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小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジとお台場 望む」

松岡 栄子さんの作品
「5月はバラがとてもきれい」

青木 千恵子さんの作品
「だいじょうぶ、安心してね」

台場 にじ子さんの作品
「海の日前日の夜」

泥谷 隆史さんの作品
「巨大ロボット出現！
！」

報誌ー
情
人と人
い
あ
、町と町をつなぐ ーふれ

台場 にじ子さんの作品
「五月富士の残雪」

写真のほかにも俳句や川柳、
イラストも募集しています！
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。

次回の締切は
11月 4日（金）必着です

※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。

連載コラム

問合せ・作品の送付先
〒105-8516 ※郵便番号だけで届きます
港区芝浦港南地区総合支所 べいあっぷ編集部
TEL : 6400-0031 FAX : 5445-4590

E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

アレヤコレヤで先人たちにまで想いを馳せたあつーい夏

区民編集委員

石井 弘子

港区ベイエリア イベントリポート

有名なレインボーブリッジ等大きな橋は水面を見ながら渡り橋という感覚があり、普段何気に渡る小さな橋は道路の延長線感覚、当地区に
は 39 もの橋があるとべいあっぷ 40 号に記載され、そんなに！？と驚きました。そういえば、運河に囲まれ、気持ちの安らぐ当地区だった
と改めて納得。自然に恵まれ、河川が豊富な水の国日本には、一万二千か所もの橋があると何かで読んだ記憶もあります。
ところで、リオ五輪で日本のカヌーがアジア最初のメダル獲得との快挙が放映され、人工的に造られた泡立つ川に、
笹舟のように翻弄されつつ必死でこぎ続ける映像を見ました。何度も見ているうちに、人口だけは世界一の都市だっ
たといわれる江戸時代、橋も無い江戸湾に敵の襲来に備えて砲台「お台場」を造った先人達も、笹舟のように泡立つ
荒波にも負けず、どんな想いで頑張ったのかと、1800 年代の事にまで、想いを馳せた頭まで？あつい夏でした。

夏祭りリポート

【連載】ベイエリア
橋をめぐる物語
より住みやすいベイエリアを目指して

みなとパーク芝浦は、電気設備法定点検のため、以下の期間は臨時休館となります。
これに伴い、消費者センター、介護予防総合センター、男女平等参画センター、港区スポーツセンター、ローソン、自動交付機もお休みとなります。

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）。

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
TEL : 6400-0031 FAX : 5445-4590

E-Mail：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。
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べいあっぷ編集部

宮尾 賢
小林 紀雄

6

第三回「五色橋」

み なとパ ーク芝 浦 休 館日の お 知らせ
平成28年11月19日
（土）〜 20日
（日）

2-5

- 防災・防犯・環境リポート -

総合支所だより

問合せ：芝浦港南地区総合支所管理課みなとパーク芝浦管理担当 TEL：6400-0036

港区ベイエリアイベントカレンダー

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。

今年度から編集に参加させていただくことになりまし
た。
畑中です。
私は港区白金に生まれ、
育ちました。
白
金は歴史ある神社やお寺のある町で、昔から変わらな
い風景に囲まれています。
そんな私にとって芝浦港南
地区は新しくて、おしゃれで、次々と開発されてゆく、
ま
るで未来の町。
まだ誰も知らない楽しみがたくさんある
だろうとワクワクしています。
この編集を通して生活に
必要な情報を届けていきたいと思っています。
どうぞよ
ろしくお願いします。
べいあっぷ編集委員 畑中 みな子
畑中 みな子
西田 浩一

石井 弘子
松浦 奈緒子

読者ギャラリー

暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」で
お答えします。

● 次号
（第４2 号）
は平成２８年
（２０１６年）
12 月中旬発行予定

午前7時〜午後11時（年中無休）
FAX:03-5777-8752
E-Mail: info@minato.call-center.jp

表紙タイトル：運河に映える芝浦アイランド
ゴヨウ
（は）ナーニ

ミナト
（コールです）

03-5472-3710

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 28027-2435
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特集
7月16・17日（土・日）

夏祭り

港区ベイエリア

イベントリポート
7月29・30日（金・土）

芝浦二丁目納涼盆踊り大会

芝浦まつり

〜子どもの頃のときめきと嬉しさをそのままに〜

〜梅雨空を吹き飛ばす掛け声と踊りの熱気〜

普段静かな街並みが、
これほどまでににぎやかな風景に変わる

梅雨の季節に特有の湿っぽい空気に包まれた 7 月 16 日
（土）・17 日
（日）

とは驚きました。
なぎさ通りで行われた大角太鼓独演会の、
粋で、

の夕刻、船路橋児童遊園前で芝浦二丁目納涼盆踊り大会が開催されました。

勢いのある太鼓の音が響くと、
そのパフォーマンスにカメラを向け

去年よりも子どもの参加者数が増えて、一層賑やかな様子のお祭り会場。

るたくさんの外国人やメディアの姿も目立ちました。
沿道から漂う
焼きそばの香り、
おもちゃくじに並ぶ子どもたち、人々の笑い声。

祭り会場の正面には盆踊りの舞台が据え付けられ、周りの提灯には既に灯
が入っています。子どもたちがワクワクしながら待つうちに、3 組の子ども神輿
が会場の中を威勢の良い掛け声と共にぐるりと廻りました。引き続いては勇壮

それは昔、毎年楽しみにしていたお祭りそのもの。
夕暮れに映
女性奏者による太鼓の演奏

ビルの谷間で わっしょい、わっしょい

える祭り提灯も懐かしく、

な和太鼓の演奏の後、待

美しく、
いつの間にか私

ちに待った盆踊りです。

は浮かれて盆踊りの輪に
入って、踊っていました。

老若男女、外国の人た
ちも交えて踊りの輪が拡

1日目には、カラオケ大会も行われました

がりました。
太鼓演奏と盆踊りの共演

活気溢れるお祭りの様子

7月22・23日（金・土）

7月30日（土）

港南四丁目第3アパート夏祭り
〜猛暑をも上回る夏祭りの熱気〜

品川駅前港南夏まつり

7 月 30 日
（土）、当日は猛暑に加え、人の熱気

〜ビルに囲まれた広場に年に一度の祭りの賑わい〜

も加わる中、
港南四丁目第 3 アパート自治会主
催の夏祭りが開催されました。

梅雨が未だ明けやらぬ 7 月 22 日
（金）
・23 日
（土）
の両日、
恒

こうなん保育園や港南子ども中高生プラザ等、

例の品川駅前港南夏まつりが開催されました。

近隣の施設が参加し、毎年恒例の和太鼓披露や

JR 品川駅港南口前の広場は多数の屋台が軒を連ね、蒸し暑い
駅前広場に提灯が灯って祭りの雰囲気

気候の中で一服の涼を求める人たちで賑いました。近隣住民の方

盆踊りの催しはもちろん、
ボールすくいや輪投げ、

は勿論ですが、
よく見るとこの立地に相応しく、
外回りに出かけた

綿あめなど子どもの喜ぶ出店に多くの親子連れ

営業マン、
お勤め帰りのサラリーマンといった方々を多く見かけ

の笑顔を見ることができました。
地域のお年寄りと未来を担う子どもたちの交

ます。
お神輿はどこに、
と会場を探すと片隅に鎮座しています。

流もあり、
地域のイベントとして根強い人気をう

今年は
「よさこい踊り」
の若いグループが梅雨空を吹き飛ばす勢

かがうことができました。

いで日頃の鍛錬の成果を披露して、大きな喝采を浴びました。
ビールで乾杯のサラリーマングループ

赤と黒の装束に身を固めてよさこい踊り

7月24日（日）

港南夏祭り

7月31日（日）

〜元気な行列がビル街を練り歩く〜

〜運河の水面とビルの谷間に響き渡る神輿の掛け声〜

港南町会の夏祭り、今年は梅雨の合間の良く晴れた日

2 日間続いた芝浦まつりの翌日、神輿渡御が行わ

になりました。

れました。参加した町会の力自慢が集まり、大きな神

お祭りを待ちかねた子どもたちが JR 品川駅港南口か

輿を担いで、
町内を練り歩きます。
その 1 時間ほど

ら真直ぐ伸びる大通りの神酒所前に早くから集合。
山車

後にカラフルな浴衣姿の女の子も混じって、
小さな

と神輿の出発を今や遅しと待ちかねています。
法被と浴
衣できりりと決めた世話役の号令で行列が進み始めると、
大人も子どもも暑さを吹き飛ばせとばかり、大声で“わっし

港南町会の神酒所風景

のグラデーションがとても美しく、
まるでリズミカルに
打ち寄せる波のようでした。

いつの世にもこの掛け声に血が騒ぐ人が多いようです。
日曜日で車の少ない旧海岸通り

2

子ども神輿が御神輿に続きます。町会の祭り半纏が、
威勢の良い掛け声とともに、風になびくさまは、藍染

大きな掛け声で暑さも吹っ飛ぶ

ょい、わっしょい”。
に元気な掛け声が響き渡りました。

芝浦三・四丁目町会神輿渡御（みこしとぎょ）

さすが海辺の街、芝浦の祭りだなと嬉しくなりました。
ベビーカーのママが山車を応援
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特集

夏祭り

8月5・6日（金・土）

港区ベイエリア

イベントリポート
海岸のまつり

〜地方の伝統芸能とのコラボレーション！〜

港南三丁目合同まつり

9月3日（土）

〜9月の青空の下、元気いっぱいの子どもたちの声が響き渡りました〜

8月5日
（金）・6 日
（土）
に、埠頭公園にて、海岸二・三丁目主催の海岸のまつりが開催され

9月3日
（土）、港南三丁目遊び場で港南三丁目

ました。模擬店や太鼓の演奏、
じゃんけん大会などが行われ、活気が溢れていました。辺りが薄

合同まつりが開催されました。
子どもから大人まで

暗くなってきた頃、海岸のまつり恒例のなまはげが登場し、
お祭りの盛り上がりに拍車をかけま

多様な世代がお祭りに参加しており、特に子どもの

した！また今年は、秋田県羽後町西馬音内の盆踊りが特別実施され、地方の伝統芸能も存分に

参加者が昨年に比べ多くなったように感じました。

堪能できるお祭りとなっていました。

当日は青空の下、子どもたちによる御神輿やチア
ダンスなど様々なイベントが行われ、
お祭りのにぎ
わいに華を添えていました。
また、会場には、焼きそ
ばやヨーヨーなどお祭りならではの出店が並び、昼
から夜まで飽きることのない楽しいお祭りとなって
いました。

8月26・27日（金・土）

20周年記念お台場夏まつり2016

芝浦サマーフェスタ 2016

〜お台場の夏の風物詩〜
お台場レインボー公園にて、
お台場夏まつりが開催されました。
前夜祭・本祭りの 2 日間にわたり実施され、26 日の前夜祭で
は、区政 70 周年及びお台場 20 周年を記念し、
お台場地域連合
会が主催する
「レインボーブリッジ大提灯行列」
が催されました。
提灯を手にした小学生等約 70 人が、
レインボーブリッジの橋の
歩道を歩き、海に浮かぶ夜景を楽しみました。
ゴール地点では、武
井区長から参加者の皆様に、労いの挨拶がありました。参加者の
皆様お疲れ様でした。
27 日の本祭りでは大抽選会や多くの出演プログラムにより、雨
にも負けず会場は大いに盛りあがっていました。
大人も子どもも
楽しんだ 2 日間でした。

7月21日（木）

〜夏休み初日に多くの子どもの笑顔が光りました〜
毎年恒例の芝浦水再生センターで開催された芝浦サマーフェスタ。今回はあいにくの雨に見舞われる中での開催となり
ましたが、夏休み初日の子どもたちで大盛況。子どもたちのお楽しみコーナーでカラフルな風船やスーパーボールをゲット
し楽しそうに会場を回っているのが、
とても印象的でした。
係員のガイド付きで水再生センターを
見学したり、微生物観察など、施設ならでは
の体験ができることがこのフェスタの醍醐
味。
目からウロコの経験で子どもたちにと
って貴重な一日となったことでしょう。

品川ウォーターテラス on the Green 2016

7月23・24日（土・日）

〜都会のど真ん中に、ジャブジャブ水遊びパークが出現！〜

8月27日（土）

芝浦アイランド島祭り2016

〜初の夏開催はあいにくの雨、でも盛り上がりました〜
曇り空の 8 月 27 日
（土）、
プラタナス公園にて芝浦アイランド島祭りが
開催されました。会場には例年通り美味しそうな香りを漂わせる飲食テン
トや親子で遊べる企画テントが多数並びました。午後 4 時 15 分にスター
トした毎年恒例の子どもたちへのお菓子配りには、
いつも通り大勢の親
子連れが並びました。
その後、食べ物を頬張る人たちや、
くじ引きやスーパーボールすくいで
遊ぶ人たちで賑わう中、
ステージ上ではタヒチアンダンスが華やかに展開
されました。途中から雨が降り、
ステージは中止になりましたが、来場者は
最後まで各テントで島祭りを満喫していました。

7 月 23 日
（土）・24 日
（日）
の 2 日間、品川駅港南口近くの
品川シーズンテラスでは
「品川ウォーターテラス on the Green
2016」が開催されました。
今年で 2 回目となる本イベントは都会に居ながら芝生の上
でウォータースライダーや水風船キャッチなどの水遊びが楽
しめ、親子連れを中心に約 1 万人が来場しました。会場には水
着に着替えた子どもたちが水遊びを楽しんでおり、中でも水が
流れるスライダーを浮き輪に乗って爽快に滑り抜ける
「ウォー
タースライダー」
は常に長い行列ができる人気ぶり。
また、港区
を中心に活躍する
「CJC ( Come and Join the Chorus )」
のミュ
ージックパフォーマンス、
港南エリアを拠点に活動しているア
メフトチーム
「ブルザイズ東京」
のアメフト体験、
チアリーダー
ズによる華麗なダンスなど、地域一体となって会場を大いに盛
り上げていました。
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防災・防犯・環境リポート

〜より住みやすいベイエリアを目指して〜

連載

今回は

〜 第三回 〜
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！

地域防災協議会とは、小学校区の範囲を基本として防災住民組織と事業所
等の地域団体が連携して防災活動を行うことを目的として結成されていま
す。芝浦港南地区には、
「芝浦小地区防災協議会」、
「港南防災ネットワーク」、
「お台場地区防災協議会」
と３つの地域防災協議会が設立されています。

《港南防災ネットワーク について 》
港南防災ネットワークは、
阪神淡路大震災をきっかけに、
平成 9 年 6 月に
「港南小

五色橋（ごしきばし）

高浜西運河沿緑地

港南防災ネットワーク です！

地区防災協議会」
として結成された組織で、
来年には、
結成から 20 周年を迎えます。

プレ訓練における指導の様子

平成 18 年 6 月に現在の名称となり、平成 25 年に東京都防災隣組に認定されました。

五色橋は海岸通りを繋ぎ、高浜水門と平行に掛けられています。

組織は、港南 1〜5 丁目に所在する各防災会等の住民組織、事業所等の 25 団体及

五色橋

また、
海岸 3 丁目から港南 3 丁目に渡るための橋として、
重要な役割を担っています。
五色橋の

び港南小学校、港南中学校、各公共機関等の協力会員によって構成されています。
高

浜

名称は、
オリンピックマークの五色にちなんで名づけられたといわれています。
五色橋からは、芝浦アイランドの高層マンションと東京モノレールがコラボレーションした風景
や、建物の隙間からレインボーブリッジを望むことができます。爽やかな朝焼けからきらびやかな
夜景まで、様々な表情を見せてくれる穴場の眺望スポットかも

水

門

港南三丁目
遊び場

20 人の事務局メンバーが毎月打合せを開催し、港南防災ネットワーク新聞の発行、
3,000 人近くが参加する総合防災訓練などのイベントにおける防災 PR などを実施し
ています。
また、
定期的に運営委員会を開催し、
港南地域の防災の問題点について意
見交換を行い、地域の実情に合った防災対策の検討、訓練の計画、実施等を行ってい

港南図書館

ます。

港南地域防災まち歩きの様子

しれません。ぜひ皆さんも足を運んでみてください。

《 会長コメント【港南防災ネットワーク 会長

今と昔を比べてみよう！

平成 17 年

飯塚 則男】》

人は、いざという緊急時には茫然として、
すぐに行動を起こす事がなかなか

〜 五色橋編 〜

できません。
また、非常事態にもかかわらず、大丈夫だからと思い込み、避難に
遅れて、生命の危機にさらされる場合があります。
「正常性バイアス」
という心
理用語があるように
「ありえない」
「自分だけは、大丈夫」
という思い込みや先入

どんな景色が
見えるかな？
想像して
出かけてみよう！
五色橋から見た芝浦アイランド地区

上り
（芝浦アイランド側） 幅員：15.05m
下り
（東京湾側）
幅員：15.05m

長さ：93m
長さ：93m

運営マニュアル』の発表）

（年金生活者等支援臨時福祉給付金）

消費税率の引上げに伴う負担を軽減する措置として「臨時福祉給付金」を、低所得の障害・遺族基礎年金受給者への支援
として「障害・遺族基礎年金受給者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）」をそれぞれ支給します。

対象者

対象者

平成 28 年 1 月 1 日時点で港区に住民票が

平成 28 年度臨時福祉給付金対象者のうち、
あり、
平成 28 年度分の区民税
（均等割）
が 平成 28 年 5 月分の障害基礎年金・遺族基
課税されていない方
礎年金等を受給している方
※区民税が課税されている方の扶養親族等 ※高齢者向け給付金を受給した方は対象に
なりません。
や生活保護制度の被保護者は対象になり
ません。
支給額

支給額

対象者 1 人につき 3,000 円

対象者 1 人につき 30,000 円

●申請期間

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、同封
の返信用封筒でご返送ください。
直接提出する場合は、
以下の臨時受付窓口にお越しく
ださい。
※受付時間：平日（土・日曜、祝日を除く）
午前 8 時 30 分〜午後 5 時
（水曜日のみ午後 7 時まで ※台場分室は除く）
♦芝地区総合支所
平成 28 年 9 月 27 日（火）〜平成 29 年 1 月 13 日（金）
（土）
に申請受付を
※芝地区総合支所のみ 10 月 1 日
行います。
♦麻布・赤坂・高輪・芝浦港南地区総合支所及び台場分室
平成 28 年 9 月 27 日（火）〜平成 28 年 11 月 30 日（水）

平成 28 年 9 月 27 日（火）〜平成 29 年 1 月 13 日（金）
※対象者には、平成 28 年 9 月 26 日（月）に申請書を発送しています。

問合せ：保健福祉支援部保健福祉課臨時福祉給付金担当 TEL：3578-2846
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8 月：港南中学校「避難所宿泊訓練」の実施
10 月：プレ防災訓練

給付金に乗じた振り込め詐欺や
個人情報の詐取に注意してください。

宿泊訓練の様子

11 月：総合防災訓練（港南会場）
1 月：防災まち歩き

総会におけるマニュアル発表の様子

品川港南エリア ピカピカプロジェクト

●申請方法
《 障害・遺族基礎年金受給者向け給付金 》

行動がとれるよう行っています。

6 月：総会（改定した『区民避難所（地域防災拠点）

平成28年度臨時福祉給付金及び障害・遺族基礎年金受給者向け給付金のお知らせ

《 臨時福祉給付金 》

港南防災ネットワークの活動は、いざという時に誰もが常日頃の訓練と同じ

総合防災訓練（港南会場）の様子

《 平成28年度の活動（予定）》

竣工：昭和37年2月
竣工：昭和27年2月

● 対象者及び支給額

観にとらわれず、常日頃の訓練を重ねることが非常に大切です。

〜地域企業と住民の手で愛着が持てるピカピカな品川港南エリアへ〜
「品川駅周辺で活動する企業や地域のみなさんといっしょに、
オリジナリティあふれる新しい品川スタイルをつくり出したい！」
をモットーに、
品川シー
ズンテラスエリアマネジメント事務局では様々なイベントや地域活動を展開しています。
品川港南エリア企業団体や住民、
学生と一緒に取り組む地域
貢献活動
「品川港南エリア ピカピカプロジェクト」
略して品ピカもそのひとつ。
2015 年 7 月から活動を開始、
毎月 1 回朝 8 時から品川シーズンテラス
周辺、
港南口駅前商店街、
高浜運河沿緑地でのゴミ拾いや、
新港南橋などの欄干清掃に取り組んでいます。
最近では、
参加希望企業や個人も増加して
おり、活動人数は平均 80 名、多い時には 100 名以上の人々が参加する大規模な清掃活動へと成長しております。
今後も地域に交わる人々の輪を広げ、地域の環境美化など品川港南エリアのイメージ向上につながる活動を積極的に行っていきます。
品ピカはどなたでもご参加いただけます。
「品ピカ」
と検索し、HP よりお申し込みください。
品ピカ

《「品ピカ」
に関する問合せ先》
品川シーズンテラスエリアマネジメント事務局
（株式会社クオル）

TEL : 03-6427-1404
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お 台 場 海 水 浴

芝浦港南地区

総合支所だより
ベイエリア KIDS フェスタ

港区総合防災訓練のお知らせ（芝浦港南地区）

港区政 70 周年及び移転後の港区立芝浦公園の全面開園
を記念して、
「ベイエリア KIDS フェスタ」
を開催します！

災害発生時に落ち着いた行動ができるよう、総合防災訓練に積極的
に参加しましょう。

《芝浦会場》

●日
時
●内
容
平成 28 年 11 月 27（日） 移動動物園
10：00 〜 15：00（予定） 乳幼児向けステージイベント他

●日
●会

時： 平成 28 年 11 月 6 日（日）
9：30 〜 11：30
場： 芝浦小学校（芝浦 4-8-18）

《港南会場》

●会
場
●同時開催
芝浦公園（芝浦 1-16-25） 港区政 70 周年記念植樹祭及び
みなとパーク芝浦（芝浦 1-16-1） 児童によるタイムカプセルの設置
運河クルーズ
中学生以下は、
その他
ポニーに

●日
●会

時： 平成 28 年 11 月 13 日（日）
9：30 〜 11：30
場： 港南小・中学校（港南 4-3-3 他）
港南和楽公園（港南 4-2-18）

《台場会場》

乗れるよ！

平成 28 年 9 月 17 日（土）に、お台場学園港陽小・
中学校において防災訓練を実施しました。
訓練内容は、初期消火訓練、煙中避難訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練その
他です。会場には、医師、看護師、英語通訳者、手話通訳者がいます。

芝浦港南地区

子育てあんしんプロジェクト
平成２８年 10 月〜12 月
月

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、
芝浦港南地区の保育園や児童館
など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。

開催場所

日

時

間

内

全域
芝浦

10/ 5
（水） 芝浦地区区民協働スペース

10:00〜11:30

11/ 2
（水） 芝浦地区区民協働スペース

10:00〜11:30

かるがもくらぶ 4 コース 2 回目

12/14
（水） 芝浦地区区民協働スペース

10:00〜11:30

かるがもくらぶ 5 コース 1 回目
対象：28 年 7 月〜10 月生まれの方

（あいぷら）
10/20
（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

10/27
（木） 芝浦地区区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

（あいぷら）
11/17
（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

11/24
（木） 芝浦地区区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

（あいぷら）
12/15
（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

12/22
（木） 芝浦地区区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

10/ 6
（木） ①たかはま保育園

港南

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

（プラリバ）
10/12
（水） 港南子ども中高生プラザ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

10/31
（月） 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

11/10（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

（プラリバ）
11/16（水） 港南子ども中高生プラザ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

11/21
（月） 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

12/ 1
（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

（プラリバ）
12/ 7
（水） 港南子ども中高生プラザ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

12/19（月） 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

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

10/17
（月） ①台場保育園
10/24
（月） 台場児童館
台場

11/ 7
（月） ①台場保育園

10:30〜13:00
②台場分室多目的室

11/28
（月） 台場児童館
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②13:00〜14:30

①10:00〜11:30

自治体間交流促進事業

ツバクロエイの子どもなど
珍しい魚も採れました

アサリ資源増殖装置
「クラムマット」を展示しました

〜秋田県にかほ市交流事業・福島県柳津町交流事業〜

●秋田県にかほ市との交流

●福島県柳津町との交流

平成 22 年は、
わが国初の南極探検隊が芝浦の地（現埠頭公園）
を出航
して 100 周年を迎えた記念の年でした。
このことを契機として、南極探検
隊隊長であった白瀬矗
（しらせのぶ）
陸軍中尉の出身地である秋田県に
かほ市との交流が始まり、
この交流を通じて、豊かな自然等を体験するこ
「夏休み自然体
とで子どもたちの健全な育成に寄与することを目的として
験教室」
を実施しています。
今年度は、8 月 17 日
（水）から 8 月 19 日
（金）
までの 2 泊 3 日で、芝浦港
南地区の小学生 15 人が秋田県にかほ市を訪問し、農業体験やそば打ち、
湿原散策など東京では味わうことができない貴重な体験をすることができ
ました。

青少年対策お台場地区委員会が主催となり、平成 28 年 8 月 10 日
（水）
から 8 月 12 日
（金）
まで福島県柳津町と交流を行いました。木工づくり体
験、花火大会、野菜収穫体験、
そば打ち体験、湖水浴、赤べこの絵付けなど
柳津町の自然と伝統を存分に堪能することができた 3 日間でした。
今後も、お台場地域と柳津町は交流を続けていきます。

※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。

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
水辺のまち魅力アップ分科会

みどりのあるまちづくり分科会

●平成 28 年 8 月 26 日
（金）、第 11 回ウォーキングイベ
●平成 28 年 6 月 24 日
（金）に、みどりのある
ント
「べいあっぷナイトウォーク」
を開催しました。
まちづくり分科会のメンバーで芝浦中央公園
（運動場）にて、ひまわりの植え付けを行いま
第 11 回目となる今回は、芝浦港南地区総合支所を出
した。
今回植え付けを行ったひまわりはサン
発し、新芝運河沿緑地、埠頭公園などを回り、
レインボー
ブリッジから見る東京の夜景を楽しみながら、
お台場夏
タスティックという名前の品種です。特徴とし
まつり会場のお台場レインボー公園を目指しました。
また、 ては、
人の背丈ほどのひまわりとは違い、
小
水辺のまち魅力アップ分科会メンバーが、
ガイド・誘導
ぶりなサイズで花も第一の花から第二、第三
天候
として同行し、
地域の魅力を紹介しました。
当日は、
と生え変わります。
に恵まれ、101 名の方がご参加されました。夜の運河沿い
ところが、今年は 7 月下旬の天候不良の影
遊歩道から眺める水面に浮かぶまちの景色・きらめき、
響で根腐れを起こしてしまい、
いくつかは枯
地域が育んできた歴史、
レインボーブリッジから眺める
れてしまいました。
しかし、生き残ったひまわ
東京の素晴らしい夜景、
お台場夏まつりの賑わいなど、
りは健気に夏の終わりまで花をつけてくれま
地域の魅力を存分に感じられるイベントとなりました。
した。

●平成 28 年 8 月 7 日
（日）に、
「夏休み！木の
実工作教室」
を実施しました。
今回の工作教
室は、
どんぐりや松ぼっくりなど木の実を使っ
て、
部屋飾りをつくりました。
工作教室では、
芝浦港南地区管内で生えている
「木の実をつ
ける樹木」
を紹介することで、地区のみどりに
関心を持ってもらい、交流する場を提供する
ことを目的としています。
親子連れの参加者がメインでしたが、和気
あいあいと協力しながら、創意工夫を凝らし
た作品が出来上がりました。
どれも驚くほど
レベルの高い仕上がりです。

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談
計測・相談

10:30〜13:00
②台場分室多目的室

参加者の皆さんはお台場の海を満喫していました！

計測・相談

10:30〜13:00

12/12
（月） 台場児童館
12/21
（水） ①台場保育園

①10:00〜11:30

台場児童館の子どもたちによる開会宣言

容

かるがもくらぶ 4 コース 1 回目
対象：28 年 5 月〜8 月生まれの方

②港南区民協働スペース

「泳げる海、お台場！」
を目指すアピール活動として、都立お台場海浜公園内で範囲を限定し、安全面等に配慮しながら 7 月 30 日
（土）・31（日）の
2 日間、海水浴体験を実施しました。当日は、生物観察ブース、地引網で採れた生きものの観察会、
アサリの浄化実験、
アサリ資源増殖装置「クラムマ
ット」の展示も同時に行いました。天候に恵まれ、外国人を含む 512 名の方にご参加いただきました。
参加者の皆様からは、
「楽しかった」、
「また泳ぎたい」、
「水質改善すればもっと人が集まると思う」、
「遠くの海ではなく、近くの海に入れて良かった。
警備の方も多く、安心して泳ぐことができた」などの感想をいただきました。
現在のお台場の海の環境を多くの方々に知っていただき、水質の向上を進める取組について理解を深める機会となりました。

計測・相談
②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

問合せ：芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係

TEL：６４００ー００２２
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港区ベイエリア

月 日

月 日

時

間

芝 浦・海 岸

10/5・19・11/2・
10:15〜11:15
16・12/7・21（水）
10/7・14
（金）
10/ 8（土）
10/13・11/17・
12/15（木）
10/16（日）

19:00〜20:30
9:30〜12:00
10:00〜11:00
9:00〜11:50

10/20・11/24
10:30〜11:30
（木）
・12/20（火）
10/20（木）
10/22（土）
10/25・26
（火・水）

平成２８年10月〜12月
イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等

園庭開放（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0〜3歳児、事前申込み（1ヶ月前より募集）、定員15名）

主

催

場

所

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

「和のこころ」落語から学ぶ
（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、定員35名（抽選）、要事前申込み）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
2 階・集会室

運動会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0〜5歳児、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）

芝浦アイランドこども園

芝浦小学校

こども園で遊ぼう
（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443芝浦アイランドこども園
7337、0〜5歳児、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）
運動会（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
保護者・未就園児親子・地域の方々対象）

芝浦アイランドこども園
芝浦小学校校庭
（雨天時は体育館）

芝浦幼稚園

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、0〜5歳児の
芝浦アイランドこども園
お誕生月のお子様と保護者対象、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）

芝浦アイランドこども園

13:00〜13:40

地域の方と遊ぼう会（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
地域の方々対象）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

10:00〜11:30

子育て講演会（問合せ：芝浦アイランドこども園
5443-7337、事前申込み（1ヶ月前から））

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

幼稚園公開（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
保護者・未就園児保護者対象）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

9:00〜12:00

10/29・30
（土・日）

10:00〜15:00

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、
芝浦港南区民センター
出店者は区内在住・在勤・在学者、各日50店（抽選）、要事前申込み）

10/29・30
（土・日）

10:00〜17:00
（一部を除く）

第28回芝浦港南ふれあいまつり
（問合せ：芝浦港南区民
センター 3769-8864、
どなたでも）

10/30（日）

11:30〜15:00

港区立芝浦アイランド
あいぷらまつり
（問合せ：港区立芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ 5443-7338、要チケット購入（前売り券あり）） 児童高齢者交流プラザ

港区立芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

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）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

マッチング（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、0〜3歳児対象、事前
申込み（1ヶ月前から）、定員15名、地域の親子と保育学生とで、保育体験をする）

芝浦アイランドこども園

サークル体験入会ウィーク
（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、
どなたでも）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
2 階・集会室

11/9・16・
12/21（水）
11/11（金）
11/12〜17
（土〜木）
11/19（土）
11/25・26
（金・土）
11/26（土）
11月下旬
12/ 4（日）
12/ 4（日）
12月上旬

9:30〜11:30
10:30〜12:00
未

定

14:00〜16:00
9:00〜12:00
16:00〜18:00
（予定）
未

定

11:00〜
11:00〜14:00
未

定

12/10・11
（土・日）

14:00〜15:30

12/11（日）

11:00〜14:00

「和のこころ」香道（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、定員28名（抽選）、要事前申込み）
作品展（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
保護者・地域の方々対象）

芝浦港南ふれあいまつり
実行委員会

トリニティー芝浦緑地
芝浦港南区民センター
トリニティー芝浦緑地

芝浦アイランドこども園

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
ホール

高齢者バスハイク
（問合せ：港区立芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ 5443-7338、港区在住60歳以上の方、要事前申込み）

港区立芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

港区立芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

おもちつき
（どなたでも）

メゾン田町自治会

メゾン田町駐車場

「魅せますホール」ホールの魅力公開（問合せ：芝浦港南
区民センター 3769-8864、
どなたでも）

港南

おもちつき大会（どなたでも）

芝浦二丁目商店会

船路橋公園

高齢者カラオケ大会（問合せ：港区立芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ 5443-7338、港区在住60歳以上の方、要事前申込み）

港区立芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

港区立芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

クリスマス子ども大会（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、幼児・小学生と保護者、定員150名）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
ホール

芝浦一丁目町会もちつき大会（どなたでも）

芝浦一丁目町会

南浜町児童遊園

運動会（問合せ：港南小学校 3474-1501、児童・保護者の
方・地域の方々対象、一般見学可能）

港南小学校

港南小学校

10/ 2（日）

9:00〜15:30

10/12・13
（水・木）

10:00〜16:00

ほのぼの作品展（問合せ：港南いきいきプラザ
3450-9915、一般参加可能）

各いきいきプラザ・芝浦アイランド児童高齢者
プラザ・台場高齢者在宅サービスセンター

各いきいきプラザ・芝浦アイランド児童高齢者
プラザ・台場高齢者在宅サービスセンター

10/20（木）

10:30〜11:30

やきいも会（問合せ：こうなん保育園 3450-3800、
0〜5歳児の子を持つ親子10組、要事前申込み）

こうなん保育園

こうなん保育園 園庭

10/22・11/26・
12/24（土）

10:00〜11:00

港南ふれあいクリーン大作戦（どなたでも）

港南地域連合会

集合場所 港南小学校南門

11/12・13
（土・日）

9:00〜12:00

11/13（日）

10:00〜16:00

11/26（土）

13:00〜16:00

12/10（土）

9:20〜14:50

学校公開（１４：50〜学校説明会）
（問合せ：港南小学校 3474港南小学校
1501、児童・保護者の方・地域の方々対象、一般見学可能）
ゆとりーむ祭り
（問合せ：港南いきいきプラザ
3450-9915、一般参加可能）
プラリバースデー（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、一般参加可能）
第3回みなとフェスティバル
（問合せ：都立港特別支援学校
3471-9191、
自由参加）

港南小学校

港南いきいきプラザ

港南いきいきプラザ

港南子ども中高生プラザ

港南子ども中高生プラザ

都立港特別支援学校

都立港特別支援学校
体育館・教室

台場

10/ 2（日）

11:00〜16:00

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、港区在住・在勤・在学者で20歳以上の方）

台場区民センター

台場区民センター
プラザ 3F（屋外）

10/4・11/1・
12/6
（火）

14:40〜15:00

台場おはなし会（問合せ：台場区民センター
5500-2355、未就学児親子対象）

台場区民センター

台場コミュニティーぷらざ
2F 台場分室・多目的室
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※日程等は変更になる場合があります。

台場

イベントカレンダー

時

間

15:00〜18:00
（予定）

イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等

主

催

場

所

港区ドッジボール選手権（問合せ：台場児童館
5500-2363、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

港区児童館

港区スポーツセンター

10/6・13・27・11/10・17・
11:00〜11:30
24・12/1・8・15・22（木）

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、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館
学童クラブ分室

台場児童館

10/6・13・27・11/10・17・
11:00〜11:45
24・12/1・8・15・22（木）

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、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館遊戯室

台場児童館

10/7・14・28・11/4・11・
11:00〜11:30
18・25・12/2・9・16・
（金）

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、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館
学童クラブ分室

台場児童館

10/7・14・28・11/4・11・
11:00〜11:45
18・25・12/2・9・16・
（金）

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、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館遊戯室

台場児童館

10/7・14・28・11/4・11・ 10/7・11/4・18・12/2・6 18：00〜20：00
18・25・12/2・9・16・
（金） 10/14・28・11/11・25・12/9 18：00〜19：00

かもん亭〈中高生のつどい〉
（問合せ：台場児童館5500-2363、詳細は館便り・チラシ
をご覧ください、16（金）はかもん亭スペシャル、かもん亭スペシャルは参加費必要）

台場児童館

台場児童館

10/11・25・11/1・
10:30〜12:00
15・12/6（火）

にじっこキッズ
（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
未就園児親子対象、11/1はおはなし会）

にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園

10/15（土）
雨天時は10/16（日）

9:00〜12:00

にじっこ運動会（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
園児・未就園児対象）

にじのはし幼稚園

レインボー公園（10/16 が雨天
の場合、お台場学園体育館で実施）

10/15・
11/26（土）

10:00〜12:00

朝活モーニング講座初めての小品盆栽（問合せ：台場区民センター
5500-2355、港区在住・在勤・在学者で18歳以上の方）

台場区民センター

台場区民センター

10/19（水）

10:30〜11:30

幼稚園説明会・クルポンズ劇場（問合せ：にじのはし幼稚園
5500-2577、未就園児親子対象）

にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園

10/19・11/16・
12/21（水）

15:00〜16:30

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
台場高齢者在宅
5531-0520、港区在住で60歳以上の方、参加費無料、貸しポール有り） サービスセンター

お台場海浜公園周辺

10/22（土）

13:30〜16:30
（予定）

児童館まつり
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
自由参加、
台場児童館
チケットを販売します、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館及び
台場区民センター ホール

10/26（水）

9:00〜12:00

幼稚園公開（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
地域の方、未就園児親子対象）

にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園

ラートグループ
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
事前申込み、定員あり、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場区民センター ホール

10/ 5（水）

10月下旬
10月未定
11/ 3（木）

15:00〜17:30
未

定

13:00〜16:00

4・5・6タイム（小学生4〜6年生のつどい）
（問合せ：台場児童館
台場児童館
5500-2363、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

サークル発表会&ホールの魅力公開（問合せ：台場区民セン
ター 5500-2355、
どなたでも）

台場区民センター

台場区民センター

11/19（土）

未

定

低学年バスハイク
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

未

11月未定

未

定

工作のつどい（問合せ：台場児童館 5500-2363、
事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

11月未定・
12月中旬

未

定

1・2・3タイム（小学生1〜3年生のつどい）
（問合せ：台場児童館
台場児童館
5500-2363、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

にじっこ作品展（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
地域の方、未就園児親子対象）

にじのはし幼稚園

12/ 3（土）

9:00〜13:00

にじのはし幼稚園

定

12/3・17（土）

10:45〜11:45

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
台場区民センター
5500-2355、港区在住・在勤の保護者と3ヶ月〜2歳のお子さん、各回8組）

台場区民センター 和室

12/10（土）

13:30〜15:30

年末ふれあいコンサート
（問合せ：台場高齢者在宅サービス
センター 5531-0520、
どなたでも、入場無料）

台場区民センター

主催：台場高齢者在宅サービスセンター
共催：港区青少年対策お台場地区委員会

12月未定

未

定

4・5・6タイム（小学生4〜6年生のつどい）
（問合せ：台場児童館
台場児童館
5500-2363、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

12月中旬

未

定

陶芸のつどい（問合せ：台場児童館 5500-2363、
事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

12月中旬

未

定

大人の陶芸（問合せ：台場児童館 5500-2363、
事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

未定

未

定

サークル体験入会ウィーク
（問合せ：台場区民センター
5500-2355、
どなたでも）

台場区民センター

台場区民センター

※日程等は変更になる場合があります。

ピックアップイベント！ in ベイエリア
編集部が選ぶ！

イベントカレンダーの中から毎号イベントをピックアップして皆さまにご紹介します！

〜芝浦港南ふれあいまつり〜

時：10 月 29 日（土）・30 日
（日）
10：00 〜 17：00
（一部をのぞく）
● 開催場所：芝浦港南区民センター及びトリニティー芝浦緑地
（港区芝浦 4-13-1）
●主
催：芝浦港南ふれあいまつり実行委員会
（芝浦港南区民センター）
●日

平成元年から毎年開催している利用団体による恒例のイベントで、今年は
28 回目を迎えます。ホール舞台では多彩なジャンルの演技発表、展示コーナ
ーでは様々な作品を展示して日頃の活動の成果を鑑賞していただきます。
屋外の模擬店やフリーマーケットも賑わっていますので是非遊びに来て下
さい。
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