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より住みやすいベイエリアを目指して

【特集】 港区青少年対策地区委員会

【連載】 ベイエリア 橋をめぐる物語
第五回 「レインボーブリッジ」

総合支所だより
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平成29年度
ベイエリア・パワーアッププロジェクトメンバー募集

知生（ちい）き人養成プロジェクト年間活動報告

港区ベイエリアイベントリポート

読者ギャラリー

港区ベイエリアイベントカレンダー
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台場 にじ子さんの作品 「大型客船入港」

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

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

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。

　　　　　　　   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）。

※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。

港区芝浦港南地区総合支所 べいあっぷ編集部
〒105-8516　※郵便番号だけで届きます

TEL : 6400-0031　FAX : 5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ・作品の送付先

べいあっぷ編集部 石井 弘子
松浦 奈緒子

畑中 みな子
小林 紀雄
宮尾 賢

西田 浩一

本誌のバックナンバーは港区公式ホーム
ページで閲覧することができます。

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。

連載コラム

写真のほかにも俳句や川柳、イラストも募集しています！写真のほかにも俳句や川柳、イラストも募集しています！

梅野 水無子さんの作品 「夕暮れ」

泥谷 隆史さんの作品 「夜の芝浦公園前景」 松岡 栄子さんの作品
「浜路橋にさざんかの花 青空に映える」

青木 千恵子さんの作品 「港南からお台場」

匿名さんの作品 「春風の妖精」

小坂 善男さんの作品 「お台場の風景」

こしあん大好きさんの作品 「彼方の富士」

様々な情報誌が氾濫する中、地元の行事写真を簡潔な
説明文でご案内してきたべいあっぷ、当初写っていた
幼子達は頼もしい中高生に成長し、面影を記録に留め
ています。
10年ひと昔と言いますが、長く携わっていると無意識に
固定観念にとらわれがちです。人が変われば視点や捉
え方が違い、より発展すると期待しています。

区民編集委員　石井 弘子

相棒はお古のベビーカー　老後も今までどおり花にかこまれて 区民編集委員　石井 弘子

　軟骨がすり減りスタスタ歩けなくなった頃、廃棄寸前のベビーカーを貰いました。知人から姿勢が悪くなったと指摘され、「引力の法則よ」と負け惜
しみ言ってみてもアレヤコレヤで老いは自然の成り行きです。ベビーカーは4リットルのペットボトル6本積めるし、歩道の真ん中を爆走する自転車に
も負けず、欠かせない相棒です。ところで、世界的にみても、7、80代のリーダーもいる今時、何歳からが高齢者の範疇なのか変わってきているような
気がします。自身振り返ってみても、5、60代は若く、70代までは働き盛り、白髪でもシワがあっても8、90代でも若く見える人は背筋がまっすぐな人、何
か目的がある人のような気がします。

桜の花びらに乗って
私はこの街に舞い降りました

東京タワーとレインボーブリッジが見える
ユートピアのような街です

あなたと出逢ったのは五色橋の舗道でした
コートの襟を立てて潤んだ目をして

お台場を見つめていた姿がとても淋しそうでした
たぶん上手く行かない事があって

どこかに心を置いて来てしまったのでしょう
私はオレンジライムに輝く美しい夕焼けを
あなたに見せたくてあなたのマフラーの先を
空の方に吹き上げてあたたかい風を起こしました

大丈夫・・・
哀しみはあの雲の様にやがて消え去ってしまうから

この橋を渡れば
きっと

誰かの「おかえりなさい」が待っています

春風の妖精

次回の締切は
5月12日（金）必着です
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水辺のまち魅力アップ分科会
リーダー　大本 裕一　大本 恵美里

「まち」への愛着と理解を深めることを
目的として、水辺等の地域資源を

活用したイベント等を企画・開催します。

水辺のまち魅力アップ分科会
芝浦港南地区情報誌「べいあっぷ」の発行に
向けて、イベント等の地区情報の取材や

記事の企画・編集を行います。

べいあっぷ編集部

みどりのあるまちづくり分科会一同

平成27年4月にみどりのあるまちづくり分科
会が発足して以来、この地域で、どのような活
動を行うのが分科会の目的に合致するのか？
日々試行錯誤しています。平成28年度は、活
動の一環で、「グリーンツアー in 芝浦アイラ
ンド」や、芝浦中央公園での花畑づくりを実
施しました。興味のある方、私たちとともに
活動をしませんか。

運河をはじめ魅力溢れるこの地域で地域貢献
をしたく考えていたところ、区報でベイエリア・
パワーアッププロジェクトを知り、応募しました。
4年前に当プロジェクトのメンバーとなり、今で
は夫婦で参加しております。ミーティングは月
に一度の平日夜、イベントは半年に一度の週
末で、仕事への負担もなく参加できます。また、
おかげさまで地域のお友達も増え、歴史など
地域の知識を深めることもできました。是非、
皆様のご参加をお待ちしております。
ベイエリアの水辺を一緒に盛り上げましょう。

地域特性に応じた緑化推進や
緑に関心を持つ機会の創出について

企画・運営を行います。

みどりのあるまちづくり分科会

　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29年度のメンバーを募集しています。一緒に活動してみませんか。

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

べいあっぷ編集部
編集長　宮尾 賢

平成18年4月、芝浦港南地区総合支所がスタ
ートして間もなく、「芝浦港南地区情報誌創刊
準備号」が私の目に留まりました。この号に載
った「（仮称）芝浦港南地区パワーアッププロ
ジェクト」メンバー募集の呼びかけにすぐ応募
し、地区情報誌「べいあっぷ」の編集委員に任
命されました。以来11年、今日まで編集委員を
勤めています。おかげでこの地域をより良く知
り、より好きになりました。地域の情報をきめ細
かく拾い上げて、伝えていく情報誌の編集に
ご興味のある方、是非、お力を貸してください。

● 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
● 活動期間　平成 29 年 4月から平成 30 年 3月まで
● 募集人数　水辺のまち魅力アップ分科会：20人程度
　　　　　　 みどりのあるまちづくり分科会：20 人程度
　　　　　　 べいあっぷ編集部：15 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 29年 3月 28 日（火）
● 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ご相談ください。応募者多数の場合は抽選となります。
● 問合せ先    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 : 5445-4590
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　このプロジェクトは、地区内にキャンパスを有する大学等と連携しながら、地域の歴史や運河、海辺に関する講座、ワークショ
ップ等を開催し、地域の魅力を自ら発信できる人材、“知生き人”を育成する事業です。　
　今年度は、運河、まちを巡るワークショップや海洋生物の観察、水産資源や水辺環境の変遷に関する講座などを行いました。
　また、特別講座として、ファシリテーション講座や情報発信力養成講座を行い、地域の魅力を発信するために必要な知識や
技術を習得しました。ファシリテーション講座では、グループに分かれてこれまでの講座で学んだ地域の魅力を話し合い、発表
するテーマを決めました。情報発信力養成講座では、効果的な情報伝達のための書き方や見せ方を学び、グループごとに地域
の魅力を伝える情報紙を作成しました。

平成28年度「知生（ちい）き人養成プロジェクト」
全10回の講座が修了しました

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。

芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会 実行委員募集

知生き人

平成29年度も
新たに受講生を募集します。

興味のある方は
是非お申込みください！

普通講座の様子

担当講師

特別講座の様子

河野 博

佐々木 剛

前田 英寿

桑田 仁

東京海洋大学 大学院
海洋科学技術研究科 教授

東京海洋大学 
海洋政策文化学科 准教授

芝浦工業大学
デザイン工学部 デザイン工学科
建築・空間デザイン領域 教授

芝浦工業大学
デザイン工学部 デザイン工学科
建築・空間デザイン領域 教授

● 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  み：電話で、  4 月 3日（月）まで   に
　　　　　　みなとコール（9:00～17:00 受付）へ。
　　　　　　 TEL：5472-3710
● 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

プロジェクトの詳細は
ホームページを
ご覧ください！
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港区ベイエリア

イベントリポート

1月23日（月）～24日（火） 雪遊びと雪明りの夕べ 主催：港南子ども中高生プラザ

～寒い冬も冷たい雪も子どもの熱気にはかないません！～
　毎年恒例となっている当イベントが港南和楽公園にて開催されました。冬晴れの青空の中、この日を待っていた子どもたちが、
かまくらに潜ったり、特設の雪の滑り台をソリで滑ったりして、楽しんでいる様子がうかがえました。東京では珍しい雪遊びをし、
貴重な体験をお母さんたちに報告する姿をみることもできました。夕方から開催を予定していた雪明りの夕べは、強風の影響に
より中止となってしまいましたが、子どもたちにとってとてもいい一日になったことでしょう。

1月25日（水）～31日（火） サークル体験入会ウィーク 主催：台場区民センター

　未就学のお子さんからシニアの方々までが気軽に見学や体験できるようにと、区民センターに在住登録している計12団体の
皆さんが日頃の活動を一般公開しました。期間中64名の見学・体験を希望する方が来館し、賑やかで楽しい一週間となりました。
参加した方からは、「いろんなサークル活動があるとわかった」「見学・体験ができてよかった」などの感想をいただきました。

～新しいことにチャレンジ！～

2月11日（土）～12日（日） 柳津町交流事業 主催：港区青少年対策お台場地区委員会

～お台場の冬はとてもあたたかかった！～
　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11日（土）・12日（日）の2日間、お台場の子どもたちと交流しま
した。柳津町の子どもたちは初日、お台場学園でスポーツ交流や、お台場
クルージング、懇親会を行い、交流を深めていました。翌日は、フジテレビ
様のご厚意で、湾岸スタジオを見学しました。
　子どもたちの笑顔が印象に残る2日間でした。

港区ベイエリア

イベントリポート
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● 日　     時：平成 29 年 4月 2日（日）　11:00～16:00
● 場　　所：高浜運河沿緑地ほか
　　　　         （高浜運河東岸・御楯橋から楽水橋までの一帯）
● 催　　し：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」 「防災コーナー」 「運河めぐり」ほか 
● フリーマーケット：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。
● 主　　催：港区港南地域連合会
● 問  合  せ ：港南ふれあい桜祭り実行委員会　電話　080 （3341） 8090

● 日　     時：平成 29 年 6月 4日（日）　12:00～15:00
● 場　　所：芝浦公園
● 催　　し：子ども神輿と山車で、町内を渡御します。（約 40 分）
　　　　         渡御した後、子どもたちへお土産のお菓子とソフト
　　　　　　ドリンクを配ります。（小学生以下 先着 400 名）
　　　　         来場していただいた方には焼きそば、フランクフルト、
                          ソフトドリンクを配布します。（先着 600 名） 
● 主　　催：芝浦一丁目商店会

　桜の季節、港南地域をあげて「第7回 港南ふれあい桜祭り」を開催します。
多くの皆さんのお出掛けをお待ちしています。

第7回 港南ふれあい桜祭り 4月2日（日）

芝浦一丁目こども祭り 　6月4日（日）

2月22日（水） 夏みかんマーマレードづくり 主催：芝浦海岸町会・商店会連絡協議会

～恒例のマーマレードづくり、今年も美味しく出来上がりました！～

　例年、この時期に開催される“夏みかんマーマレードづくり”が2月22
日にみなとパーク芝浦2階のリーブラで行われました。
この日に先立ち2月20日にシーバンス重箱堀側植込みで、おいしく実
ったなつみかんを収穫し、マーマレードづくり当日は、女性17名男性
9名の総勢26名が参加しました。
　このイベントに毎年参加しているリピーターも多く、皆わきあいあい
の雰囲気の中で、参加者同士のおしゃべりも楽しみながら、全員一致
協力のもと手際よく調理作業も進み、手間の掛かるマーマレードが2
時間程度で完成しました。
　参加者の想いと愛情のこもった美味しいマーマレードが出来上がり、
参加者はそれぞれに完成品を持ち帰り、家族と一緒に喜び分かち合
ったことと思います。

これから開催されるイベント
（内容は予定です）
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連載

～ 第五回 ～

　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！

レインボーブリッジ

都立台場公園
第三台場

第六台場

品川ふ頭

鳥の島
お台場レインボー公園

北側遊歩道
（ノースルート）

南側遊歩道
（サウスルート）

ゆりかもめ
芝浦ふ頭駅

ゆりかもめ
お台場海浜公園駅

お台場学園
にじのはし幼稚園

レインボーブリッジ

設計者：東京都港湾局と首都高速道路公団（現在の首都高速道路株式会社）

着工時期：1987年（昭和62年1月14日）
竣工時期：1993年（平成5年8月26日開通）

吊橋部全体延長：918m
幅員：29m
海面からの高さ： 52m
主塔の高さ：127m

遊歩道：芝浦側入り口
・ゆりかもめ「芝浦ふ頭駅」より徒歩5分
・JR「田町駅」東口より徒歩20分
・ちぃばす「芝浦ふ頭駅」下車徒歩5分

遊歩道：台場側入り口
・ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」より徒歩15分
・お台場レインボーバス「お台場学園前」下車徒歩5分

　これまでベイエリアの運河に架かる数々の橋を紹介してきましたが、今号ではこの地区で

最大の橋、レインボーブリッジを取り上げます。

　レインボーブリッジは1987年1月に着工し、6年半後の1993年8月に完成しました。

時あたかも日本はバブルと言われるほど経済活動が活発だった時期で、東京ではベイエリア

の開発が盛んに進められました。首都高速道路の渋滞解消、ベイエリアの物流の効率化など

を主たる目的として建設されたこの橋は同時に東京港周辺の景観を一新するシンボル的な

存在として有名になりました。

　東京港の中央に位置する有明・青海・台場と都心部を結ぶこの橋は、今年の8月で竣工から

24年を迎えます。交通の大動脈として、昨年10～12月の間には、各月100万台に近い車両が

利用しました。二重構造の下層には新交通ゆりかもめが走り、通勤や生活の足の役割も果た

しています。ちなみに、レインボーブリッジの名称は一般公募で決められました。

　また、あまり知られていないのですが、下層には歩道があり徒歩で橋を渡ることができます。

芝浦から台場へ向かうコースの後半では、東京タワーとスカイツリーが一望できます。

今回は東京港管理事務所港湾道路管理課の職員の方に取材にご協力いただきました！

● レインボーブリッジ遊歩道について ●
《開 場 時 間》

《利用休止日》

《利用注意事項》

※最終入場は、閉場の30分前
毎月第3月曜日  ※祝日に当たるときはその翌日
・自転車に乗っての通行は禁止です。ただし、貸出専用
  台座による手押し通行か、自転車を解体または折りた
  たんで専用の袋に収納して運ぶことは可能です。
・ペットを連れての通行は禁止です。ただし、ペット用の
  かご等に入れて運ぶ場合は通行可能です。
・他の歩行者の通行の支障となる行為等は禁止です。
・遊歩道の傾斜が大きいため、車椅子等でのご利用に  
  は必ず介護者をつけてください。
・天候上等の理由により、入場できない場合があります。

4/1～10/31　  9:00～21:00
11/1～3/31　10:00～18:00

芝浦南ふ頭公園
運動広場

（かいがんぱ～く）
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～より住みやすいベイエリアを目指して～

　「港区青少年対策地区委員会」は、青少年をめぐる社会環境の浄化や健全育成及び非行防止の対策を地域社会の力を結集して
進めていく自主的な地区組織活動団体です。区立中学校の通学区域ごとに設置され、現在は10の地区委員会が活動しています。
芝浦港南地区管内には、「港南地区委員会」、「お台場地区委員会」と2つの地区委員会が設立されています。　

グランドニッコー東京 台場

港区青少年対策地区委員会特集 “港南地区委員会”
今回は

をご紹介します！

 　グランドニッコー東京 台場では、地域貢献の一環として、昨年 11月から、総務部を中心に有志を募り、ホテルの周囲を中心
に国道沿い近辺のごみ拾いを月1回ペースで行っています。参加希望者が増えてきており、社内の定例活動として今後は清掃
エリアを広げるなど、引き続き地域のため積極的に活動してまいります。

【港区青少年対策港南地区委員会について】
　港南地区委員会は、芝浦・港南の地域に居住する青少年（主に小学生、中学生）を
対象に年間を通してキャンプや春・秋のバスハイク、ファミリースポーツ等の各種行
事を企画して活動しています。活動にあたっては、港区、港南中学校、芝浦小学校、
港南小学校、各校のPTA、町会・自治会、民生・児童委員、青少年委員、スポーツ推進
委員をはじめとする多くの地域の方々にご協力をいただいております。

【港区青少年対策港南地区委員会　会長　辻田 雅明】

【青少年対策地区委員会の歴史】

昭和34年11月

昭和37年  6月

昭和57年  6月

「港区青少年問題協議会」の下部組織として、区立
中学校の通学区域単位に設置

「港区青少年問題協議会」の下部組織であった「補
導連絡会」を「青少年対策地区委員会」の「補導連絡
部会」として一体化

「港区青少年問題協議会」から独立

　地区委員会に求められる役割とは？青少年が心豊か
に健やかに。誰もが望むそのような成長を支援するため
に、それぞれの地域の方々が色々な活動をされている
と思います。私たち、地区委員会のメンバーも同じ思いで笑顔溢れる子どもが1人でも多くなれば
と年間を通じて活動をしています。運河に囲まれ、タワーマンションが林立し、多くの子どもたちが、
この芝浦・港南をふる里として育ち、いつかはこの地から巣立っていった時に、日々の家庭や学校
での生活、野球・サッカー等の地域のクラブでの活動、町会・自治会等のお祭りといった色々な思
い出の中に私たちの行事が一つでも、その中の1ページとして貰えたならば。そんな思いを忘れる
ことなく、これからも活動していこうと考えています。
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芝 浦 港 南 地 区

総 合 支 所 だ よ り

消費税率の引き上げに伴う負担を軽減する措置として、「臨時福祉給付金（経済対策分）」を支給します。

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

● 対象者

● 支給額

●申請方法
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。
♦芝地区総合支所
　平成 29 年 3月 14 日（火）～7月 14 日（金）
♦麻布、赤坂、高輪、芝浦港南地区総合支所
　平成 29 年 3月 14 日（火）～5月 19 日（金）
♦台場分室
　平成 29 年 3月 14 日（火）～3月 31 日（金）
※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）

●申請期間
平成 29 年 3月 14 日（火）～7月 14 日（金）
※対象者には、平成 29年 3月 13 日（月）に申請書を発送しています。

平成28年1月1日時点で港区に住民票があり、平成28年度分の区市町
村民税（均等割）が課税されていない方
※区市町村民税が課税されている方の扶養親族等や生活保護制度の
　被保護者は対象になりません。

対象者1人につき1万5千円
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。

臨時福祉給付金（経済対策分）のお知らせ

※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4月～6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。

5/17（水）

4/  6（木）

4/19（水）

4/13（木）

4/27（木）

5/11（木）

5/15（月）

5/25（木）

6/  1（木）

6/  8（木）

4/12（水）

5/18（木）

5/31（水）

6/15（木）

6/21（水）

6/14（水）

4/24（月）

5/  8（月）

5/22（月）

6/  5（月）

6/19（月）

6/12（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）

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　1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

かるがもくらぶ　1コース1回目
対象：28年11月～29年2月生まれの方

かるがもくらぶ　2コース1回目
対象：29年1月～4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
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台 

場
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お台場海づくりフォーラム

 　今年で 12 年目を迎えた、お台場の冬の風物詩「お台場海苔づくり」を、お台場学園小学校 5年生の環境学習の一環として
実施しました。昨年、お台場海浜公園にひびを立ててから台場地域住民による昼夜を問わない生育観察により、2月4日、今年
も無事に質のよいお台場海苔を摘み取ることができました。また、海苔の佃煮づくり教室を開き、海の恵みに感謝しました。

お台場海苔づくりレポート

新たな「お台場レインボーバス」のお知らせ 「kmフラワーバス」廃止のお知らせ

台場シャトルバス（愛称：お台場レインボーバス）は、運営協議会による
運行を今年度末で終了し、新年度からは、運行事業者に対して区が一定の支援を
行う方式に移行します。新たな「お台場レインボーバス」のルートとダイヤについて
は、区と運行事業者のホームページをご覧ください。

kmフラワーバス（浜松町駅～国際展示場前）は、
2017年5月31日（水）の運行を最後に廃止となります。

《廃止路線》  路線名：km01,km02,km03
（浜松町バスターミナル～テレコムセンター駅～大江戸
温泉物語～東京ビッグサイト～国際展示場駅）

お台場レインボーバス●ケイエム観光バス株式会社

●港区公式ホームページ
※港区公式ホームページサイト内
　にて検索ください。

台場シャトルバス

《問   合   せ》  ケイエム観光バス（株）
                         TEL : 6380-7701
定期券の取扱いについては、上記までお問い合わせ
ください。

 　3月4日（土）、お台場学園にてお台場海づくりフォーラムが開催されました。フォーラムでは、
「泳げる海、お台場」を目指し、様々な活動をされている方々と課題を共有するとともに、それぞれ
の知識や経験を踏まえ、課題解決に向けた意見交換を行いました。また、お台場学園港陽中学校
の生徒による環境教育活動の報告もありました。
　今後、東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー（遺産）として、「泳げる海、
お台場」を子どもたちに残していくため、様々な方々と連携協力して取組んでいきます。

《変更予定日》   4月1日
《問   合   せ》  ケイエム観光バス（株）
　　　　　    TEL : 6380-7701
                         土木課地域交通担当
　　　　　    TEL : 3578-2278
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平成２9年4月～6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

芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

4/27・5/25・
6/22（木）

5/28（日）

5/31（水）

6/17（土）

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）

誕生会（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）、誕生月のお子様と保護者対象）

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、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）

芝浦港南地区高齢者相談センターオレンジカフェin港南の郷（芝浦港南地区高齢者
相談センター 3450-5905、認知症に関心のある方、認知症初期の方対象）

「私のビタミン講座」五輪で英会話2017（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員15名、抽選、要事前申込み）
「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、港区在住・在勤・在学者対象、定員15名、抽選、要事前申込み）

「和とエコを学ぶ講座」苔玉作り（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-
8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員20名、抽選、要事前申込み）

「和のこころ」香道で遊ぶ（菖蒲香）（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、どなたでも、定員28名、抽選、要事前申込み）

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、区内在住・在勤・在学者対象、全70区画、抽選、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）

幼稚園振興対策事業「わくわくデー」（問合せ：芝浦幼稚園
3452-0574、未就園児親子対象）

学校公開（問合せ：芝浦幼稚園
3452-0574、保護者・地域の方々対象）

学校公開（問合せ：港南小学校
3474-1501、保護者、地域の方々対象）

「英語で遊ぼう」（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、年中・年長児対象、定員15名、抽選、要事前申込み）

学校公開・セーフティー教室（問合せ：港南小学校
3474-1501、保護者、地域の方々対象）
体育祭（問合せ：東京都立港特別支援学校
3471-9191、どなたでも）

園庭開放（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）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

芝浦港南地区
高齢者相談センター

港南小学校

港南地域連合会

港南小学校

港南小学校

港南小学校南門集合

港南小学校

お台場海浜公園周辺

お台場海浜公園ビーチ

東京都立港特別支援学校 東京都立港特別支援学校
グラウンド

港区立台場高齢者
在宅サービスセンター

台場区民センター

台場区民センター

台場児童館 台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

3階 学童クラブ分室

3階 学童クラブ分室

台場児童館前広場

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

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

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

区立ケアハウス港南の郷
5階食堂

10:15～11:15

10:30～11:30

5/18：12:00～13:00
6/15：10：00～11：00

10:00～15:00

9:00～11:30

9:00～11:30

10:00～12:00

10:00～11:00

9:30～11:30

8:45～15:20

9:45～14:30

8:45～12:00

14:00～15:30

14:40～15:00

14:00～14:40

15:00～16:30

11:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:45

11:00～11:45

10:00～
5/11～6/29
（毎週木曜）

5/20～6/24
（毎週土曜）

5/17・24・31
（水）

6/4・11（日）

5/12（金）

4月中旬

4月中旬

4月中旬～下旬

4/22（土）

4月中旬～
6月下旬（木）
4月中旬～
6月下旬（金）

4月中旬～
6月下旬（金）
4月中旬～
6月下旬（金）

4月末～
6月末（未定）

4月中旬～
6月下旬（木）

5/13（土）

5/20（土）

4/4・6/6（火）

4/23・5/28・
6/25（土）

4/4・5/9・
6/6（火）

6月下旬 未　定 未　定

4/19・5/17・
6/21（水）

台場コミュニティーぷらざ
2F 台場分室・多目的室

台場コミュニティーぷらざ
広場 3F（屋外） 11:00～16:00

未　定

未　定

未　定

未　定

5/10・24・
6/14・28（水）

5/17・
6/7・21（水）
5/18・
6/15（木）

5/20（土） 14:00～16:00

14:00～16:00

芝浦港南区民センター 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
2階集会室
芝浦港南区民センター
講習室

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
2階第1和室

芝浦港南区民センター トリニティ芝浦緑地

4/2（日） 第7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、詳細はP5をご参照ください）

港南ふれあいクリーン作戦（問合せ：港南地域連合会事
務局、どなたでも）

11:00～16:00 港区港南地域連合会 高浜運河沿緑地ほか（高浜運河東
岸・御楯橋から楽水橋までの一帯）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

※日程等は変更になる場合があります。

芝 

浦
・
海 

岸

港 

南

台 

場

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

一年生おめでとう会（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生対象）
一輪車講習会（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生以上で初めて乗る子対象）
インラインスケート初心者講習会（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生以上で初めて滑る子対象）

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歳以上の方対象）

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）

かもめキッズぷち らっこグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、生後4か月～10か月対象）
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、歩きはじめ～1歳7か月対象）
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か月～2歳4か月対象）
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4か月～就学前対象）
かもん亭（問合せ：台場児童館 5500-2363、
中学生・高校生対象）

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）

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）
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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

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！

ピックアップイベント！ in  ベイエリア
編集部が選ぶ！

～芝浦港南区民センター「芝浦港南フリーマーケット」～

● 日　　時　5月 28日（日） 10:00～15:00 
　　　　　　※雨天中止
● 会         場　トリニティ芝浦緑地
　　　　　　（芝浦港南区民センター前広場）
● 出  店  数　 70 区画
● 主　　催　芝浦港南区民センター （芝浦 4-13-1）
●問   合   せ　TEL : 3769-8864

　芝浦港南地区の皆様のコミュニティの促進と資源の有効活用・再利用の場を提供する目的で、年 4回実施してい
ます。地域の皆様のご協力で永年にわたり開催してまいりました。今では地域の恒例行事として多くの方々から好評
をいただいております。5月最後の日曜日、意外な掘り出し物や素敵な出会いが貴方を待っています。出店方法につ
いては「キスポート 4 月号」をご覧いただくか、芝浦港南区民センターまでお問い合わせください。

にじのはし幼稚園 にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園 にじのはし幼稚園

10:30～12:005/9・30・
6/13（火）

※日程等は変更になる場合があります。

にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
未就園児親子が対象、5/9はおはなし会有）

にじっこまつり（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
未就園児親子対象）

芝浦港南地区高齢者相談センター

“オレンジカフェ”
 　オレンジカフェとは、認知症についての相談
や関心のある方との交流を行う場です。
　芝浦港南地区高齢者相談センターでは、台場
高齢者在宅サービスセンターと、ケアハウス港南
の郷 5階食堂の 2ヶ所でオレンジカフェを開催
しております。
ご興味、ご関心のある方はぜひお越しください。

 　日時等は
   イベントカレンダーに
     掲載されています！

お台場学園 お台場学園校庭

未　定

未　定

未　定

未　定

未　定

未　定

5/23（火）

5/27（土）

6/24（土）

6/20（火）

5月下旬 15:00～17:00

金・月：8:50～15:30
    土：8：50～11：35

8:50～14：50

5月～6月
（未定）
6/16（金）・
17（土）・19（月）

10:00～11:30

10:00～12:00

10:45～11:45

台 

場

未　定

芝浦港南地区高齢者
相談センター

台場高齢者
在宅サービスセンター

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館
青少年対策お台場地区委員会

台場区民センター 台場区民センター和室

台場区民センター
集会室他台場区民センター

台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

お台場学園 お台場学園校庭

お台場海浜公園ビーチ

1・2・3タイム「小学1年・2年・3年生のつどい」
（問合せ：台場児童館 5500-2363）

4・5・6タイム「小学4年・5年・6年生のつどい」
（問合せ：台場児童館 5500-2363）

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・在勤の保護者と幼児、要事前申込み、詳細はキスポートで）
ハワイアンキルト教室（問合せ：台場区民センター 5500-
2355、港区在住・在勤・在学者で18歳以上の方対象）

こまのつどい（問合せ：台場児童館
5500-2363、幼児及びその保護者対象）

ビーチフェスタ＆お台場運動会（問合せ：台場児童館
5500-2363、乳幼児親子～地域の大人対象）

芝浦港南地区高齢者相談センターオレンジカフェin台場（芝浦港南地区高齢者相談
センター 3450-5905、認知症に関心のある方、認知症初期の方対象、訪問相談会有）
運動会（お台場学園 5500-2572、
保護者、地域の方々対象）

学校公開（お台場学園 5500-2572、
保護者、地域の方々対象）

台場児童館内及び
台場児童館前広場台場児童館未　定 春のお楽しみ会（問合せ：台場児童館5500-2363、

幼児と親子または小学1年生～高校生対象）5月中旬

【問合せ】  TEL ：3450-5905（芝浦港南地区高齢者相談センター）


