中旬から、区内の公・私立幼稚園、公・私
立保育園、障害保健福祉センターを通じて配布
しています。区外の就学前機関に通われている方
は、お問合せください。

作成方法　作成を希望する保護者は、在籍する幼稚園や保
育園、療育機関等に申し出て、学校に伝えたい
内容について記入してもらいます。

提出時期　就学先が決定(平成30年１月中旬)してから２月下
旬頃までに、保護者が就学先の学校に直接持参
します。

区立幼稚園保育料改定について

　平成30年4月から区立幼稚園保育料を改定します。
➊基本保育料について
　現在の、一定の所得以下の階層（A・B・C1・C2）の保育料改定は行いません。
　C3階層の対象世帯は、区市町村民税のうち所得割課税額が10,000円を超え77,100円
以下の世帯に変更になります。保育料はこれまでのC3階層と同額とします。
　新たに、C4，C5階層を設定し、最高階層である、C5階層の保育料を年額96,500円
とし、C4階層については、急激な利用者負担の増加にならないように、年額85,400円と
します。

➋子育てサポート保育料について
　年間利用については、基本保育料と
同額とします。一時利用については、
現在の子育てサポート保育料の日額
650円から、日額800円とします。これ
までと同様にA・B階層は無料とし
ます。

教育
相談室
来所教育相談
から

各月初日における在籍幼児の
属する世帯の階層区分 保育料（月額）

子育てサポート保育料

年間利用（月額）
一時利用
（日額）階層

区分 定　義 第1子の幼児 第2子以降
の幼児 第1子の幼児 第2子以降

の幼児

A 生活保護世帯 0 0 0 0 0

B

区市町村民税非課税世帯
及び区市町村民税のうち均
等割のみの課税世帯（所得
割非課税世帯）	

0 0 0 0 0

C

1
区市町村民税非のうち
所得割課税額が5,000円
以下である世帯

（年額24,760）
2,100

3月分のみ1,660
0
（年額24,760）

2,100
3月分のみ1,660

0 800

2

区市町村民税非のうち
所得割課税額が5,000円
を超え10,000円以下で
ある世帯

（年額37,150）
3,100

3月分のみ3,050
0

（年額37,150）
3,100

3月分のみ3,050
0 800

3

区市町村民税非のうち
所得割課税額が10,000
円を超え77,100円以下で
ある世帯

（年額74,300）
6,200

3月分のみ6,100
0
（年額74,300）

6,200
3月分のみ6,100

0 800

4

区市町村民税非のうち
所得割課税額が77,100
円を超え211,200円以下
である世帯

（年額85,400）
7,100

3月分のみ7,300
0
（年額85,400）

7,100
3月分のみ7,300

0 800

5
区市町村民税非のうち
所得割課税額が211,200
円を超える世帯

（年額96,500）
8,000

3月分のみ8,500
0
（年額96,500）

8,000
3月分のみ8,500

0 800

[問い合わせ先]　学務課学校運営支援係　☎︎3578-2111　内線2779

日程 時間 場所 所在地

1月11日（木）

午前10
　～11時

麻布区民協働スペース１，２ 六本木５-１６-４６

1月13日（土） 港区役所　５階５１２会議室 芝公園１-５-２５

1月15日（月） みなとパーク芝浦　
芝浦区民協働スペース　多目的室２ 芝浦１-１６-１

1月16日（火） 高輪地区総合支所　４階会議室 高輪１-１６-２５

1月17日（水） 赤坂区民センター 赤坂４-１８-１３

1月18日（木） 台場区民センター 台場１-５-１

保護者説明会について

保育料改定について、主に区立幼稚園の保護者を対象とした説明会を開催します。

新保育料
（単位：円）

＊小学校３年生以下の兄・姉が同一世帯にいる場合の第２子以降の保育料は無料。
＊小学校４年生以上の兄・姉が同一世帯にいる場合または、ひとり親世帯等の場合（いずれも区市町村民税所得割課税額77,100円
　以下の世帯が対象）は保育料の負担軽減があります。
保育料は４月と９月の年２回算定し決定します。事前に保育料算定に関する調書を提出していただきます。
＊４月～８月の保育料は、平成２９年度の課税額で決定します。　＊９月～３月の保育料は、平成３０年度の課税額で決定します。

港区立教育センター　教育相談室
来所受付：☎︎5791-5682
               〒108-0072　港区白金3-18-2　（旧三光小学校）　　
　　　　　月〜金　午前９時〜午後5時 （祝祭日・年末年始を除く） 
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港郷土資料館

※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29年10月〜 12月

J:COMチャンネル港・新宿
教育委員会情報のお知らせ

土曜体験教室「縄文耳飾りを作ろう！」
内 容 古代のアクセサリーである縄文耳飾りを作り、

港区の歴史について学びます。

日 程 平成30年3月10日（土）午後1時30分～午後3時30分

場 所 三田図書館　３階集会室
対 象 区内在住・在学の小学１年生以上（小学３年生以下は保護者同伴）

定 員 12組
申し込 み みなとコールで平成30年2月21日（水）から3月4日（日）まで受付（先着順）　

※2月21日は午後３時から受付　

「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（10月10日、11月14日、12月12日）、臨時会が6回（10
月24日、11月15日、11月24日、11月27日、11月30日、12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。

◦教育行政に関する個別計画（学校教育推進計画ほか）の素案について
◦区立幼稚園の保育料改定について
◦港区立郷土歴史館指定管理者候補者の選定について
◦生涯学習施設・スポーツ施設の管理運営の方向性について

〔問い合わせ先〕　庶務課　☎︎3578-2714

〔問い合わせ先〕　生涯学習推進課生涯学習係　☎︎3578-2743

〔問い合わせ先〕　生涯学習推進課スポーツ振興係　☎︎3578-2747

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
きたすことになります。
　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　☎︎3578-2735

　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、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。

ケーブル
テレビ

施設保守点検等のため
臨時休館します。

港南・本村・赤坂小学校 木・金曜日
午後5時～ 8時 土・日曜日及び

利用日が祝日と重なる日
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

御成門中学校 火～金曜日
午後6時30分～ 8時30分

高松・高陵中学校 木・金曜日
午後6時30分～ 8時30分

お台場学園港陽中学校

土・日曜日
（平日は開放していません。）

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

夏季休業日（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

特定天井の耐震化対策工事のため、下記のとおり屋内プール開放を休止します。
学　校 休止期間

お台場学園港陽中学校 平成30年2月9日（金）まで
御成門中学校 平成30年3月9日（金）まで

　利用者の皆様には、大変ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたし
ます。
　利用時間は学校行事等により変更がありますので、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。

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・年末年始・特別整理期間

〒108-0014　港区芝5-28-4 三田図書館4階　電 話：3452-4966

生涯学習センター
平成30年 ４月16日（月）、 ５月21日（月）、６月18日（月）、
　　　　 ７月16日（月・祝）、８月20日（月）、９月17日（月・祝）、
　　　　  11月19日（月）、12月17日（月）
平成31年 １月21日（月）、 ３月18日（月）

青山生涯学習館 平成30年６月11日（月）、９月10日（月）、12月10日（月）、
平成31年 ３月11日（月）

生涯学習施設の臨時休館

1月11日～20日 区立幼稚園紹介　「麻布幼稚園」

1月21日～31日 区立幼稚園紹介　「芝浦幼稚園」

2月  1日～10日 区立幼稚園紹介　「三光幼稚園」

2月11日～20日 区立幼稚園紹介　「本村幼稚園」

 2月21日～28日 区立幼稚園紹介　「港南幼稚園」

  3月  1日～10日 区立幼稚園紹介　「青南幼稚園」

 3月11日～20日 区立中学校紹介　「六本木中学校」

学校屋内プール開放 港区在住・在勤者の方に一年を通して開放しています。
身近な学校屋内プールをご利用いただき、

健康づくりにお役立てください。

         利用日及び利用時間　　   　　利用料金　　
　2時間：大人 500円、小学生・中学生・高校生 100円
　3歳以上の未就学児、65歳以上（区内在住）、障害者（区内在住）は無
料です。
　※毎月第1・3日曜日は、区内在住の皆さんは無料です。
　※毎月第2・4土曜日は、区内在住の小学生・中学生・高校生は無料です。

　　  対　象　  　
　区内在住・在勤者
　※プールを利用するときは個人登録証が必要です。（中学生以下は不要です。）
　※個人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。

【利用にあたって】
●水着と水泳帽を着用してください。
●浮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乳幼児は、プールに入場できません。
●小学3年生以下の利用は、プールに一緒に入っていただく大人（高校生
以上）の付き添いの人が必要です。付き添いは大人1人につき、子ども2
人までです。
●中学生以下の夜間の利用は、プールに一緒に入っていただく大人（高校
生以上）の付き添いの人が必要です。
●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。

平成30年


