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　個人情報保護条例に基づき、適正に管理します。
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参加する区民編集委員と芝浦港南地区総合支所のス
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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）。
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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
2月6日（月）必着です

べいあっぷ編集委員　西田 浩一

数の摩訶不思議　刻々とすすむ時の流れの中で 区民編集委員　石井 弘子

　つい先日までまだ4年先と思っていた東京オリンピック・パラリンピック、それまで元気でいられるかなと思っていた人達も、年が明けたらあと3年、
何だかもうすぐのような気になったと言っているから不思議です。この大会に関心がなくても「2020年開催」という年の数の切れが良く、よりインフラ
も整備され、4人に一人が65歳以上といわれる数年先の日本も便利になるねと皆共通の実感で、メディアで何かとやかましい東京オリンピック・パラ
リンピック情報も我慢できるという人たちも少なくないようです。
　昔から三つ子の魂とか石の上にも3年とか、七五三や七転び八起きなど数に関するたとえが多く、人それぞれ無意識に数に囚われ暮らしている気
がするのは、お国柄の違いはあっても自然界全ての生物の中で人間だけかもしれません。港区政は、2017年3月で70年目、ラッキーセブンからの
スタートでさい先のいい感じがします。貴方が気になる数、好きな数字は何ですか。

連載コラム

「屋形船と三日月」
台場 にじ子さんの作品

「夕日と光」
台場 にじ子さんの作品

「サザンカ咲くころ」
小坂 善男さんの作品

「青空の部分に不思議な雲…鳥かな？」
松岡 栄子さんの作品

「出航！」
泥谷 隆史さんの作品

「港南に舞うかもめ」
青木 千恵子さんの作品

街の風景が変わっていきます。
駅前の再開発や、古い建物の取り壊しなど、刻一刻と変化
しています。振り返ってみると、前回の1964年の東京オリン
ピック・パラリンピックの時も、新幹線、モノレール、高速道
路が新しくできて、代わりに都電などがなくなって街は新し
くなりました。2020年の東京オリンピック・パラリンピック
まで残り3年数ヶ月で、東京はまた新しくできるもの、なく
なってしまうものもあり、この時にしか見ることのできない
変わりゆく風景を楽しみたいと思います。

写真のほかにも俳句や川柳、イラストも募集しています！
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特集

特設ステージでは、フジテレビによる子ども向けの食育
出前講座『ハロー！どっこくん。』や体操教室が実施され
ました。沢山の子どもたちが元気いっぱいに体操や紙
芝居を楽しみました。

多くの親子連れが乗船し、6便中5便が
満員御礼。
226名もの方に参加していただきました。

芝浦港南地区と交流のある秋田県にかほ市と福島県
柳津町の方々による物産展が出展されました。
販売されていた野菜やお米は地域の皆様から大人気
でした。

運河クルーズ移動動物園

特設ステージ

芝浦港南地区と交流を行
っている秋田県にかほ市
と福島県柳津町にご協力いただき、30年後も交流が続
くことを願い、各地にゆかりのある樹木を植樹しました。
総合支所制度の発足から10年目の節目であることから、
芝浦港南地区内で今年度10歳（小学4年生）になる子
どもたちとともに実施しました。

子どもたちに大人気の
移動動物園ではポニー
の乗馬体験の他、ヒツジ
やヤギ、うさぎ等との
ふれあい体験が行わ
れました。

各種ブース
三田警察署の制服体験コーナーや芝消防署の水消火器
体験コーナーでは、子どもたちが楽しみながら学ぶ姿が
印象的でした。
港区青少年対策港南地区委員会ブースではミサンガづ
くり、港区青少年対策お台場地区委員会ブースではエア
ーボウリングが行われ、子どもたちをはじめ地域の皆様
から大盛況でした。

（日）11月27日

記念植樹

タイムカプセル

総合支所制度の発足から10年目の節目であることから、
芝浦港南地区で今年度10歳（小学4年生）になる子ども
たちとともに実施しました。
芝浦小学校、港南小学校、お台場学園港陽小学校の4年
生が30年後の後輩に向けたメッセージを寄せ書きにし
て、みなとパーク芝浦内にタイムカプセルを設置しました。
また、タイムカプセルの設置イベントは町会・自治会長
にもご協力いただきました。

物産展
コミュニティカフェでは気軽に交流する
区民の方々の姿を見ることができました。
また、カフェスペースでは、地域の魅力に
関する展示パネルを利用したクイズラリー
も行いました。

コミュニティカフェ

ベイエリアKIDSフェスタは、港区政７０周年を記念し、また新しくなった芝浦公園のお披露目をかねて行われたイベントです。特設ステージにおける
子ども向けの食育出前講座『ハロー！どっこくん。』や乳幼児が動物や緑に触れ合いながら楽しめる移動動物園の他、交流自治体の物産展や警察・消防・
地域の皆様によるブースが出展されました。その他、子どもたちによる記念植樹やタイムカプセルの設置、運河クルーズ等が同時開催されました。
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●日          時
●会         場
●内         容
●問  合  せ

平成29年2月7日（火）から2月26日（日）まで
みなとパーク芝浦（芝浦1-16-1）
パラリンピック（夏季・冬季）の写真展
芝浦港南地区総合支所管理課  
TEL : 6400-0036

特 集

髙田千明さんが、聴覚障害の陸上競技選手として活躍
されているご主人・髙田裕士さんとともに、武井雅昭港区長を表敬訪問しました。

◆◇ パラスポーツ写真展 ◇◆
リオデジャネイロでの日本選手の活躍は、まだ記憶に新しい
ところです。皆さんは、パラスポーツ（障害者スポーツ）を
どのくらい知っていますか？今回は、パラスポーツにはどのよ
うな競技があるのかを写真で見ていただき、東京2020パラリ
ンピック競技大会までに少しでも多くの競技のことを知って
いただければということで写真展を開催いたします。

リオデジャネイロ2016パラリンピック競技大会 女子走り幅跳び8位入賞！
芝浦港南地区のアスリート 髙田 千明さん

　べいあっぷ34号でもご紹介した芝浦港南地区在住の視覚障害（全盲）の陸上競技選手である髙田千明
さんが、9月にブラジル・リオデジャネイロで開催された「リオデジャネイロ2016パラリンピック競技大会」に
おいて女子100Mと女子走り幅跳びに出場し、女子走り幅跳びでは見事8位に入賞されました！

芝浦港南地区から、
世界で活躍するアスリート髙田ご夫妻を

応援しましょう！

　陸上を始めて10年、そして現在の専門種目である走り幅跳びに転向して
4年、ようやくパラリンピック出場という夢を叶えることができました。リオデ
ジャネイロ2016パラリンピック競技大会では100Mと走り幅跳びの二種目
で日本新記録を樹立することができましたが、メダルには手が届きません
でした。今まで経験したことのない大歓声の中、踏切板周辺にいるコーラー
さんの指標となる音が聞こえず、走り幅跳びの難しさを再認識しました。
　この経験を生かし、東京2020パラリンピック競技大会では、最大の目標で
あるメダル獲得に向けて、「一度しかない人生だから、悔いのないように」、
「あきらめなければ夢は叶う」、この言葉を胸に、
これからも努力し続けていきたいと思います。

髙田千明さんよりコメントをいただきました！

　にじのはし幼稚園は、お台場学園港陽小学校・港陽中学
校と共に、開校・開園 20周年を迎えました。改めて地域の
皆様、関係の方々のご支援、ご協力と皆様の熱い思いに支え
られていることを実感するとともに、深く感謝を申し上げます。
　地引網の体験、レインボー公園、砂浜の日常的な活用など、
開園以来、にじのはし幼稚園では、お台場の環境を生かした
教育が工夫されてきました。
　今後も地域唯一の幼稚園として、小学校以降の教育の基
礎となる、幼児期の学校教育の充実、発展に向け、地域の要
となり、取り組んでまいります。

　すばらしい晴天の下、多くの皆様にご出席いただき、港区
立にじのはし幼稚園、港区立小中一貫教育校お台場学園
港陽小学校・港陽中学校開園・開校 20周年記念式典を
行いました。ご支援とご協力をいただきました全ての皆様
に心よりお礼申し上げます。
　お台場の街と共に歩んできた歴史と伝統を受け継ぎ、
子どもたちがお台場を「心の故郷」として、将来に向かっ
て生き生きと活躍できる力を身に付けられるよう、これか
らも教育活動の一層の充実に努めてまいります。

◆ 開園20周年を迎えて ◆

港区立にじのはし幼稚園　園長　酒井 正美 港区立小中一貫教育校　お台場学園
港陽小学校・港陽中学校　校長　新庄 惠子

◆ 新たな1ページを ◆

特集

11月12日（土）開園・開校20周年記念式典の様子

開園・開校20周年記念
港区立にじのはし幼稚園、港区立小中一貫教育校お台場学園港陽小学校・港陽中学校
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台場会場の様子 芝浦会場の様子 港南会場の様子

防災の秋リポート
9月17日（土）・11月6日（日）・11月13日（日）

台場会場 芝浦会場 港南会場

　港区総合防災訓練を台場・芝浦・港南の3会場で実施しました。
　煙中避難訓練や起震車体験訓練、応急救護訓練に加え、台場会場では団体ごとへの配給訓練、芝浦会場では地元ボランティア
の皆様をゲストティーチャーに招いた芝浦小学校児童への防災知識普及啓発授業、港南会場では港特別支援学校と自衛隊に
よる防災普及啓発が新規訓練項目として実施されました。
　また台場・港南会場では中学生が訓練の指導役として活躍し、全会場では小学生が訓練に参加するなど、防災住民組織や
防災関係機関、学校等が一体となり、それぞれの会場で地域の特色を生かした訓練が行われました。

10月24日（月）・11月24日（木）駅周辺滞留者対策推進協議会 活動レポート

港区総合防災訓練

田町駅周辺滞留者対策推進協議会
　10月24日（月）に田町駅周辺滞留者対策推進協議会に

よる防災イベントが実施されました。

　イベントでは、JR田町駅における記念品（クリアファイル）

の配布により、港区の帰宅困難者対策に係る取組の周知

を行いました。当日は、協議会委員の皆様に加え警察や区

職員等 22名が参加しました。

　11月24日（木）に台場駅周辺滞留者対策推進協議会が

情報整理訓練・応急救護訓練を実施しました。当日は、協議

会委員の皆様や警察、区職員等 34名が参加しました。情報

整理訓練では、2班に分かれ、災害時に協議会が取り扱う

情報の「整理方法」を検討しました。また、応急救護訓練では、

東京消防庁芝消防署の署員の皆様に心臓マッサージや

AEDの取扱方法、三角巾を活用した応急救護方法等につい

てご指導いただきました。

台場駅周辺滞留者対策推進協議会

～地域防災力向上をめざして～

　港区では、区内の主要駅において、駅周辺事業者や鉄道事業者等が主体となり帰宅困難者対策を推進する組織として、駅周辺滞留
者対策推進協議会を設立し、その活動を支援しています。
　駅周辺滞留者対策推進協議会は、災害時に駅において、地域の被害情報の提供や一時滞在施設への誘導等を実施し、駅周辺の混乱
を防止します。
　芝浦港南地区には、「田町駅周辺滞留者対策推進協議会」、「台場駅周辺滞留者対策推進協議会」の 2つの協議会があります。

駅周辺滞留者対策推進協議会について
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港区ベイエリア

イベントリポート

10月29・30日（土・日） 芝浦港南ふれあいまつり
～寒い時こそ笑顔のふれあいで暖かさを！～～久々の晴天に恵まれて～

9月25・26日（日・月） 芝浦運河まつり

　「運河のある街 - 芝浦 -」で、去る9月25日・26日に、芝
浦一丁目商店会、芝浦二丁目商店会、芝浦商店会主催による
芝浦運河まつりが開催されました。
　秋雨が続く天候の合間に、当日25日は気持ちの良い快晴
に恵まれ、大勢の地元の皆さんが参加して楽しい祭りとなり
ました。フリーマーケット、コンサー
ト、町内対抗ボートレース、運河クル
ーズ、金魚すくい、多数の屋台等々
多種の催しが行われ、参加した人達
は好天と祭りを大いに堪能しました。

　10月の最終週末、芝浦港南区民センターで芝浦港南ふれ
あいまつりが開催されました。両日ともあいにくの雨が降りそ
うな曇り空、冬がやってきたと思うぐらいの寒さでしたが、広
場で行われたフリーマーケットや子ども向けゲーム、温かな
飲み物と軽食を出す売店にたくさんの人々が来場して、大盛
況でした。ホールではダンスや太鼓の演奏が披露され、寒さ
を吹き飛ばすほどの熱気に包ま
れました。

11月5日（土） 東京ベイ・クリーンアップ大作戦
～東京港を泳げる海に！～

　今年度で21年目を迎える東京ベイ・クリーンアップ大作戦
が 11月5日（土）に開催されました。昨年 11月と比較して200
人以上増の566 名が集まり、砂浜等のゴミを回収しました。
　今回収集したゴミの量は、可燃・不燃、カン、ビン、ペットボトル
計 159kgを回収することができました。
　来年度も実施する予定です。多くの方のご来場お待ちしてい
ます。

10月16日（日） ワールドシティタワーズ秋祭り

　マンションが多く建つ港南地区でも最大の戸数を誇る（20
90 戸）ワールドシティタワーズの恒例の秋まつりも今年で第
7回となります。10月16日、久々の秋晴れに恵まれて、マン
ションに隣接する港南緑水公園で開催されました。港南小学校
鼓笛隊のパレードからスタートし、ゲーム、フリーマーケット、
なぎなた演武、ジャズ演奏など盛りだくさんなイベントが繰り
広げられました。

金魚すくいならぬボールすくいに夢中

海洋大ジャズ部の熱演

～秋空の下ファミリー全員で楽しむ～

～深まる秋の日差しを浴びてキャンパスの祭典～

11月4・5・6日（金・土・日） 海鷹祭

　秋も深まる11月4～6日、港南四丁目にある東京海洋大学
品川キャンパスで恒例の海鷹祭が開催されました。
　好天に恵まれて普段は静かなキャンパスが大勢の来場者
で賑わいました。キャンパスを南北に貫くメインストリートの
両側には運動部や文化サークルが出店する飲食店や記念品
の売店が軒を連ね、人気のある店には長い列ができています。
鯨ギャラリー、マリンサイエンスミュージアムなど、この大学
ならではの展示も多くの入場者を集めていました。

鯨ギャラリー内部

メインステージで熱演するロックグループ

木々も色づいたキャンパス
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連載

～ 第四回 ～

　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！

夕凪橋（ゆうなぎばし）

浜路橋（はまじばし）

幅員：14.3m（車道7.5m、歩道3.0m両側）
長さ： 75.0m
平成6年11月架替え

幅員：15.2m（車道10.0m、歩道2.0m両側）
長さ： 34.3m
平成28年2月架替え

　べいあっぷ 40号でご紹介した百代橋と並んで、この浜路橋

は数ある芝浦港南地区の橋の中でも特徴のあるデザインの橋

です。橋の両側の歩道の真ん中に船の形をした土台の上に帆

の形をした大きな飾りが置かれているのです。高浜運河の遊歩

道から橋を見ると、さながら二つの帆を張って水の上を進む

ヨットのように見えます。運河が四通八達している芝浦港南地区

のシンボルといえるかもしれません。橋のすぐ後ろに新幹線の

引込線の鉄橋がかけられていて、スマートな車体が通り過ぎて

いきます。

　現在、浜路橋は地震に備えて

平成 29年 2月末までの予定で

橋脚の耐震補強工事が行われて

います。工事完了後、浜路橋はより

安全な交通の要衝として地域の

発展に役立つものと期待されます。

夕 凪 橋 夕凪橋際
遊び場

芝浦西運河
沿緑地

芝浦中央公園
運動場

高浜運河
沿緑地

浜 路 橋

　芝浦四丁目の運河に架かる夕凪橋は、平成 24年から架替工事を始め、平成 27年 9月27日には

橋りょう部の完成に伴い、全面開通となりました。橋の名称の「夕凪橋」は、海の夕凪に由来している

とのことです。この新しい橋の架替えは橋の老朽化・耐震化対策等が目的ですが、同時に橋の周囲

の環境もすっかり美化・植栽され、朝夕のジョギングを楽しむランナーや周辺の幼児達の散歩道と

なって、朝は楽しそうな可愛い声に溢れています。
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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～

地域に根ざした環境美化への取組み

今回は“お台場地区防災協議会”です！

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。

《 今までの活動について 》
　平成20年にお台場学園港陽中学校の生徒で設立
した「お台場学園防災Jr.ティーム」に対して、救命
救急や初期消火等、継続的に訓練の指導をしてい
ます。
　平成26年には特殊な地域の実情から台場地域共通
のルールを決め、平成27年には避難所運営マニュア
ルを改訂しました。

　お台場地区防災協議会は、平成18年に結成、平成25年には港区立
小中教育一貫校お台場学園港陽小学校・港陽中学校と連名で、東京
防災隣組に認定されました。定期的に協議会を開催し意見交換をはか
り、救急講習会ではAEDの操作方法等を学んでいます。その他、港区
総合防災訓練（台場会場）にもご協力いただいております。

《お台場地区防災協議会 について 》

 　港南地区に東京本社をおく株式会社セディナは、毎月第 1金曜日に、品川駅港南口周辺の清掃
活動を行っています。
　この清掃活動は、地域社会貢献活動の一環として、平成 19 年 9月より活動を開始し、12月で
100 回目を迎えました。就業時間前の午前 8時 30 分から30 分間、毎回約 50 名の役職員がボラン
ティアとして参加し、空き缶やたばこの吸い殻など多くのゴミを回収しています。
　今後も港南地区の美化に貢献できるよう、この清掃活動を継続してまいります。

　今年はお台場の街が誕生して20年、防災
協議会が発足して10年を迎えます。誕生当時
は自治会・防災会は3つの団体しかなく、しば
らく地域の活動等は皆無の状態が続き、正直
‘安心して住む街’という体をなしている…とは
言えない状態でした。お台場は全国でも唯一
と言っても過言ではない『集合住宅だけの街』
という環境も影響していたのではないでしょうか？
　しかし、街ができ10年経った頃、自助・共助の精神も自然偶発的に生
まれ『防災協議会』が発足しました。今では14の集合棟の内8つの防災
会ができ、残りの棟も連合自治会として活動しています。更に【日中と
夜間】、【平日と休日】の街の滞留人口構成比が著しく変化する街なので、
「平日は自分達が守る！」という理念の元、お台場学園の中学生が中心と
なり『お台場学園防災Jr.ティーム』も誕生しました。3.11の時には大活躍
をし、表彰もされました。お台場地区防災協議会は更に地域力を高め、
各防災会の連携強化と全棟の防災会の創設に向け、日々みんなで力を
合わせてがんばっています。

お台場学園防災Jr.ティームデモンストレーションの様子

12月の活動で
100回目
を迎えました！！

会長コメント  【お台場地区防災協議会 会長 平方 彰】 

お台場地区防災協議会の様子

港区総合防災訓練（台場会場）の様子
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地域住民ふれあいの場として、毎月1回芝浦区民
協働スペースにてみずべネットを開催しています。
また、港南地区や台場地区にて音楽等に触れること
のできる「みずべネットカフェ」も開催しています。
ぜひ一緒に顔の見える関係を築きませんか？
ご参加お待ちしています！

芝 浦 港 南 地 区

※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２9年1月～3月
子育てあんしんプロジェクト

芝浦港南地区

問合せ：芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係　TEL：６４００-００２２

月　日 開 催 場 所 時　間 内　容

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。

総 合 支 所 だ よ り

●みずべネット 参加費：100円

参加費：無料●みずべネットカフェ

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

2/  1（水）

1/19（木）

1/18（水）

1/26（木）

1/30（月）

2/  9（木）

2/15（水）

2/20（月）

3/  2（木）

3/  8（水）

1/25（水）

2/16（木）

2/23（木）

3/  9（木）

3/16（木）

3/  1（水）

1/23（月）

2/  6（月）

2/27（月）

3/13（月）

3/22（水）

1/16（月）

芝浦区民協働スペース

芝浦区民協働スペース

芝浦区民協働スペース

芝浦区民協働スペース

芝浦区民協働スペース

芝浦区民協働スペース

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）

①たかはま保育園　②港南区民協働スペース

①たかはま保育園　②港南区民協働スペース

①こうなん保育園　②ゆとりーむ

港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

①たかはま保育園　②港南区民協働スペース

①こうなん保育園　②ゆとりーむ

①台場保育園　②台場分室多目的室

①台場保育園　②台場分室多目的室

台場分室多目的室

台場児童館

台場児童館

台場児童館

港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

10:00～11:30

10:00～11:30

10:00～11:30

かるがもくらぶ　6コース1回目

かるがもくらぶ　5コース2回目

かるがもくらぶ　6コース2回目

① ②計測・相談

① ②計測・相談

① ②計測・相談

① ②計測・相談

① ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

① ②計測・相談

① ②計測・相談

① ②計測・相談

① ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

計測・相談

計測・相談

計測・相談

対象：28年9月～12月生まれの方

10:30～13:00

10:30～13:00

10:30～13:00

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

①10:00～11:30　②13:00～14:30

全 

域

芝 

浦

港 

南

台 

場

● 加入申込期間 2月1日（水）～3月31日（金）
※金融期間でのお申し込みは3月21日（火）までです。 
　申込期間外の加入はできません。

※加入申込書は各総合支所窓口及び区内金融機関で配布しています。
※コースの種類等詳しい内容は区ホームページまたはお問い合わせ
　ください。

承認番号：SJNK16-13092
承認年月日：2016/12/07

● 問合せ
【保険の内容について】
損害保険ジャパン日本興亜（株）東京公務開発部営業開発課
TEL : 3349-9666 （平日午前9時～午後5時）
【申請方法について】
芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係
TEL : 6400-0031

平成29年度 区民交通傷害保険の
申込受付が始まります！

　区民交通傷害保険は、少額の保険料で加入でき、日本国内・国外
問わず車両による交通事故によりケガをされた場合に、入院・通院
の治療日数と治療期間に応じた保険金をお支払いするものです。

2/  3（金）   13：30 ～ 15：30　芝浦区民協働スペース    　健康講座・ひな人形作成
開催日 時間 開催場所 内容（予定）

3/10（金）   13：30 ～ 15：30　芝浦区民協働スペース    　健康講座・デコパージュ

2/10（金）   13：30 ～ 15：00　港南図書館　　　　　             大正琴
開催日 時間 開催場所 内容（予定）

3/   3（金）   13：30 ～ 15：00　港南区民協働スペース        紙芝居の読み聞かせ
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●平成28年11月27日（日）に、ベイエリアKIDSフェスタの同時開催として、
コミュニティカフェ及び運河クルーズを実施しました。
　当日は、分科会のメンバーが、運河クルーズの受付やガイドとして地域
の魅力を紹介したほか、コミュニティカフェの接客等を行い、イベントを
盛り上げました。また、カフェスペース内に設置した展示パネルを使用し、
地域の出来事に関するクイズラリーを行い、初めて知る地域の歴史に興味
や関心を持つ姿が多く見受けられました。運河クルーズでは、参加された
方々が普段とは違う目線から芝浦港南地区を眺めることで、新たな魅力を
発見した様子でした。

クラムマットモニタリング報告

クラムマットをお台場海浜公園内に設置しました 「お台場海苔づくり」参加者募集！

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

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

●問合せ 芝浦港南地区総合支所協働推進課台場担当
TEL : 5500-2365

●中間刈り取り

平成29年2月4日（土） 9:00～15:00

平成29年1月21日（土） 8:35～10:30

●ひび（支柱）たて ※終了しました
平成28年12月17日（土）

●海苔摘み取り・海苔すき作業体験

モニタリング調査結果

　12年目を迎えたお台場海苔づくり。今年
も「お台場海苔づくりの会」の皆さんととも
にお台場学園5年生の総合的学習の支援
をしていきます。
　お台場の自然を体験できる海苔づくり
にぜひともご参加ください。

アサリによる環境学習・お台場ふるさとの海づくり事業

　平成28年10月14日（金）お台場学園
7年生によるクラムマットのモニタリン
グ調査を行いました。クラムマットを設
置してからまだ1ヶ月あまりしか経過して
いませんが、4箇所から回収したクラム
ペレットの間からは400～1,100個体/㎡
のアサリを確認することができました。
　これからもアサリの生育状況などの
モニタリングを随時行い、皆様にご報告
させていただきます。

芝浦港南地区管内老人クラブ対抗ボッチャ競技大会

ボッチャはヨーロッパで生まれた
重度脳性麻痺者や、同程度の四肢
重度機能障害者のために考えられ
たスポーツで、パラリンピックの
正式種目に採用されています。また、幅広い年齢層
の方々に親しまれています。競技方法は、的となる
白ボールに、赤ボールと青ボールをそれぞれ6球ずつ
投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、
いかに白いボールに近づけるかを競います。

ボッチャ競技とは　10月27日（木）港区スポーツセンターにて芝浦港南地区管内老人クラブ対抗
ボッチャ競技大会を行いました。ボッチャ競技大会は、老人クラブ活動の活性化
を図り、それぞれのクラブ間でのコミュニケーションを深めるため開催しています。
今年度で6回目を迎えました。当日は、白熱した試合が繰り広げられ、皆さんボッ
チャ競技大会を楽しみました。

ベイエリアKIDSフェスタの様子は
　P2をご覧ください！

●平成28年9月27日（火）に、みどりのある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、コスモスの植え付けを行いました。182株の
コスモスを整然と箱尺（大きな定規）を使いながら丁寧に植え付けを行い
ました。
　9月下旬に植えたときのコスモスは30cm程度でしたが、秋のすっきりと
した陽気と適度な雨のおかげですくすくと成長し、倍近い大きさにまで
成長をしました。
　12月になり、コスモスを除去後、チューリップの球根600個を植えました。
春頃には、赤、白、黄の色鮮やかなチューリップが花を咲かせます。

　平成28年9月10日（土）東京ベイ・クリ
ーンアップ大作戦と同時にクラムマット
の設置と学習会を開催しました。参加者
は、アサリの生態や水質浄化能力等を学習
したうえで、100平方メートル分のクラム
マットを作製しました。その後、ダイバー
さんが、お台場海浜公園内の干潟にクラ
ムマットを設置する作業を見学しました。
（※）クラムマット…アサリ稚貝の着生に
適したセラミックペレットを封入した袋網

敷設の様子
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平成２9年1月～3月

港区ベイエリア

イベントカレンダー

月　日 イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等時　間 主　催 場　所

※日程等は変更になる場合があります。

1/28・2/18・
3/25（土）

1/13（金）

1/20（金）

1/18（水）

3/24（金）

1/18・2/1・15・
3/1・15（水）

1/19・2/16・
3/9（木）

1/25・2/15・
22（水）

1/26・2/23（木）
・3/3（金）

3/26（日）

2/18（土）

2/  5（日）

2/  8（水）

1/20・21
（金・土）

1/23（月）

1/21（土）～
2/26（日）

1/30（月）～
3/6（月）

2/10（金）

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（発着）

低学年バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ 5443-7338、小学校1～3年生、要事前申込み）

港南ふれあいクリーン大作戦（一般参加歓迎）

英語で遊ぼう（はる）（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、年中・年長児対象）

「私のビタミン講座」もう1度古典文学（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、定員40名、抽選、要事前申込み、在住・在勤・在学者対象）

「和のこころ」春雪香（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）

レインボーコンサート（問合せ：芝浦港南区民
センター 3769-8864）

子育て講演会（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）

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）

①雪遊び（問合せ：港南子ども中高生プラザ 3450-9576、どなたでも）
②雪明りの夕べ（問合せ：港南子ども中高生プラザ 3450-9576、どなたでも）

東京都立港特別支援学校全国公開研究会（問合せ：東京都立港特別支援学校
3471-9191、申込みはファクシミリで、学校教育に関係する方対象）

園庭開放（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）

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

かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
0～4歳児の未就園児親子対象）

学校公開（問合せ：港南小学校 3474-1501、
保護者の方々および地域の方々）

地域の方と遊ぼう会（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
昔遊びを教えてくださる地域の方対象）

幼稚園公開（問合せ：芝浦幼稚園
3452-0574、保護者および地域の方対象）

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、全70店、抽選、要事前申込み、区内在住在勤在学者対象）

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、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）

芝浦港南区民センター
講習室又は集会室

芝浦港南区民センター
2階集会室

芝浦港南区民センター
ホール

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

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

港南小学校

港南幼稚園 港南幼稚園

港南小学校

港南小学校 港南小学校

港南中学校 南門

港区立和楽公園

港南地域連合会
事務局

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

芝浦アイランド
こども園

トリニティ芝浦緑地

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

13:00～13:40

 9:30～11:30

 9:30～11:30

終　日

東京都立港特別
支援学校

東京都立港特別
支援学校

港南子ども
中高生プラザ

1/24（火） 雪遊び（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、乳幼児親子対象） 港区立和楽公園港南子ども

中高生プラザ

 8:50～16:30

20日：8:45～15:20
21日：8:45～11:50

①：11:30～17:00
②：18:00～19:30

14:00～15:30

10:15～11:15

10:00～11:00

10:00～11:00

 9:00～12:00

11:00～12:30

2/20（日） 新1年生保護者会（問合せ：港南小学校
3474-1501、新1年生保護者対象）

14:00～16:00
（13:30より受付）

10:00～15:00

10:00～11:00

14:00～14:40
（予定）

10:30～11:00

芝浦港南区民
センター

14:00～16:00

10:30～12:00

1011

月　日 イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等時　間 主　催 場　所

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！編集部が選ぶ！

● 日　　時　1月 25 日（水）～1月 31 日（火）
● 開催場所　台場区民センター 各室
● 主　　催　台場区民センター 
                          （港区台場 1-5-1 台場コミュニティぷらざ）
●問   合   せ　TEL : 5500-2355

※日程等は変更になる場合があります。

台 

場

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、各サークル活動
に関心がある方、見学のみであれば事前申込み不要、体験希望の方区民センターまで）

14:40～15:00

11:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:45

11:00～11:45

詳細は「キスポート」
1月号をご覧ください

18:00～20:00（第1・3・5金曜）
18：00～19：00（第2・4金曜）

14:00～16:00

15:00～16:30

（時間未定）

（時間未定）

（時間未定）

1/10・2/7・
3/7（火）

1/17・1/24・
2/21（火）

1/18・2/15・
3/15（水）

1/25（水）～
1/31（火）

1月上旬～
3月中旬（木）

1月上旬～
3月中旬（金）

1月上旬～
3月中旬

1月上旬～
3月中旬

1月上旬～
3月中旬（毎金曜日）

1～3月各月
（日程未定）

2月
（日程未定）

1～3月各月
（日程未定）

台場区民センター

台場区民センター 台場区民センター各室

台場区民センター

新春お楽しみ会（問合せ：台場児童館 5500-2363、
幼児～高校生対象、幼児さんは保護者同伴）

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）

4・5・6タイム（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学校4・5・6年生対象）

絵本の読み聞かせ（問合せ：台場区民センター
5500-2355、保護者・幼児対象、要申込み）

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

かもめキッズ☆らっこグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、幼児～高校生対象、幼児さんは保護者同伴）

かもめキッズ☆あひるグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、幼児～高校生対象、幼児さんは保護者同伴）

かもめキッズ☆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ヶ月の幼児と保護者対象）

かもめキッズ☆かもめグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、2歳5ヶ月～就学前の幼児と保護者対象）

かもん亭（問合せ：台場児童館
5500-2363、中学生以上）

工作のつどい（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生対象）

にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園
5500-2577、未就園児が対象）

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、参加費無料、貸しポール有）

にじのはし幼稚園 にじのはし幼稚園

台場児童館

問合せ：台場児童館

台場児童館

問合せ：台場児童館内

台場児童館 台場児童館内

台場児童館 台場児童館内

台場児童館 台場児童館内

台場児童館 台場児童館内

台場児童館 台場児童館内

台場児童館内

台場児童3F
学童クラブ分室

台場児童館 台場児童4F
学童クラブ分室

港区立台場高齢者
在宅サービスセンター

10:30～12:00

台場コミュニティーぷらざ 2F
台場分室・多目的室

台場区民センター1F
和室

お台場海浜公園周辺

1/11（水）

2/25（土）

14:00～16:45

　新年になりました。何か新しいことを始めてみませんか？
台場区民センターで活動している団体が、活動内容を公開
します。今年は、フラダンス、ウクレレ演奏、チアダンス、
体操、フェンシング、バレエ、合唱など多彩な計 12 団体の活動を見学・体験していた
だけます。詳しいスケジュールは、「キスポート 1月号」をご覧いただくか、台場区民
センターへお気軽にお問い合わせください。

台場区民センター「サークル体験入会ウィーク」


