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本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 26036-2435

03-5472-3710
ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」でお答えします。

午前7時～午後11時（年中無休）
FAX:03-5777-8752

E-Mail: info@minato.call-center.jp

　　　　　　  編集部では
全員がボランティアで参加
する区民編集委員と芝浦港
南地区総合支所のスタッフ
が協働して、企画・編集して
います。より良い誌面を作る
ため、地域の皆さまのご意
見・ご要望をお待ちしており
ます（送り先は下記へ）。

　先日、知らない街で地
図を片手に見ながら歩
いていた処、後ろの公園

からゴーというスケボーの音と共に
小学校低学年くらいの少女2人が
近寄ってきました。「どうしたんで
すか？」と一緒に道を探してくれま
した。後刻の帰路、公園にさしかかっ
た際にはもう少女たちはいませんで
したが、「有難う助かったよ、優しく
素敵な女性になってね‥‥」こんな
ことが言いたかったなァと後悔して
います。

田井中 功次

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部
〒105-8516 港区芝浦1-16-1
電話 : 6400-0031　FAX : 3452-4902
Eメール ： 
sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp
※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・電話
番号等の個人情報は、作品の返送および事務連絡
に利用します。また、取扱いについては港区個人
情報保護条例に基づき、適正に管理します。

芝浦港南地区 総合支所だより

芝浦港南地区
子育てあんしんプロジェクト

保健師、助産師、栄養士、心理相談員によるプロジェクトチーム
が、次の施設で子育てに関するお話やアドバイス、悩みや
心配の個別相談をしています。対象者は、0歳から入園前
までのお子さんとお父さんお母さんです。気軽に育児相談
や友達づくりができる場ですので、ぜひご利用下さい。

月　日 開催場所 時　間 内　容

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ（1コース 第1回目）
対象：２６年１１月～27年2月生まれの方4/ 8 （水）

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ（1コース 第2回目）5/20（水）

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ（2コース 第1回目）
対象：平成27年1月～4月生まれの方6/10（水）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談4/22（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談4/30（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談5/13（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談5/21（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談6/24（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談6/25（木）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談 

②計測・相談4/ 9 （木）

港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談4/15（水）

①こうなん保育園　②ゆとりーむ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談
②計測・相談4/20（月）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談

②計測・相談5/ 7 （木）

①こうなん保育園　②ゆとりーむ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談
②計測・相談5/18（月）

港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談5/27（水）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談

②計測・相談6/ 4 （木）

①こうなん保育園　②ゆとりーむ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談
②計測・相談6/ 8 （月）

港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談6/17（水）

台場分室多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談4/13（月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談4/27（月）

①台場保育園 ②台場分室多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談
②計測・相談5/11（月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談5/25（月）

①台場保育園 ②台場分室多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測・相談
②計測・相談6/ 1 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談6/15（月）

※育児相談の受付は、終了時刻の30分前とさせていただきます。
※あいぷら、プラリバ、台場児童館では毎月心理相談員がスタッフとして参加しています。
※天候、施設等の都合により、日程・時間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
※かるがもくらぶ（予約制）：芝浦港南地区にお住まいで、みなと保健所主催のうさちゃんくらぶに参加できなかった方、2人目以降の方を対象
にしています。保育はありません。上のお子様はお預けになられてからお越しください。

平成２７年4月～6月

問合せ  区民課保健福祉係  電話 ： ６４００－００２２

喜家村 麻美 仲村 淳子 大島 孝康

べいあっぷ編集部

奈良 信一 松浦 奈緒子

田井中 功次

西田 浩一

宮尾　賢 石井 弘子

問合せ  協働推進課地区政策担当　電話 ： 6400－0013

編 集編 集
後 記後 記

　9月に開催予定の水辺
フェスタ～地域対抗ボート
レース大会を一緒に企画し、
盛り上げていただける実行
委員を募集します。

対象　芝浦港南地区（芝浦、海岸2･3丁目、港南、台場）在住・
在勤・在学者

内容　イベントの企画・運営※報酬等の支払はありません。
人数　10人程度※会議の開催は、原則として平日の夜間

（4回程度の予定）
申込　電話で、4月3日（金）までに、みなとコール（午前9

時～午後5時受付）へ。TEL：5472-3710

みなとパーク芝浦
施設案内
みなとパーク芝浦特集 …………2‒3

［連載］がんばれ、 フレッシュマン先生！
港区ベイエリアイベントリポート
子育て応援特集
読者ギャラリー
環境リポート
ベイエリア・パワーアッププロジェクト活動報告
ベイエリアイベントカレンダー
総合支所だより

◆次号（第36号）は平成27年6月下旬発行予定
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人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

芝浦港南地区情報誌 芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

平成27年3月

第35号
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　すべての窓口を1フロア
に配置し、快適な待合ス
ペース、授乳室等を設けて
います。

芝浦港南地区総合支所

各施設のご案内

　港区最大規模の複合施設「みなとパーク芝浦」が、昨年12月22日
にオープンしました。
　今回は、できたての「みなとパーク芝浦」をご紹介します！

みなとパーク芝浦は…東日本大震災を踏まえた大幅な防災機能の強化を図っ
たほか、建物への様々な先進技術の導入や国産木材を積極的に活用した二酸化
炭素削減への取り組み、基本構想の段階から区民参画により計画を策定したこと
など、区民の皆さんが末永く誇れる施設です。

みなとパーク芝浦 オープン！！

み な と パ ー ク 芝 浦 特 集

　区民の消費生活の向上をめざす施設として、消費者トラブル
に適切なアドバイスを行う「消費生活相談」や、より多くの方に
注意喚起するために啓発紙などを発行する「消費生活情報提供」
などを行っています。また、「消費者教育」では、消費者問題に
対応するための講座などを行っています。

消費者センター1F

　建物全体に木材が多く使用されており、木の温もりが感じられます。
至る所に木が使用されています！

屋内に木が！

　区民が健康でいつまでも自分らしくいき
いきと暮らせることをめざして開設した、
23区初の介護予防を専門に行う施設です。
（1）介護予防プログラムの開発・提供 
（2）個別で継続的な健康のサポート 
（3）地域の介護予防活動のサポート 
（4）介護予防に関する研修の実施 
（5）介護予防に関する情報の提供
が活動の柱です。

介護予防総合センター「ラクっちゃ」 2F

男女平等参画センター「リーブラ」

2F

新規施設

1F・2F

港区スポーツセンター 3F~8F

困ったときは総合案内へ！

コンビニエンスストア
「ローソン」が入りました！

各種証明書を全国のコンビニエン
スストア（コンビニ）で取得できる
サービスが始まりました！
　コンビニ従業員を介することなく
取得できます。証明書用紙にも偽
造・改ざん防止対策が施されてお
り、安心して利用できます。
※詳しくは、区ホームページやお近くの総合
支所へお問い合わせください。

　各種手続きも銀行
の用事もみなとパー
ク芝浦で済みますね！

銀行ATMがあります！

　カフェ・レストランです。主に知的障がい者のスタッフが地域での
自立を目指し、接客や調理等の仕事に携わっています。

喫茶カフェ・フルール
公共交通機関のご案内

利用時間
月曜日～金曜日
10時45分～ 17時
※臨時休店日があります。

利用時間　　　　　7時～23時
※臨時の全館休館日には利用できません。

利用時間
・ 月曜日～土曜日
  8時30分～22時
・ 日曜日
  8時～21時
※臨時の全館休館日には
　利用できません。

メニュー

　天窓から自然光が降り注ぐ解放的な空間
が広がっています。

入り口を入るとそこには…

電車でお越しの人
・JR田町駅東口徒歩5分
・都営地下鉄三田駅A6出口徒歩6分

　実は…みなとパーク芝浦は、「みなとモデル
二酸化炭素固定認証制度」（※）でアップグ
レード値①の「★★認証」を取得しています！
※国産木材の使用を促すため、延べ床面積5,000平
方メートル以上の建築物に基準値以上の協定木材
（国産木材）の使用を促し、その使用量に相当する
CO2固定量を港区が認証する制度。

アトリウム

栄養・口腔（くう）機能改善室マシントレーニングルーム

窓口カウンター

トレーニングパーク プール

芝浦区民協働スペース

区民ギャラリー

リーブラホール

アリーナ

総合案内

和室

 

三田駅
都営地下鉄浅草線

東京モノレール

JR山手線／京浜東北線

ちぃバス
芝浦港南ルート
「芝浦一丁目」

JR田町駅

田町駅東口

三田
駅都営地下鉄

三田線

至浜松町→

至大門→

←至品川

←至泉岳寺

至白金
高輪

みなとパーク
芝浦

←

東京工業大学附属
化学技術高等学校

バスでお越しの人
・ちぃばす芝浦港南ルート「芝浦一丁目」徒歩4分
・お台場レインボーバス「田町駅東口」徒歩6分
・都営交通「田町駅東口」徒歩7分

一息つきませんか？

　総床面積は2万308.9平方メートル、トレー
ニングパーク、武道場、競技場やプールを
設けた、区内随一の総合スポーツ施設です。

ランチメニュー（11：30～13：30）
　◇パスタセット…700円
　◇カレーセット…700円
　◇ピラフセット…700円
ソフトドリンク各種…250円～
コーヒー・紅茶各種…300円
スイーツ
　◇ホットケーキ…300円
　◇ケーキ各種…350円
　◇ソフトクリーム各種…250円
※メニューを変更する場合があります。

　男女平等参画センター「リーブラ」
は、家庭・仕事をはじめ、子育て・家事・
介護などに関する講座やイベントを
男女平等参画の視点から実施し、男女
平等参画意識の啓発に取り組んでいる
施設です。
　そのほか、専門相談員や弁護士に
よる電話、面接などの相談、学習室等
の貸出などを行っています。
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イベントリポート
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港区ベイエリア

ワールドシティタワーズ自治会主催の防災クルーズ11月24日

　11月24日（月、振替休日）に京浜運河沿いの大型高層マン
ション、ワールドシティタワーズ自治会が主催する「防災クルーズ」
が実施されました。約30人位が乗れるオープンデッキのボート
で、マンションの裏にある乗船場から乗り込み、芝浦港南
地区の運河をクルーズしながら地域の防災体制を学ぶ催し
です。大きな地震発生時、こ
の地区の運河を襲うと想定
される津波の高さは最大
2.7m、これに対し運河の岸
壁は6mの高さがあるので、
津波に対する備えは万全と
のことです。また、この地域

に最近建った高層マンションでは緊急事態発生時に運河に
乗入れるタンカーにより自家発電用の重油が確保される手筈
ができているとのことなど、地域の防災について考える良い
機会となりました。

～運河を廻って地域の災害への備えを学ぶ～

ワインの会芝浦

　1月24日（土）にワインの会芝浦が開催されました。
　このイベントは、芝浦一丁目商店会主催で東京ポートボウル
と同じ建物の4階にある、アーキタンツというダンススタジオで
行われました。
　お酒を片手に、気軽にDANCEとJAZZを楽しむ会。それが、
ワインの会芝浦です！
　プロのダンスを間近でみて、参加者はうっとり。
　会の最後には、参加者も交えてのダンスもあり、会場は大盛
り上がりでした。

～素敵な芝浦の夜を過ごしました～

1月24日

～つきたてのお餅おいしいね！～

芝浦二丁目謝恩餅つき大会12月7日

　12月7日（日）船路橋児童遊園にて毎年恒例の「芝浦二丁目
謝恩もちつき大会」が行われました。
　当日はよく晴れ、子どもから大人までたくさんの人が来場し、
餅をもらうために長蛇の列をなしていました。餅の種類は全部

で5種類。きなこ、あんこ、大根おろし、納豆、のりの5種類が
振る舞われました。
　配布場所のすぐ近くでは、杵と臼を使って餅がつかれ、
子どもたちは興味深そうに、大人たちは懐かしそうに眺めて
いました。

　「がんばれ、フレッシュマン先生！」では、芝浦港南
地区（芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場）内の小中
学校の採用1年目～5年目までの先生に登場してい
ただきます。
　先生になったきっかけや子ども時代のお話など、
普段なかなか聞くことができない先生のお話をお伺い
できるかもしれません！

　第3回目は、芝浦小学校4年2組担任の山内 美波
先生です。
　学生時代、「なんで学校に行くのだろう。」という疑問
を抱いたことがある方は多いのではないでしょうか。
山内先生も同じ疑問をもっていたそうです。
　その疑問に対して山内先生が出した答えとは…？！

サッカー、陸上、ソフトボールなど、スポーツが好きな子どもでした。特にサッカーが大好きで、毎日校庭でサッカーボールを追いかけて走り回っていました。中学校からはクラブチームに所属し、仲間と共に全国大会を目指して一生懸命練習をしていました。

どのような子どもでしたか？

芝浦小学校に来て3年目になりました。芝浦
小学校に来る前は、港南小学校で介助員をして
いました。800人を超えるたくさんの子ども達と
一緒に、毎日楽しく勉強しています。
趣味はスポーツで、ずっとサッカーをしていま

した。芝浦小学校の校庭は人工芝なのでとても
驚きました。芝浦小学校に来てからは、毎年先生
方と一緒に「水辺フェスタ地域対抗ボートレース
大会」や「お台場駅伝競走大会」など、地域の
スポーツ大会に参加することを楽しみにしてい
ます。子ども達や地域の方々が応援してくれると、
力が沸いてきます。

自己紹介

私は学校が大好きな反面、「なんで学校に行くのだろう。」、「塾や習い事だけではだめなのかな。」という疑問をずっともっていました。それがきっかけで、大学で教育学を学ぶことに決めました。大学で勉強するにつれ、学校教育の大切さに気付き、小学校の先生になりたいと思うようになりました。

山内 美波先生

先生になったきっかけは
何ですか？

フレッシュマン先生！

子どもたちへのメッセージを
お願いします。
「なんで学校に行くのだろう。」私は、クラスの
仲間と協力するためだと思います。一人で勉強し
ていても、自分の世界は広がりません。友達と学
び合うことで新たなこと
に気付くことができます。
また、友達と力を合わせる
ことで、一人ではできない
事を成し遂げることもでき
ます。子ども達には、友達
と協力して成長していって
ほしいと思っています。



イベントリポート
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港区ベイエリア

夏みかんマーマレードづくり2月18日

～甘酸っぱい夏みかんの香りと幸せなひとときを～
　芝浦・海岸地域で育った夏みかんで今年もマーマレードを作りました。夏みか
んを皮と袋と実と種に分けて、さらに皮を千切りにして……とマーマレードづくり
は手間のかかる作業が続きます。しかし手間をかければかけるほど出来上がった
ときの喜びはひとしお。今年は例年と比較し収穫
量が少なかったので出来上がりが心配されまし
たが、皆で協力し、無事おいしいマーマレードを
作ることができました。小瓶につめて持ち帰った
マーマレードをトーストにのせて食べるひとときは、
朝のささやかな幸せです。このマーマレードはアイス
クリームに加工して秋の運河祭りで販売されるの
で、みなさんも是非ご賞味ください！

～ツルツル滑って大冒険～

2月9日・10日 第9回雪あそびと雪明かりの夕べ

　港南和楽公園にて、港南子ども中高生プラザ・こうなん
保育園・港南いきいきプラザ共催で「雪あそびと雪明かりの
夕べ」が行われました。
　幼児にとって生まれて初めての冒険だった滑り台チャレンジ

に、泣く子が多かったのは、今年の雪が硬質でツルツル滑りが
よかったせいでしょうか。
　先生に褒められても、しばし気が抜けてポカンとした子も多く、
微笑ましい光景でした。
　親心で一緒に滑った親子はスピード
が出過ぎ、受け手のスタッフも
ハラハラしていました。
　夕方からはみんなで造っ
たペットボトルに灯りがとも
り、遠くの建物からも幻想的
な夜景を楽しむことができま
した。

2月14日・15日 お台場・福島県柳津町交流事業
やない　　づ まち

～ようこそお台場へ！～
　平成23年からお台場地域と交流を続けている福島県柳津町の子どもたちが、2月
14日（土）、15日（日）にお台場にやってきました。
　子どもたちは、福島県柳津町の観光PRの他、お台場学園
の校内見学をした後、お台場の子どもたちとドッヂビーやバス
ケットボールを通じた交流を行いました。その後、柳津町では見
られない海でクルージングを実施し、豊かな自然や歴史に触れ
ました。夜は、イルミネーションに光輝くお台場を堪能し、場所
を移し懇親会を行い、夏に再び会うことを誓いました。翌日は、
フジテレビなどを見学し、柳津町の子どもたちはお台場を後にし
ました。
　交流したみなさんは、時間を忘れて楽しんでいました。

　1月31日土曜日昼下がり、みなと保健所8F大会
議室において港区地域こぞって子育て懇談会が
同実行委員会によって開催されました。会場には
子育て中の人たちと、地
域で応援するよ～という
人たちや学生ボランティ
アなどが地域づくり、家
庭教育などをテーマに
6つのテーマに分れた分
科会が開催され、様々な
意見交換がされました。

　4月からスタートする「子ども・子育て支援新制度」に
合わせて、区立幼稚園の保育料を改定します。

●改定の概要
（1）保育料月額4,800円を、月額6,200円に引き上げ

ます。
（2）小学校3年生以下の兄・

姉がいる場合の第2子
以降の保育料を無料に
します。

（3）入園料を廃止します。

●保育料改定の基本的考え方
（1）基本となる保育料は、区立幼稚園の運営経費や、区内

の私立幼稚園と区立幼稚園の保育料較差、他区との
保育料の比較等を踏まえ、見直しました。

（2）利用者負担の急激な増加を招かないよう、基本とな
る保育料の改定幅は、前回、区が改定した時と同様
に現行保育料の1.3倍を上限としました。

（3）低所得者や多子世帯に配慮した保育料の階層区分を
設定しました。

特集
子育て応援

問い合わせ　学務課学校運営支援係　電話：3578-2779

問い合わせ　子ども家庭支援センター 電話：6400－0090

　4月からスタートする「子ども・子育て支援新制度」に
合わせて、保育園保育料を改定します。

●改定の概要
（1）保育料の算定ベースが所得税から住民税（区民税）

に変わります。
（2）最高階層の保育料を7万4,700円（3歳未満）に引

き上げ、新たに4つの階層を新設します。
（3）保育園や幼稚園に在園する兄や姉がいる場合、第2子

以降の認可保育園、暫定保育施設の保育料を無料に
します。

（4）保育標準時間（11時間）、保育短時間（8時間）の区
分に応じた保育料の設定に変わります（短時間の料
金は、標準時間の1.7パーセント減額した金額です）。

（5）日を単位として実施する延長保育料（スポット延長
保育料）が、収入に応じ5段階の料金設定となります
（1時間あたりの料金を100円きざみで、0円から
400円で設定します）

問い合わせ　子ども家庭課保育支援係　電話：3578-2428
※詳しくは、港区ホームページでご覧になれます。

※詳しくは、港区ホームページでご覧になれます。

区立幼稚園保育料を改定します

保育園保育料を改定します

港区地域こぞって子育て懇談会
～みんなで聞こう・いっしょに話そう～

子育て中のみなさまにお知らせです。



カルガモプロジェクト
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港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトメンバー募集

現代版寺子屋！ 時として子らの駆け込み寺かもしれない現代版寺子屋！ 時として子らの駆け込み寺かもしれない連載コラム

　青山の子どもの城が老朽化で閉鎖したとのこと、各地域
の複合施設が充実し時の流れで以前の役目を終えたという
ことなのでしょうか。核家族化や女性の社会進出で家庭や
学校では担いきれない子らの居場所として児童館は今や
欠かせない存在。そこには保育の場もあり様々な学びや
多種多様な遊び場もあり友達も大勢の職員も居り、子ども達
は無意識に相性のいい職員を選び甘えたり、逆らったりと
気楽に過ごすことができています。今、少子化が進む日本

で、何故か「おもてなし」だけが叫ばれる東京オリンピックは
アッという間、その先50年70年先、今からその兆しが予測
できる、甘くない第二の黒船時代！？を生きる子ども達に何を
教え、何を伝えられるのか、教育に携わる全ての人々にお
考えいただきたいものです。老婆心ながら、地域で、地元
で親だけの私物じゃない子らを見守る義務と責任は、先に
生まれ育てられ命を引き継いで来られた大人が負っている
と思える昨今です。　　　  区民編集委員　石井 弘子

お台場海苔づくり
　お台場学園の総合的な学習の一環として、10年目を迎
えたお台場海苔づくりは、海苔網の回収、摘み取り、加工
などを体験する催しが、2月7日に小学校5年生と地域の
方々により行われました。昨年12月21日にお台場海浜公園
の海中に仕掛けられた海苔網を引き上げると、この網全体
にびっしりと質の良い海苔が生育していました。
　この海苔を手作業で摘み、細かく刻み、紙すきのように
して天日干しにすると、600枚を超す江戸前お台場海苔が

完成しました。
　午後からは海苔の味噌
汁試食、海苔の佃煮づくり
教室なども行われました。

対　　　　象：

活 動 内 容：

芝浦港南地区（芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場）
在住・在勤・在学者等で、会議に参加できる人
①水辺のまち魅力アップ分科会
地域の方々の「まち」への愛着と理解を深めることを
目的として、地域の資源を活用したイベント等を企
画・開催するなど「水辺のまち」の魅力を発信します。
②みどりのあるまちづくり分科会
みどりの創生に向け、地域特性に応じた緑化推進を
行うとともに、ビオトープを利用した学習等を通じて
自然環境への理解と保全への普及啓発を図ります。
③地域情報誌「べいあっぷ」編集部
地域のイベントや地域で活躍する団体や個人の活動等、

活 動 期 間：
申 込 方 法：

申 込 期 限：
そ の 他：

問 合 せ：

地区のさまざまな情報を収集し、地域を知り、人と人との
つながりを深めるための地区情報誌を企画・編集します。
平成27年4月から28年3月まで
郵便番号、住所、氏名、勤務先（学校名）、電話
番号、メールアドレス、希望する部会名を記入し、
ファックス、郵送、持参等で下記問合せ先まで。
3月31日（火）
交通費・報酬の支払はありません。会議の際、
保育を希望する人はご相談ください。応募者多数
の場合抽選です。
協働推進課　地区政策担当　住所：港区芝浦1-16-1
電話：6400－0013　FAX：3452－4902

　芝浦港南地区総合支所は、地域の魅力アップのための活
動、地区情報誌の発行など、地域の皆さんと区がともに考え、
行動する組織「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」を
設置しています。

　運河・海辺という地域資源に恵まれたベイエリアについて、
一緒に考え、地域の魅力を一層高めることを目指し、活動して
みませんか。

「野鳥勉強会」報告

　カルガモプロジェクトでは、11月30日（日）に運河の野鳥勉強会を開催しま
した。この勉強会は、ベイエリア・パワーアッププロジェクトのメンバーが「運河
の野鳥マイスター」になることを目指し、講師を招いて行ったものです。
　野鳥はオスとメスで毛色が異なるばかりでなく、よく似たものも多く、季節
や、繁殖期でもそれぞれ色が変わる、判別することがとても難しい生物です。
そのため、マイスターになるのは相当な慣れが必要のようです。
　当日は、10種類程度の野鳥を観察することができました。

泥谷 隆史さんの作品
「サンタがついた」

台場 にじ子さんの作品
「観測船・南極へ出発！」

小坂 善男さんの作品
「川津サクラ咲くお台場」

次回の締切は
5月8日（金）
必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

松井 陽子さんの作品
「海に沈む夕焼けとお台場の海」

曽我 康彦さんの作品
「お台場レインボー花火」

台場 にじ子さんの作品
「レインボー公園の美しい紅葉」

読者ギャラリー

住所：〒105-8516　※郵便番号だけで届きます
芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部
電話：6400-0031　FAX：3452-4902
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ
・

作品の送付先

芝浦港南地区の人、暮らしを伝える作品をお送りください。応募方法は、
作品にタイトルを添えて、住所・氏名・電話番号・作品の返却希望の有無・
匿名またはペンネーム使用希望の有無を明記の上、べいあっぷ編集部ま
でお送りください。写真はデータでもプリントでもＯＫです。携帯写真で
も大歓迎です。読者のあなたが「べいあっぷ」を盛り上げてください。
※応募いただいた作品については港区の事業で無償で使用させていただくことがあります。

写真のほかにも
俳句やイラストも
募集しています！

生活安全防犯講演会

　2月19日（木）芝浦港南地区安全・美化
協議会は、芝浦港南区民センター 2階集会
室で交通安全・防犯講演会を開催しました。
今回は、自転車の交通安全（高輪警察署）、振り込め詐欺等の
事例紹介（三田警察署）、効果的な手洗い等（みなと保健所）

についての内容で、地域における生活安全の推進のために
役立つ知識や知恵を学ぶことができました。

※お台場海苔は、1月に採取した海苔を検査機関で検査をして、
食品として安全であることを確認しています。



月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所
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港区ベイエリア・イベントカレンダー ※日程は変更になる
　可能性があります。

●
芝
浦
・
海
岸

10：30～11：30 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園4/23・5/28・
6/25（木）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生月のお子様（0～5歳）と保護者対象）

10：30～11：30 芝浦港南区民センター
講習室芝浦港南区民センター5/7・14・21・28・

6/4・11・18・25（木）
私のビタミン講座「五輪で英会話」（問合せ：芝浦港南区民
センター 3769-8864、定員15名（抽選）、要事前申込み）

5月14日10：00～11：30
6月18日10：00～11：00 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園5/14・6/18（木） こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園

5443-7337、定員15名、要事前申込み）

10：00～15：00 トリニティ芝浦緑地芝浦港南区民センター5/24（日） 芝浦港南フリーマーケット（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、出店（無料）は要事前申込み（70店・抽選））

□

10：00開式 芝浦小学校体育館芝浦小学校4/6（月） 入学式（問合せ：芝浦小学校3451-4992、新一年生
保護者・家族・地域の方々対象）

17：00～19：00 芝浦アイランド芝浦アイランド自治会5/23（土） 芝浦アイランドナイトコンサート

20日8：10～11：30　
22日8：10～15：30 芝浦小学校芝浦小学校6/20（土）・22（月） 学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・

地域の方々対象）

10：30～ 港南小学校港南小学校4/6（月） 入学式（問合せ：港南小学校3474-1501、新入生保
護者・家族対象）

15日8：10～15：55
16日8：10～11：55 港南小学校港南小学校5/15（金）・16（土） 学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501、保護者・

地域の方々対象）

11：05～11：55 港南小学校港南小学校5/16（土） 道徳授業地区公開講座（問合せ：港南小学校
3474-1501、保護者・地域の方々対象）

10：00～11：30 港南幼稚園港南幼稚園6月 港南こどもまつり（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児親子対象、自由参加（当日受付））

11：00～12：30 港南幼稚園港南幼稚園6月 かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児親子対象、自由参加（当日受付））

13:00～16:00 芝浦港南区民センター
第一和室芝浦港南区民センター5/27・

6/3・10（水）
「和とエコを学ぶ講座」古布活用ぞうり作り（問合せ：芝浦港南
区民センター3769-8864、定員15人（抽選）、要事前申込み）

14：00～16：00 芝浦港南区民センター
第一、二集会室芝浦港南区民センター6/20（土） 「和のこころ」香道であそぶ（蛍狩香）（問合せ：芝浦港南区

民センター3769-8864、定員28人（抽選）、要事前申込み）

11：00～16：00 港南四丁目高浜運河一帯港南地域連合会4/5（日） 第5回港南ふれあい桜祭り（問合せ：港南ふれあい桜
祭り実行委員会080-3341-8090）

10：00～11：00 港南小学校南門集合港南地域連合会4/25・5/23・
6/27（土） こうなんふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

未　定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ4月 新一年生を迎える会（問合せ：港南子ども中高生プラ
ザ3450-9576、新一年生対象）

8：50～15：00 お台場学園お台場学園6/6（土） お台場学園・にじのはし幼稚園大運動会（問合せ：お
台場学園5500-2572、5500-2575）

未　定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ5月 ぷらっと遊ぶDAY（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、自由参加）

未　定 未　定港南子ども中高生プラザ5月 デイキャンプ（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、対象未定、要事前申込み）

15：00～16：30 お台場海浜公園周辺台場高齢者在宅
サービスセンター

4/15・5/20・
6/17（水）

ノルディックウォーク教室（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
5531-0520、港区在住の60歳以上の方対象、参加費無料、貸ポール有り）

1・7日8：30～15：30
2日8：30～11：30 お台場学園お台場学園5/1(金）・2（土）・

7（火） 学校公開（問合せ：お台場学園5500-2572、5500-2575）

●
港
南

4月～6月

港区港南地域連合会「第5回 港南ふれあい桜祭り」

●
台
場

桜の季節、港南地域をあげて「第5回 港南ふれあい桜祭り」を催します。
多くのみなさんのお出かけをお待ちしています。

日 時
場 所
催 し

フリーマーケット
主 催
問 合 せ

：平成27年4月5日（日）午前11時～午後4時
：高浜運河東岸（御楯橋から楽水橋の一帯）
：満開の桜を楽しむ「お花見会」
  「地域有志によるステージイベント」「模擬店」「物販店」「フリー
マーケット」「防災コーナー」他
：港南ふれあい桜祭りでは、フリーマーケットを開催します。
：港区港南地域連合会
：港南ふれあい桜祭り実行委員会　電話080（3341）8090

9:30～11：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園5/20・27・
6/10・17（水）

りんごちゃんくらぶ（未就園児の会）（問合せ：芝浦幼
稚園3452-0574、未就園児親子対象、当日受付）

未　定 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ5月または6月 高齢者対象バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プ

ラザ5443-7338、港区在住の60歳以上の方対象、要事前申込み）

9：00～11：50 芝浦幼稚園芝浦幼稚園6/20（土） 幼稚園公開・心を育てる教育講座（問合せ：芝浦幼稚
園3452-0574、保護者・地域の方対象、当日受付）

未　定 台場児童館台場児童館4月・5月・6月 かもん亭（問合せ：台場児童館5500-2363、中学・
高校生対象）

13：30～15：00 台場児童館台場児童館4月中旬 1年生歓迎会（問合せ：台場児童館5500-2363、小学
1年生対象）

11：00～11：30 台場児童館台場児童館4月下旬
5月・6月未定

かもめキッズぷち　らっこグループ（問合せ：台場児
童館5500-2363、生後4ヶ月～10ヶ月対象）

11：00～11：45 台場児童館台場児童館4月下旬
5月・6月未定

かもめキッズぷち　ぺんぎんグループ（問合せ：台場
児童館5500-2363、1歳8ヶ月～2歳4ヶ月対象）

11：00～11：30 台場児童館台場児童館4月下旬
5月・6月未定

かもめキッズぷち　あひるグループ（問合せ：台場児
童館5500-2363、歩き始め～1歳7ヶ月対象）

11：00～11：45 台場児童館台場児童館4月下旬
5月・6月未定

かもめキッズぷち　かもめグループ（問合せ：台場児
童館5500-2363、2歳5ヶ月～就学前対象）

15：00～17：00 台場児童館台場児童館4/8（水）・9（木） 一輪車講習会（問合せ：台場児童館5500-2363、小
学1年生以上対象）

15：00～17：00 台場児童館台場児童館4/10（金）・13（月） 初心者ローラー講習会（問合せ：台場児童館5500-2363、
小学1年生以上対象）

15：00～17：00 台場児童館台場児童館5月 春のお楽しみ会（問合せ：台場児童館5500-2363、
小学1年生以上対象）

10：30～12：00
（5/12は、11：40からおはなし会） にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園5/12・26・

6/16（火）
にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
未就園児対象）

未　定 台場児童館台場児童館5月 1・2・3タイム（問合せ：台場児童館5500-2363、
小学1・2・3年生対象）

未　定 台場児童館台場児童館5月 3・4・5タイム（問合せ：台場児童館5500-2363、
3・4・5歳児対象）

未　定 台場児童館台場児童館6/20（土） ビーチフェスタ&お台場運動会（問合せ：台場児童館
5500-2363、地域の方対象）

10：00～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園6/24（水） にじっこ祭り（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
園児・未就園児親子対象）

未　定 台場児童館台場児童館5月 ビーチサッカーグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生以上対象）

月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所

11：00～15：00 南浜町児童遊園芝浦一丁目商店会・
芝浦一丁目町会（共催）6/7（日） 芝浦一丁目町会こども祭り

港区暮らしのガイド2014の訂正について

ブックスタート（1歳の誕生日まで）
BCG（生後1歳未満）
4種混合
小児用肺炎球菌ワクチン（生後2カ月～5歳未満）
麻しん・風しん（1期）
保健予防課保健予防係

新宿2-15-27　第3ヒカリビル5階

相談・教室

申し込み・
問い合わせ

予防接種

（1）

（2）

正

●問い合わせ：区長室広報係　☎3578-2036

詳しくは区ホームページをご覧ください。
http://www.city.minato.tokyo.jp

　平成26年11月に発行した、｢港区暮らしのガイド2014｣
の掲載記事に誤りがありましたので、お詫びして訂正しま
す。皆さまにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ありません。
▶対象記事　（1）子育てカレンダー（P56・57）
　　　　　　（2）手話通訳・要約筆記の派遣（P119）
▶訂正内容　表のとおり




