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芝浦港南地区 総合支所だより

※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。

問合せ  芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係　電話 ： ６４００－００２２

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 27017-2435

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

宮尾 賢
石井 弘子
松浦 奈緒子
水野 武光

西田 浩一
仲村 淳子
北山 佳代子
小林 紀雄

べいあっぷ編集部

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。

　　　　　　   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）。

本誌のバックナンバーは港区ホーム
ページで閲覧することができます。
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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1回目
対象：27年11月～28年2月生まれの方 4 /13（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2回目 5 /18（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1回目
対象：28年1月～4月生まれの方 6 /15（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 / 7 （木）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 4 /28（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 /19（木）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 5 /26（木）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 6 /23（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 /30（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 /14（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 4 /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 4 /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 5 /12（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 /16（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 /25（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 / 2 （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 /13（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 /22（水）

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

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 4 /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 5 / 9 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 5 /23（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 / 6 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 6 /27（月）

　港区に移り住んで10年が経過し、

港区の良さが分って来たところで区

の行政活動として重要な広報活動の

手伝いをさせて貰えることに誇りを

感じております。港区は住民との繋が

りを大切にして行政を行っている区で

ある事を常日頃実感しています。常に

住民同志の交流を大切にしていること

を港区住民として感謝をしています。

「べいあっぷ編集」という役割を通じ

て、区の行政活動の一端をお手伝い

出来ればと願っております。
小林 紀雄

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。

平成２8年4月～6月

編編 集集 後後 記記

雪あそびと雪明りの夕べ（港南和楽公園）雪あそびと雪明りの夕べ（港南和楽公園）

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28年3月

第39号

［新連載］

ベイエリア 
橋をめぐる物語
第一回「鹿島橋、香取橋、霞橋」 …2
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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
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総合支所だより

◆次号（第40号）は平成28年6月下旬発行予定
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　本年4月1日から、「障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」
が施行されます。
　この法律は、行政機関等や民間事業者に対し、
障害を理由とする「不当な差別的取扱いを禁止」
するとともに、障害のある人が日常生活や社会
生活を送る上での「社会的障壁」を取り除く、
「合理的配慮の提供」を求めています。
　地域全体で障害を理由とする差別をなくし、
障害のある人もない人も、お互いの人格と個性を
尊重し、支え合いながら、ともに生きる地域社会
の実現をめざしましょう。

○不当な差別的取扱いの例
　・障害があるという理由だけで、サービスの提供
や入店を拒否する。

○合理的配慮の提供の例
　・段差がある場合に、車椅子利用者にキャス
ター上げ等の補助をする。

　・筆談、読み上げ、手話等の手段を用いて説明等を行う。
　・周囲の人の理解を得た上で、申請手続き等の
順番を入れ替える。

法の規定

行政機関等
民間事業者

不当な差別的取扱い
禁止
禁止

合理的配慮の提供
法的義務
努力義務

障害者差別解消法が施行されます

問合せ　障害者福祉課障害者福祉係　電話：03-3578-2670　FAX：03-3578-2678



ベイエリアベイエリア

橋をめぐる物語橋をめぐる物語
新連載!新連載!

お台場餅つき大会12月26日

　12月26日（土）台場児童館前の広場にて毎年恒例となりました、「お台場餅つき大会」
が行われました。当日は良く晴れ、お台場地域の子ども達から大人まで多くの方が訪れ

ました。餅つきでは、「よいしょ！ よいしょ！」という
掛け声に合わせて、杵を振り上げ、餅を返し2人
が息を合わせながら力強くついていました。
　お供え餅作りでは、ついた餅をよくこねながら、
講師の指導を受け、参加者が世界に一つだけ
しかない「お供え餅（鏡餅）」を作りました。
　また、希望者に
はお餅を振る舞
い、きなこ、あんこ、

しょうゆなどいろいろな味付けを楽しみながらお餅を食べ
ていました。
　参加したみなさんは、師走のあわただしいなか、楽しい
ひとときを過ごしていました。

～みんなでお供え餅を作ろう！～

初日の出（都立芝浦南ふ頭公園）1月1日

～2016年 最高の幕開け～
　毎年元旦、都立芝浦南ふ頭公園が特別開放され、レイン
ボーブリッジの下から初日の出を見ることができます。
　2016年1月1日午前6時00分、辺りはまだうす暗く、公園に

集まっていたのはほんの
数人。寒さに震えながらも
初日の出を楽しみに待って
いると、少しずつ、少しず
つ、お台場の空が明るくな
り、その瞬間はあっという
間にやってきました。
　6時55分頃、上空から
歓声が聞こえてきました。
頭上にはオレンジ色の光
に照らされているレイン
ボーブリッジ。それを見る
と、もうすぐ我々のもとにも
初日の出が！ という期待で
胸がいっぱいになりまし
た。間もなくして、お台場
の建物の横からこちらを
覗き見るかのように、ゆっく
りと太陽が顔を出しまし
た。湧き上がる歓声の中、
写真撮影する人のスマホ

やデジカメの脇から、美しい初日の出に見惚れること数分、
ふと我に返ると、集まっていた人の多さに驚愕しました。なんと
この日は600人を超える人が集まっていたのです。
　天気も良く、美しい初日の出を見ることができた2016年の
幕開け。
　どんなことがあっても変わらず昇る太陽のように、転んでも
立ち上がれる勇気と根性を兼ね備え「今年もまた頑張ろう！」
と、そんな気持ちがこみ上げてきました。
　皆さんも来年はぜひ初日の出を見に行ってみてはいかがで
しょうか。
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イベントリポート港区ベイエリア

午前6時10分頃の様子

会場に集まった多くの人

ライトアップされたレインボーブリッジ

初日の出

　芝浦港南地区の運河には多くの橋が架けられ、この
地域に暮らす人々、働く人々にとってとても大切な役割
を果たしています。
　「ベイエリア 橋をめぐる物語」では、芝浦港南地区に

ある39の橋の一部を、毎号少しずつ紹介していきます。
また、橋だけでなくその周辺地域の特徴もピックアップ！ 
運河と海のまち、芝浦港南ベイエリアの景観の象徴とも
いえる39の橋と地域の魅力を再発見しましょう！

　第1回目は鹿島橋、香取橋、霞橋です。この三つ
の橋は上から見るとカタカナの「コ」の字のように
繋がっています。数多い運河と橋で囲まれた芝浦港
南地区でも、ユニークなフォームを形作っています。
　霞橋と香取橋が交わる角には芝浦地区の名物
「夏ミカンの木」が真冬でも青々とした葉を繁らせ、
いくつかの夏ミカンが実っています。周囲を新しい高層ビルとモノ
レールの軌道に囲まれた極めて都会的な風景の中でこのような自然の
営みが続いていることは一服の清涼剤といった趣を感じます。また「コ」
の字の縦の部分に当たる香取橋の欄干にたたずんで北の方角に目を
やると何体かの楽器を抱えた人物像（リバーサイドトリオ）が眺められ
ます。現代のストリートアートの典型的な作品と言えるでしょう。
　旧東京ガス（株）敷地沿いの新芝運河沿緑地には10基のガス燈が
立ち並び、夕暮れになると自動的に灯ります。同緑地は、かつてガス生産
の原料だった石炭の積み下ろしに利用されていたことから、ガス燈が
設置されました。時代の変遷と共にこの周辺
では大規模な再開発が進んでいます。既に
「みなとパーク芝浦」、「愛育病院」、「しばうら
保育園」などの施設が完成しています。鹿島橋、
香取橋、霞橋周辺における田町駅東口の開発
がすべて完了し、オープンした暁には、行政、
医療、商業などの機能を兼ね備えた芝浦港南
地区の発展のシンボルとなることでしょう。

鹿島橋、香取橋、霞橋

今と昔を比べてみよう！ 
　　　　　 何が違うかな？

鹿島橋（かしまばし）
昭和5年3月竣工　長さ35.6ｍ　幅17.2m
（平成28年3月現在　掛替工事中）

霞橋（かすみばし）
昭和35年6月竣工　長さ39.0ｍ　幅10.7m

香取橋（かとりばし）
昭和36年3月竣工　長さ27.0ｍ　幅10.2m

昭和56年
香取橋より霞橋を望む

現在
どんな景色が見えるかな？
想像して出かけてみよう！

大正11年
香取橋より霞橋を望む

？

鹿島橋鹿島橋

香取橋香取橋

霞橋霞橋

みなとパーク芝浦

愛育病院

しばうら保育園

夏みかんの木

新芝
運河
沿緑
地

リバーサイド
トリオ

芝浦公園 予定地
（平成２８年３月現在工事中）

芝浦公園



雪あそびと雪明りの夕べ
～寒くなんてないよ！ 雪で遊んで体ポカポカ～

1月18日・19日
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～色も香りも味も良し！ 今年も美味しいマーマレードができました！～

1月21日・25日 夏みかんマーマレードづくり

1月16日・2月6日 お台場海苔づくり
～人と人とがつながる海苔づくり～

福島県柳津町との交流2月13日・14日

　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13日（土）・14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
の農産物PRや物産市の手伝いを行い、お台場学園の校内見学後、お台場の
子どもたちとバスケットボールを通じたスポーツでの交流を行いました。そして、船に
乗りクイズ大会を行いながら、海上からの景色を堪能
しました。夜は、場所を移し懇親会を行い、子どもたち
同志親睦を深めました。参加者は、別れを惜しみなが
ら夏に再び会うことを誓いました。翌日は、みなとパーク
芝浦やフジテレビを見学し、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。

　お台場海苔づくりは、お台場学園の総合的な学習の一環として、
海苔網の回収、摘み取り、加工などを体験する催しが小学校5年生
と地域の方々により行われました。昨年12月19日にお台場海浜公園
にひび（支柱）を立て、「ひび」に網を張り付けました。海苔網を引き
上げると、そこには網全体にびっしりと生い茂った海苔が生育して
いました。

　質の高い出来栄えに育った海苔を昔ながらの手作業で摘
み、海苔すきを行い板海苔に加工し、これを校門で天日干し
にすると600枚を超す江戸前のお台場海苔が完成しました。
　なお、1月に実施した中間刈取りの際に採取した海苔で
食品検査等を実施し、食品としての安全性を確認しています。
　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。

～ようこそ！ お台場へ～

イベントリポート港区ベイエリア

　毎年恒例となった
港南和楽公園での雪
あそびと雪明りの夕べ、
今年は開催日である
18日（月）未明から、関東地方は大雪に見舞われました。朝に
は雪から雨に変わり、設営開始が遅れたものの、午後には青空

が広がって、この日を楽
しみにしていた子ども達
も大はしゃぎ。すべり台
では最後まで転ばずに
滑り降りるために、持ち
前のバランス感覚を駆使
して颯爽と滑り、「楽し
かった！」と声高らかに

お母さんに報告する姿や、少し怖かったのか泣きそうになって
しまう子どもなど、たくさんの表情で溢れていました。
　また、会場ではホットカルピスや甘酒等が配られ、子ども達
はもちろん、お母さんお父さんも美味しそうに飲み、冷たくなっ
た体を温めていました。
　夕方過ぎには、手作りの
ランタンが雪の周りに飾ら
れ、美しくライトアップされて
いました。自分の作ったラン
タンがどこにあるのか必至
で探したり、友達の作った
ランタンを発見してその友
達に報告する
様子からは、
この日のため
に真剣にラン
タンを作った
子ども達を想
像することが
できました。

みなとパーク芝浦見学
記念撮影

クイズ大会

スポーツ交流

　1月21日（木）午前10時から、集まった参加者20名で夏みかんの収穫を行いました。収穫
場所はシーバンス重箱堀際の植込み。昨年よりも大きくて鮮やかな色の夏みかんがたくさん実っ
ていました。太陽の子シーバンス保育園の子ども達も駆けつけてくれて、夏みかんの爽やかな
香りが漂う中、大人達は高枝切りバサミを使ったり木に登ったり、子ども達は小さな手で懸命に
夏みかんを運び、約1時間、笑顔の絶えない楽しい収穫となりました。

　そして1月25日（月）には、
収穫した夏みかんを使って
マーマレードづくりを行いま
した。午後1時からの回と
午後6時からの回に分か
れ、総勢43名の方が
参加しました。マーマ

レードづくりは手間はかかるけれど、誰でも簡単に作ることができます。夏みかんを皮と
実と種に分け、皮をきざんだ後に3回茹で上げ、実と併せて煮込み、種を水に漬けこ
むことでできたとろみ・砂糖を使って味の調整をしていきます。毎年参加しているリピー
ターも多く、参加者同士で手順や役割を確認しながら調理がすすんでいきました。
　出来上がったマーマレードは、持参した小瓶に詰めて持ち帰ることができます。
参加された皆さんは、自分で作ったマーマレードを自宅で堪能し、ささやかな幸せを
感じたことと思います。



うさぎのHoneyさんの作品
「積み木？レゴブロック？」

泥谷 隆史さんの作品
「芝浦北地区再開発（TGMM芝浦プロジェクト）始まる！」

松岡 栄子さんの作品
「朝日の出た瞬間の不思議な雲の流れ」

泥谷 隆史さんの作品
「わぁ…かっこいいぞぉ…！」

台場 にじ子さんの作品
「お台場マラソン大会」

次回の締切は
5月6日（金）
必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジと東京タワー」

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！

平成27年度「知生（ちい）き人養成プロジェクト」全8回の講座を修了しました

　平成27年10月から平成28年1月まで、「知生（ちい）き人養成プロジェクト」の講座を全8回
実施しました。
　このプロジェクトでは、芝浦港南地区の在住者、在勤者、在学者を対象として、地区内に
キャンパスを有する東京海洋大学及び芝浦工業大学と連携しながら、地域の多種多様な
情報を学んでいただきました。
　今年度は、運河やまちを巡るワークショップ、顕微鏡による海洋生物観察、港の歴史に
関する学習などの講座を開催し、地域に関する知識を習得することで、受講生自らが新たな
「まち」の魅力を発見するとともに、「まち」の将来を考えるきっかけとなりました。
　当プロジェクトを通じて、受講生が大学と地域をつなげるサポート役や総合支所が実施する
「参画と協働」の取組の担い手となり、地域の魅力を伝え、繋ぎ、創る新たなコミュニティ形成
を推進できるよう、人材の育成を目指しています。
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読者ギャラリー

　1月30日（土）男女平等参画センター（リーブラ）にて、「港区地域こぞって
子育て懇談会」が開催されました。この懇談会は、地域の子育て・子育ち
環境向上のために、子育て中の人はもちろん、「子育て中の人たちを地域で
応援するよ～」という様々な立場の人々が集う場です。
　はじめにホールにて全体会を行った後、5つの会場に分かれて井戸端会
議を行いました。

①多世代・地域・つながり
　～10代と話そう！ 子どもっていつから大人？～
　港区の中高生と様々な世代の大人達が、共に語り
合って理解を深める場です。子ども達に「もっとこうしな
さい」と諭すのではなく、「こんな考えをもっているんだ」と
互いに理解を深めようと本音で語り合う姿がありました。

③＜大学生企画＞子どもの孤立
　～大人が知らない子どもの実態～
　子どもが子どもらしく過ごせているのか、子どもの社
会的な孤立の実態を「子どもの心」を残した「大人目線」
の大学生が、様々な事例を挙げて報告を行いました。

私たちの気づかないう
ちに都心の子ども達は
寛ぐことのできる居場
所を失ってきているこ
とについて、考えるきっ
かけとなりました。

④就学前の子どもとのすごし方
　～ライフスタイルの違いをこえて～
　仕事で忙しい毎日、限られた時間の中で子どもとどう
すごしているか、語り合いました。育休を取得した男性、
保育園ユーザー、幼稚園ユーザーなど、子育て経験者
の話を聞きながら、
参加者は自分の立
場と置き換えて真
剣に語り合い、今
後のための貴重な
時間になったと思
います。

⑤小学生になるとどう変わる？どう変わった？
　～知りたい！話したい！～
　小1の壁！？ に惑わず自分なりに対応できるよう、「楽し
い小学校生活」にする疑問や知恵、情報を交わし、共感
する場です。先輩パパママやPTA、学童クラブの方と
共に話をして、入学前にできること等について考えました。

②＜親子参加型企画＞み～んな集まれ！
　ふれあい遊びを楽しもう☆
　乳幼児とふれあうための
アイディアとヒントが満載の企
画。おもちゃがなくても楽しめ
る遊びはいっぱいあります。
親子だけでなく、子どもとふ
れあいたい人や遊びのレ
パートリーを増やしたい人な
どが参加し、笑顔あふれる時
間を過ごしました。

　約2時間程度の井戸端会
議後には、「インストゥルメン
ト・フォー・チルドレン」による
音楽や楽器演奏を通じて心
身のリフレッシュをはかる心
豊かな体験をすることができ
る交流会が行われました。小
さな子どもから大人まで、み
んなで体を動かしたり歌った
りして、素敵な時間を過ごし、
「港区地域こぞって子育て懇
談会」は幕を閉じました。

特集
子育て応援 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～

■問合せ　
芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当　TEL：6400－0013　FAX：03－3452－4902

平成28年度も、
新たに受講生を募集します
ので、興味のある方は、
是非お申し込み
ください！！！　
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環境リポートべいあっぷ 港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

20メートルの巨木で大鷹が子育てする神宮～百年の森20メートルの巨木で大鷹が子育てする神宮～百年の森連載コラム

　1915年、何もない広大な荒れ地に線路を引き、日本全国
から365種 10万本もの木を運び耕し植林した先人達、
その叡智と汗の結晶で五年もの歳月をかけ完成した、
東京ドーム15個分（70万㎡余）の明治神宮、昨年
その静寂なもう一つの社に、様 な々分野の専門
家による調査団が入り生態系の調査を
行ったとの報道がありました。
　人手を懸けず自然のまま百年の時を経たその
社で、20メートルの常緑樹244本、関東タンポポ、
ミナミメダカ等の絶滅危惧種やコゲラや大鷹など50種の野鳥、

3千種類もの動植物が確認されたそうです。有名な青山の
銀杏並木は北参道、絵画館や神宮球場もある賑やかな
この都心で！！ と驚きました。百年前、世紀の大事業に取
り組み携わった有名無名の大勢の誇るべき日本人
達、その由来や歴史を球場や原宿に集う若者や
子ども達は知っているでしょうか。4年後の東京
オリンピック・パラリンピックで、歓声に沸く新国立
競技場の天空を、誇らしげに悠然と舞う大鷹！

　想像するだけで楽しくなりませんか。
区民編集委員　石井 弘子

こうなんふれあいクリーン作戦

　1月23日（土）、10年に1度の大寒波が訪れたというこの日、
午前10時から「こうなんふれあいクリーン作戦」は始まり
ました。
　今年で8年目となるこのイベントは、元々は20年以上も前
から学校の行事として子ども達が行っていたものだそう
です。今では港南地域連合会やPTAの皆さんをはじめ、
港南小学校や港南中学校の生徒、周辺地域の方々が多数
参加する、月一回の活気あるイベントとなっています。
　この日は子ども37名、一般の大人の方が34名、その他
子どもの保護者等含めると、100人前後の方々が参加し、
約1時間の清掃活動を行いました。
　清掃エリアの指定はなく、受付を済ませた後にごみ袋と

トングを握ると、学校の周り
や公園の中、ごみがよく散
乱している場所等、皆さん
思い思いの場所へ自由に
移動し地域の美化活動に
励みます。

　また、名称にもなっているとおり、人と人の〝ふれあい″が
あります。小さな子どもから、清掃活動ベテランのご年配の

方まで、幅広い世代の方々
が声を掛け合いながら活動
する姿からは、地域の強い
一体感を感じました。自分
のまちを清潔にするんだ！ と
いう想いはもちろんのこと、

ただそれだけではなく、「お友達に会いたい」「お話しなが
らみんなで一緒に活動すると楽しい」「また参加したい！」
等々、様々な想いが膨らむ様子が見てとれました。
　こうなんふれあいクリーン
作戦に参加した子ども達
が、大人になってもこの活
動を忘れず、同じ場所で、
あるいは別の場所で、地域
の美化活動に励んでくれる
ことを願っています。

～想いよ届け！ 美化活動から広がる地域の輪～

ごみはしっかりと分別！
ごみ袋とトングを握って出発！

ベテランの皆さん

最後まで
お疲れ様でした

毎月第4土曜日

午前10時から
港南小学校南門前集合
※日程は変更になることがあります。

■対象
芝浦港南地区（芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場）在住・在勤・在学者等で、会議に参加できる人

■活動内容
①水辺のまち魅力アップ分科会
地域の皆さんに「まち」への愛着と理解を深めることを目的と
して、地域資源を活用したイベント等を企画・開催

②みどりのあるまちづくり分科会
地域特性に応じた緑化推進や緑に関心を持つ機会の提供を通
じて、「まち」の自然環境への理解と保全への普及啓発

③地域情報誌「べいあっぷ」編集部
地域のイベント、地域の団体や個人の活動など、地域を知り人
と人とのつながりを深めるための地域情報誌の企画・編集・
取材等

■活動期間
平成28年4月から平成29年3月まで

■募集人員
①20人程度　②20人程度　③15人程度

■申込方法
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、希望する分科（部）会を記入し、ファックス、郵送、
持参等で下記問合せ先まで

■申込期限
平成28年3月28日（月）

■その他
交通費・報酬の支払はありません。会議の際、保育を希望
する人は御相談ください。応募者多数の場合抽選です。
■問合せ
芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当　
電話：6400－0013

　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。平成28年度のメンバーを募集します。一緒に
活動してみませんか。

問合せ  芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当　電話：6400－0013

　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：芝浦港南地区管内（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、3月21日（月）から4月4日（月）までに、みなとコール（午前9時～午後5時受付）へ。

TEL：5472－3710



月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所

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。

10：00～11：00 芝浦港南区民センター
1階講習室芝浦港南区民センター5/10（火）・17（火）・24（火）・31（火）・

6/7（火）・21（火）・28（火）
私のビタミン講座「五輪で英会話2016」（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在学・在勤者対象、要事前申込み、定員15名）

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4/28（木）・5/26（木）・
6/23（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歳児）と保護者対象）

14：00～16：00 芝浦港南区民センター
2階第一和室芝浦港南区民センター5/18（水）・25（水）・

6/1（水）
「和とエコ」古布活用ぞうり作り（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在学・在勤者対象、要事前申込み（20名））

9：30～11：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園5/18（水）・25（水）・
6/8（水）・15（水）

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

10：00～11：30 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園5/19（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、
0～5歳児対象、要事前申込み（1ヵ月前から）、定員15名）

10：00～15：00 トリニティ芝浦緑地芝浦港南区民センター5/22（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、港区在住・在学・在勤者対象、要事前申込み（70店舗））

10：15～11：55 港南小学校港南小学校5/14（土） 道徳授業地区公開講座（問合せ：港南小学校
3474-1501、児童・保護者・地域の方対象）

11：00～16：00 台場コミュニティぷらざ広場
3階（屋外）台場区民センター4月下旬 お台場ふれあいフリーマーケット（問合せ：台場区民センター

5500-2355、20歳以上の港区在住・在学・在勤の方対象）

10：30～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園5/10（火）・5/31（火）・
6/14（火）

にじっこキッズ（5/10（火）は、11：40～おはなし会）（問合せ：
にじのはし幼稚園5500-2577、未就園児が対象）

11：00～12：00 台場区民センター和室台場区民センター5月 「ベビーマッサージ&ベビーヨガ教室」（問合せ：台場区民セ
ンター 5500-2355、港区在住・在勤の保護者と乳児対象）

10：00～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園6/24（金） にじっこまつり（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
園児・未就園児親子が対象）

未　定 台場区民センター集会室台場区民センター6月 「ハワイアンキルト教室」（問合せ：台場区民センター
5500-2355、18歳以上の港区在住・在学・在勤の方対象）

9:00～14：50 お台場学園港陽小学校・
港陽中学校

お台場学園港陽小学校・
港陽中学校5/21（土） 開校20周年記念運動会（問合せ：お台場学園5500-2575、

保護者・地域の方対象）

8：30～15：20 お台場学園港陽小学校・
港陽中学校

お台場学園港陽小学校・
港陽中学校6/3（金）・6（月） 学校公開（問合せ：お台場学園5500-2575、保護者・

地域の方対象）

8：30～11：35 お台場学園港陽小学校・
港陽中学校

お台場学園港陽小学校・
港陽中学校6/4（土） 学校公開（セーフティ教室）（問合せ：お台場学園5500-2575、

保護者・地域の方対象）

11：00～14：00 南浜町児童遊園芝浦一丁目商店会
芝浦一丁目町会（協力）6/5（日） 芝浦一丁目こども祭り

10：00～12：00 芝浦港南区民センター
2階第一・第二集会室芝浦港南区民センター6/5（日）・12（日） 「和の園芸」苔玉づくり（問合せ：芝浦港南区民センター

3769-8864、港区在住・在学・在勤者対象、要事前申込み（20名））

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6/16（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、
0～5歳児対象、要事前申込み（1ヵ月前から）、定員15名）

9：30～11：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園6/29（水） 未就園児の会りんごちゃんくらぶ　わくわくまつり
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、未就園児親子対象）

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6月下旬 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、60歳以上の港区在住の方対象、要事前申込み）

14：00～16：00 芝浦港南区民センター
2階第一・第二集会室芝浦港南区民センター6月予定 「和のこころ」香道で遊ぶ（問合せ：芝浦港南区民センター

3769-8864、要事前申込み（28名）、港区在住・在学・在勤者優先）

10：00～ 芝浦小学校体育館芝浦小学校4/6（水） 入学式（問合せ：芝浦小学校3451-4992、新一年生
保護者・学校関係者対象）

10：20～11：20（予定） 港南幼稚園港南幼稚園6/10（金） 港南子ども祭り（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
地域の方・未就園児親子対象）

未　定 芝浦小学校芝浦小学校6/18（土）・20（月） 学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、児童・
保護者・学校関係者・地域の皆様対象）

未　定 芝浦小学校芝浦小学校6/18（土） 道徳授業地区公開講座（問合せ：芝浦小学校
3451-4992、保護者・地域の方・学校関係者対象）

未　定 芝浦小学校芝浦小学校5/28（土） 運動会（問合せ：3451-4992、保護者・地域の方・学
校関係者対象、予備日5/29（日））

11：00～12：30 港南幼稚園港南幼稚園6/15（水） 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）

10：00～ 港南中学校体育館港南中学校4/7（木） 入学式（問合せ：港南中学校3471-0238、新入生保
護者・地域の方対象）

未　定 港南中学校体育館港南中学校5/2（月） セーフティ教室（問合せ：港南中学校3471-0238、
保護者・地域の方対象）

9：00～ 港南中学校グラウンド港南中学校5/21（土） 運動会（問合せ：港南中学校3471-0238、保護者・
地域の方対象）

9：45～ 港南中学校港南中学校6/18（土） 道徳授業地区公開講座（問合せ：港南中学校
3471-0238、保護者・地域の方対象）

9：00～11：50 芝浦幼稚園芝浦幼稚園6/4（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）

10：00～ お台場学園港陽小学校
体育館お台場学園港陽中学校4/7（木） 入学式（問合せ：お台場学園5500-2575、新入生の

保護者対象）

10：00～ お台場学園港陽小学校 
体育館お台場学園港陽小学校4/6（水） 入学式（問合せ：お台場学園5500-2575、新入生の

保護者対象）

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月下旬 プラっとあそぶDAY（問合せ：港南子ども中高生プラ
ザ3450-9576、自由参加）

10：30～ 港南小学校グラウンド
（雨天時体育館）港南小学校4/6（水） 入学式（問合せ：港南小学校3474-1501、新入生・

保護者対象）

8：10～ 港南小学校港南小学校5/13（金）・14（土） 学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501、保護者・
地域の方対象）

11：00～16：00 高浜運河沿道港南地域連合会4/3（日） 港南ふれあい桜祭り（自由参加）

10：00～11：00 港南小学校南門集合港南地域連合会4/23（土）・5/21（土）・
6/25（土） こうなんふれあいクリーン作戦（自由参加）

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

4/20（水）・5/25（水）・
6/15（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、60歳以上の港区在住の方対象、参加費無料、貸ポール有り）
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第6回 港南ふれあい桜祭り
桜の季節、港南地域をあげて「第6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28年4月3日（日）午前11時～午後4時
：高浜運河東岸（御楯橋から楽水橋まで、港南4丁目高浜運河沿緑地付近）
：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

月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所

芝浦一丁目こども祭り
日 時
場 所
催 し
主 催

：平成28年6月5日（日）午前11時～午後2時
：南浜町児童遊園（芝浦1-12-12）
：「こども神輿と山車」「模擬店」等
：芝浦一丁目商店会

10 べいあっぷ 11べいあっぷ

平成28年度 狂犬病予防注射のお知らせ

　日本では、狂犬病予防法により、飼い犬に一生涯に1度の
登録と年1回の狂犬病予防注射を受けさせることを義務付けて
います。犬を飼っている方は区に届出をし、鑑札の交付を受け、
狂犬病予防注射実施後は注射済票の交付を受けましょう。
　芝浦港南地区では、右記のとおり、平成28年度の狂犬病
予防集合注射を実施します。

◆日時：平成28年4月21日（木）
　　　  午後2時～午後3時（雨天中止）
◆場所：芝浦中央公園B面ドッグラン（港南1-2-28）
◆費用：注射手数料3,100円／注射済票交付手数料550円
※集合注射はその他の日時、場所でも実施します。当日の注意
事項等含め、詳しくは下記までお問い合わせください。

問合せ　各地区総合支所区民課保健福祉係　みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係　電話：6400－0043


