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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。

芝浦港南地区情報誌

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場
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松岡 栄子さんの作品
「芝浦中央公園に新しく出来たすべり台」

小坂 善男さんの作品
「お台場の風景」

梅野 水無子さんの作品
「落日」

特集

秋のトワイライト

港区ベイエリアイベントリポート

夕凪橋の上でモノレールを目で追いながら
ふるさとがないとあなたは言った

夏 祭 り

あの日、どうかこの街があなたのふるさとに
なりますようにと願った私でした
台場 にじ子さんの作品
「レインボー公園の夏の朝」

……２‑５

一度離れてまたこの街に戻って来たあなた

青木 千恵子さんの作品
「お台場に三輪の花が咲きました！」

タワーマンションに憧れたと言ったけれど
レインボーブリッジから富士山が見えたよ…
芝浦まつりのタンドリーチキンは最高だよ…
朝起きて目の前に海が見えると一日のスタートが
実感できるよ…
と、まるで子供の様にはしゃいだ顔が
とても眩しかった
♥ おかえりなさい…

泥谷 隆史さんの作品
「ある日の「新港南橋」下寸景」

台場 にじ子さんの作品
「素晴らしいタイミング！」

橋にたたずむ二人を秋のトワイライトが
やさしく包んでくれた

次回の締切は
10月27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。

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。

12 べいあっぷ

ここがあなたのふるさとですよ♥

小島 恵子さんの作品
「秋のトワイライト」

〒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

問合せ・
作品の送付先

編集後記
芝浦水再生センターのサマーフェスタを取材しました。
多くの小学生が、水処理について真剣に説明を聴いている
ことに感心させられました。私が子供の頃には、公共施設が
お祭りを催すなんて考えられませんでした。こうしたイベント
に参加することで、環境を大事にしようという意識が自然と
育まれていくのだなと感じました。
今夏は、数十年ぶりの長雨を記録するなど、夏らしい夏
とはなりませんでしたが、芝浦港南地区では、今年もたくさん
の夏祭りが開催されました。子供たちの楽しい思い出となった
ことでしょう。これから本格的な秋を迎えます。
「イベント
カレンダー」には展覧会や音楽会、運動会が増えてまいり
ました。皆様も「べいあっぷ」を片手に、是非、秋の催しへ
お出かけください。
塩沢 美樹

べいあっぷ編集部

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

ゴヨウ
（は）ナーニ

阿部 一哉

岡田 美紀子

金子

塩沢 美樹

鈴木 聡子

西田 浩一

桝中 多賀子

宮尾

賢

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。

源

小林 紀雄
畑中 みな子

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 29076-2455
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特
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・
7 月 15 日（土）
）
16 日（日

7 月 23 日（日）

芝浦二丁目納涼盆踊り大会

7 月23日（日）、品川駅港南口地区で港南町会主催の

今年は空梅雨気味で、連日、35 度近くまで気温が上がる

背後に芝浦アイランドの高層

東京都心、芝浦二丁目、船路橋児童遊園前で、今年も

マンションを控えたこの場所、正

賑やかなお囃子や太鼓の音が流れました。恒例の納涼

にビルの谷 間のオアシスです。

盆踊り大会は周辺のマンションに住む人たちで大変な

中央に設けられた舞台に灯が点ると、踊りは最高潮に

賑わいです。

港南夏祭り

〜いよいよ夏休みが始まった〜

〜33 度の猛暑を吹き飛ばす盆踊りの賑わい〜
勇壮な太鼓に血が騒ぎます

達し、浴衣姿の皆さんが夏の夕べの一時を楽しみました。

ました、子供たちの家族やベビーカー

港南夏祭りが開催されました。このお祭りは、子供山車と

の弟や妹も列に加わり賑やかな行列が

子供神輿が港南町内を巡るお祭りです。この日はそれまで

続きました。また同時に開催された品川駅港南口ふれあい

の猛暑が一休みし、曇りがちではありましたが、海風も

広場の品川駅港南夏祭りには多数の屋台が店を出し
賑やかさを添え、子供たちも

の参加で子供山車

山車、神輿の後家族と一緒

と子供神輿が、可愛

に屋 台 店を楽しみました。

い 高 い 声 の「ワッ

子供たちにとっては待ち遠し

共に町内を練り歩き
子どもたちが担いだお神輿

舞台に灯りが点いて踊りもたけなわ

連休中の家族団欒

7 月 27 日（木）
・
7 月 21 日（金）
）
22 日（土

品川駅港南夏まつり

これから始まります

さあ行くぞ

食べ物の屋台が並び、その奥には夕涼みをしながら楽しんでもらおうと、テントが設置されて
充分な数のテーブルと椅子が用意されています。
祭り提灯、射的の呼び声、
トウモロコシを焼く匂い。何とも懐かしい雰囲気に仕事
終わりのサラリーマンが次々と屋台に入ってゆきました。少々飲みすぎても大丈夫。

芝浦サマーフェスタ2017

小学生に混じって施設見学に参加しました。1 組ずつガイドつきで案内していただけます。
な処理水となって東京湾へ放流されるそうです。キモカワな
微生物を顕微鏡で観察することもできますよ。ほかにも起震車
体験やスーパーボールすくいなど、たくさんのコーナーが用意
されていて、小さな子供から大人まで 1日中楽しめて勉強にも
なるサマーフェ

・
7 月 22 日（土）
23 日（日）

しくにじんで、
プレミアムな夜は暮れてゆきました。

品川ウォーターテラス on the GREEN 2017

遊 び に 行って
どのコーナーも子供達の笑顔でいっぱい

・
7 月 28 日（金）
29 日（土）

みてください。

顕微鏡で微生物の観察

下水道の仕組みを模型でお勉強

芝浦まつり

〜地元住民だけじゃない！ビジネスマン・OL も楽しい芝浦まつり〜

〜港南地域の新たなアイコンとして〜

芝浦の夏の風物詩、芝浦まつりが7月28日
（金）
・

例年以上の暑さを記録する日本の中でこの品川も例外ではありません。そんな中、品川
シーズンテラスイベント広場において、涼を感じることができる第 3 回〜品川ウォーターテラス
on the GREEN 2017〜 が開催されました。大行列の大・小ウォータースライダーや、

29日（土）になぎさ通りにて行われました。芝 浦

で
バルーンアート
え
迎
お出

まつりは地元の大人や子供たちはもちろん、芝浦

水が地上から噴射されるスプラッシュエリア、ちびっ子プール等で涼しさや楽しさを求める多くの子供たちの

近辺勤務のビジネスマンやOLも大勢参加し、1日目

姿がありました。縁日コーナー

は大盛況。模擬店やカラオケ大会、お笑い芸人に

屋台が祭を彩る

よるバラエティショーなど夏の暑さをも忘れるほど、

やキッチンカーコーナーなど

ウォータースライ
ダー
で楽しむ

お祭り的な要素もあり、地域
の新たなアイコンとして年々

楽しいイベントが 数々！
！2日目はあいにくの雨と
なってしまい、早期に終了、ざんねん…
来年を楽しみに、みなさまもぜひ参加されては

定 着してきている様 子 が
見えました。

大きな沈殿池の前で

は 皆 様もぜ ひ

にぎやかなざわめきと人々の笑い声。薄暗く
なってゆく周りの街に屋台のオレンジの灯がやさ

では
ミニコンサート
ニーを演奏
トトロやディズ

スタです。来年

ないように慌てて走ることもないでしょう。

ホテルマンの
粋なハッピ姿

朝から来場者が続々

ここに集められた下水は、50 種類以上の微生物が汚れを分解し、なんと半日から1日できれい

駅前ですから。迷子になることも、電車に遅れ

ちょっとレトロな風景が
祭りに似合います

思い出なった事でしょう。

の大切さを学べる体験型イベントで、毎年 7月に開かれています。

夏が到来し、茹だるような暑さが続く中、7月21日（金）、22日（土）、夕方 5 時から品川駅

いつの時代も
祭りには神輿がつきものです

かった夏休みの最初の良い

芝浦水再生センターで、恒例のサマーフェスタが開催されました。下水道の役割や水環境

港南口ふれあい広場で品川駅港南口夏祭りが開かれました。広島焼きやたこ焼きなどの

あたり一面
美味しい匂い
が 漂います

わっしょい

〜驚きとワクワクがいっぱい！大人も楽しい体験型イベント〜

〜プレミアムな夜は月末だけではありません！〜

参加商店名が書かれた提灯

御神輿

そよぐ過ごしやすい爽やかな祭り日和の中、多数の子供

ショイ、ワッショイ」と

ビルの谷間の盆踊り

イベントリポート

港区ベイエリア

噴水に戯れる子どもたち

キッチンカーも大繁盛

テントもあってレジャー気分

なぎさ通りが大盛況

いかがですか。

毎年恒例ののど自慢大会！
！
！

特
集
7 月 29 日（土）

港区ベイエリア

港南四丁目第3アパート夏祭り

9 月 2 日（土）

イベントリポート

港南三丁目合同まつり

〜子供が主役のお祭り〜

〜雨を吹き飛ばす夏祭りの熱気〜
梅雨明け宣言が出された後、東京では皮肉にも梅雨

三 味 線 演 奏のグループがお揃いの着 物で勢ぞろい。

9 月2日（土）に港南三丁目遊び場で港南三丁目合同

午後には陽も出て、爽やかなお祭り日和になりました。この

のような天候が続きます。7 月29日（土）も丁度そんな雨

生 憎、演 奏 が 始まると大 粒の雨 が 降り始めましたが、

まつり実行委員会主催による12 回目を迎えた港南三丁目

お祭りは “ 子供も大人もみんなが楽しめる”をテーマに

模様の日でしたが、港南四丁目第 3アパート前の広場は

息の合った熱演に聞き入る聴衆は大きな喝采を送って

合同まつりが開催されました。当日の午前中は雨が降り開催

催され、子供達のチアリーディングや会場内での子供神輿、

祭りを楽しむ人の熱気で充ち溢れています。広場の中央

いました。

に置かれた舞台の前で、毎年、このお祭りで演奏している

が危ぶまれましたが、子供たちの

中国帰国者会による中国音楽と舞踊も華を添え国際色

願いが通じたのかお祭りが始まる

豊かなお祭りになりました。公園の内外には屋台が多数
出 店され 大 いに賑わい
長 い 行 列 が 出 来、近 隣
住民も多数参加され好天
の下で住民同士のコミュ

浴衣、Tシャツ色とりどりの祭りの装い

・
8 月 4 日（金）
）
（土
5日

涼を求めてビール売り場は長い行列

焼き鳥のいい匂いと煙りが漂う

威儀を正して演奏開始

海岸のまつり

子供たちが楽しめる
縁日が勢ぞろい

ビールコーナー大行列

浴衣の子供も
たくさんいました

ニケーションを大いに楽
夏はウナギ！
！
！

これから開催されるイベント

〜今年もなまはげに泣かされました〜
８月４日（金）
・５日（土）に、埠頭公園にて海岸二丁目・

さんの子ども達がゲームやボート漕ぎ、焼きそばや唐揚げ

三丁目町会主催の海岸のまつりが開催されました。両日

を楽しんでいましたが…辺りが薄暗くなった頃‥「ウォー！
！

とも雨が心配されましたが、無事に最後まで降ることなく

悪い子（ご）、なまけものはいねが〜！
！」

お祭りを満 喫できました。初日は毎 年 恒 例の芝 浦エン

と、地 響きのようなうなり声と共に

ジェルスによるかわいくも華麗なチアダンスから始まり、続く

なまはげが登場し、一気に子ども達

海岸二・三丁目の子ども達による祭太鼓が鳴り響く中、たく

悪い子はいねが〜

が 恐 怖のどん底に！ 今 年もまた、
たくさん泣かされましたね。
やぐらを囲んだ盆踊りの光景

芝浦アイランド島祭り2017
●開催日時：2017 年 10 月 22 日（日）
12:00〜18:00（予定）
※雨天決行
●場 所：プラタナス公園
●催 し：
「模擬店」、
「体験コーナー」、
「ステージ」など
たくさんの催しを検討中
●主 催：芝浦アイランド自治会

に懐かしさを覚えたり、秋田
の伝統的な踊りや沖縄の歌
芝浦エンジェルスによる
華麗なダンスでお祭りスタート

・
8 月 25 日（金）
26 日（土）

海岸二・三丁目の子ども達による
お祭り太鼓

ゲームコーナーは
今年も大賑わい

の生演奏に情緒を感じたり、
彩り豊かな夏祭りでした。

お台場夏まつり2017

第 8 回ワールドシティタワーズ秋祭り

〜雨にも負けず〜
8月25日（金）
・26日（土）、恒例の夏祭りが、お台場レイ

チビッコ ダン
スショー

日光を遮ぎる休憩所もあり、主催者のきめ細かな

ンボー公園で開催されました。当日は久しぶりの雨…小雨、

配慮が感じ取られました。イベントでは子供達のダンスや

更にムシムシとした天候にもかかわらず、年に1 度のお祭り

空手の演舞、フラダンスなど日頃の練習の成果を披露する

と言うこともあり老若男女が色々な服装で参加、にぎわい

場面も多くあり楽しませて頂きました。さらに寄付金を募る

ました。海外からの観光客にも有名な“お台場 ”のネーミング

テントもあり地域の人々の意識の高さを感じさせられました。

にふさわしく、海外からの
出展もあり、国際色豊かな
開催となりました。お祭り
会場の中央には熱中症
対策なのかテントで直射

国際色豊かな出展

寄付金活動

熱中症対策の休憩所

スイカに大行列

●開催日時：2017 年 10 月 22 日（日）
12:00〜16:00
※雨天の場合、一部イベントをマンション
敷地内に移動し、実施
●場 所：港南緑水公園
●催 し：子どもが楽しめる各種ゲームラリー、自治会
や近隣店舗による飲食の出店、サークル、
港南小学校・港南中学校・海洋大学による
演奏や演技、人気のフリーマーケットなど催し
物多数！ワールドシティタワーズ住民および
近隣の皆さまのご来場をお待ちしています。
●主 催：ワールドシティタワーズ自治会
●問合せ：防災センター管理室 03-5781-0885

しまれている様子でした。

SPOT

べい あっぷ 編 集 委 員 が お す す め す る
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連載

港南地区

昭和と今が同居する魅力的な街（品川駅港南口）

品川駅 の長い デッキをしばらく歩いて 港南口 のエスカレーター
（階段）を降りてください。正面に見える小さなビル 群の裏に、周り
の近代 的高層ビル群のお洒 落な景 色とは別
世界の 時空が 存在します。正面の 牛丼屋と

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！

牛タン屋の間の通路、行き止まりか！と思える
曲がりくねった小 道を散策すると面 白いお店
が突然現れます。近隣にある食肉市場の関係か焼肉屋が多いですが、
新鮮な魚を提供する居酒屋、通（つう）が行くお寿司さんやスペイン
料理屋など多様性にあふれています。味良し値段もリーズナブルで夜

にラン チに 行って みて
（阿部 一哉）
ください。

SPOT
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汐彩橋は芝浦アイランドから海岸通りへつながる2 本の橋のうち、北側に位置する
橋で、東京湾につながる運河、芝浦運河に架かっています。芝浦運河のしおが干満

東京都中央
品川イースト
卸売市場食肉市場
ワンタワー
品川インターシティ

旧海岸通り

お勧めします。勿 論、昼
も営業しています。試し

汐彩橋（しおさいばし）

東京コンファレンス
センター・品川
JR品川駅
港南口

になるとゴールデンタイムはどの店も満員に！行くなら午後 5〜7 時
まで に 着 席 することを

JR 品 川 駅 徒 歩 15 分、東 京 海 洋 大 学 品 川

芝浦アイランド
ピーコック

東京

海鳥

展示が盛り沢山。まるで、浦島太郎がのったであろう
ウミガメや人魚姫のオオシャコガイ。ニシキイセエビ
高橋俊男 ミニチュア模型「鳥羽山鯨類コレクション」

ミニチュア模型
「鳥羽山コレクション」

クジラ

世 代の方 から高 齢 者の方までの
“ 共生の場 ”として地域の方に利用
されています。汐彩橋を見るついで
に寄られてみてはいかがでしょうか。

幅： 18.0m

長さ： 45.7m

本社があります。芝浦一丁目にあったジュリアナ東京は、

都営地下鉄
三田駅

本芝公園

JR田

町駅

しばうら
保育園

みなとパーク
芝浦
愛育病院
鹿島橋
香取橋

ことから、幅広い世代の方が往来
月を経 て

芝浦アイランドピーコック

首都
高速
1号

羽田
東京
線
モノレー ル

竣工、東京湾の新しいシンボルとなりました。一般公募により名称が
決まったレイン
ボーブリッジは正 式には「東京 港連絡 橋」と言います。全長 798m
地上 126m で
首都高速11号台場線

レイ
ンボ
ーブ
リッ
ジ

線
物
貨
道
海
東

第六台場

北埠頭グラウンド

行われる多 々あるイベントの中で 良く見 られる のは、

橋全体をライトアップするイルミネーションライト。曜日、時間帯、
イベントにより色が異なります。
私は風景を見たり、写真を撮ったりするとき、まず背景を考えます。背景と色
彩が瞬時に変化
する、その瞬 間に最 高の感 動があります。背景の変化によって美しい色
彩豊かな瞬間を見る
ことが出 来るのです。この写 真がその 1 枚になりました。冬の朝 、
網の目 のフェンスの隙 間
から撮影した1枚です。
テーマ
［採う］。肉眼とはまるで違う1枚の写真になりました。
（金子 源）

霞橋

竹芝橋
首都
高
羽田 速1号
線

パーク芝浦や愛育病院ができた

ヤナセ本社

旧海
岸通
り

この橋のすぐ近くにあり、バブル時代はきらびやかな服を

平成 12 年 3 月竣工

東京モノレール

芝浦地 区と台 場地区を結ぶ 吊り橋「レインボーブリッジ」、6 年の歳

6

いるようでした。あいぷらは、子育て

着た人たちが多くいたことでしょう。現在は近くにみなと

レインボーブリッジ

480

移動する姿もそっと優しく見守って

います。竹芝橋のすぐ近くには、大正時代からヤナセの

台場地区

東京湾岸警察署
第五台場交番

されていたりする姿や駅まで足早に

由来は、平安時代、菅原孝標女が書いた「更級日記」の竹芝寺故事からつけられたといわれて

縮尺は全て25 分の 1に統一された貴重な作品

撮影スポット

芝浦アイランド
ケープタワー

のオフィスで働く方がお昼休みに橋の近くのベンチでランチや一休み

竹芝橋は、芝浦一丁目から芝浦二丁目に至り、新芝運河に架かっています。橋の名前の

は、30 年以上の期間を費やして制作されており

ゆりかもめ

港栄橋

のかわいらしい像は、芝浦に住んでいる方はもちろん、芝浦、海岸地区

竹芝橋（たけしばばし）

やタラバガニは食べ物として観てしまいます。
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芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

首都
高速
1
号羽
田線

缶詰

モノレール

楽水橋

東京モノレール
田線

など缶 詰の缶の種 類、鰹 節の成 熟 過 程 等の

東京海洋大学
マリンサイエンス
ミュージアム

首都高速1号羽

生き物、漁業や道具類、水産物の食品加工物

高浜運河

ます。1 階は、帆 船 模 型の展 示。2 階は、海の

旧海岸通り

曲がるとマリンサイエンスミュージアムがあり

ニシキイセエビ

埠頭公園

汐彩橋

プラタナス公園

港区立港南小学校
御楯橋

キャンパス内お馴染みの鯨ギャラリーを左に

SPOT

スーパーマーケットやレストラン、プラタナス公園や芝浦アイランド児童高齢者交流
ブリッジ、
とばかりに、橋の欄干がパステルカラーの虹色にきれいに彩られています。両端にあるゆりかもめ

東京海洋大学 マリンサイエンスミュージアム

ながら驚き体験してみましょう。
（桝中 多賀子）

名前が付けられました。平成 12 年に竣工と、比較的新しい橋です。橋のたもとには、
プラザ（愛称：あいぷら）があり、様々な世代の交流の場にある小さなレインボー

港南地区

は一見の価値があります。子供も大人も楽しみ

する様子や、正面にレインボーブリッジを見ることができることから、
「汐彩橋」という

線
浅草
都営

地 域 のスポット

連載 ◆ 第二回

している竹芝橋。運河沿い緑地
やメタセコイヤも見えて非常に眺望も豊かな場所です。橋台敷には
珍しい桜が咲いています。
「御衣黄桜」
という桜です。この桜は、色が
白色から淡緑色であり、近くに咲く桃色の桜とのコントラストがとても
美しいです。何気ない通行で行ったことはあるかもしれませんが、
ぜひ一 度、歴 史やその地 域の変 遷を思い浮かべながら歩いて
いただければと思います。
幅： 27.7m

長さ： 40.0m

昭和 46 年 9 月竣工
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芝浦港南地区

総合支所だより

港区総合防災訓練（芝浦港南地区総合支所管内）のお知らせ
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：平成 29 年 10 月 29 日（日） 9：30〜11：30
・ 9：30〜10：45 会場内訓練
・10：50〜11：30 デモンストレーション・閉会式・配給訓練
会場：芝浦小学校（芝浦 4−8−18）

港南会場

日時：平成 29 年 11 月 12 日（日） 9：30〜11：30
・ 9：30〜10：50 会場内訓練
・10：55〜11：30 デモンストレーション・閉会式・配給訓練

お台場海水浴
「泳げる海、お台場！」を目指すアピール活動として、通常
「い つ かちゃんと泳 げる 海 にして
は遊泳禁止となっている都立お台場海浜公園内で、範囲を
ほしい」、
「様々な遊び道具があって
限定し、安全面等に配慮しながら7月29日（土）
・30日（日）
普段の海水浴より楽しかった」、など
の 2 日間、海水浴体験を開催しました。当日は、同じ台場を
の感想をいただきました。
持つ鳥取県・北栄町のブースや、生物観察会ブースが設営
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、
されました。また 29 日にはアサリの成長等を促す「クラム
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
マット」の作成を実施し、30日には地引網体験を行いました。
ました。
当日は、やや天候に恵ま
れない時間もありましたが、
外 国 人を含む 538 名 の 方
にご参加いただきました。
参 加 者 の 皆 様 か ら は、
「海大好き！楽しかったです」
、 区長の挨拶
クラムマットの説明
地引網体験
お台場海水浴を満喫しました！

会場：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

日時：平成 29 年 10 月 14 日（土） 9：30〜11：30
・ 9：30〜10：45 会場内訓練
・10：50〜11：30 デモンストレーション・閉会式・配給訓練
会場：お台場学園

自治体間交流促進事業

港陽小・中学校（台場 1−1−5）

◆ 秋田県にかほ市との交流

●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

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歳から就学前までの
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、ぜひご利用ください。
内

10：00〜11：30

かるがもくらぶ4コース2回目

12/ 6（水） 芝浦区民協働スペース

10：00〜11：30

かるがもくらぶ5コース1回目

10/ 5（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

10/18
（水） 芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

11/16
（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

11/22
（水） 芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

12/ 7（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

12/20
（水） 芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

10/12
（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

10/16
（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

10/26
（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

11/ 2（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

11/ 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

11/13
（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/ 4（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

12/14
（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

12/21
（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

10/ 2（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

10/23
（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測・相談

11/ 6（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

11/20
（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測・相談

12/11
（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

12/18
（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測・相談

芝

11/ 1（水） 芝浦区民協働スペース

浦
台
場

※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、開催日時・場所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。

8 べいあっぷ

TEL：６４００−００２２

平成29年8月9日
（水）
から8月11日
（金）
まで の 3 日 間、青 少 年 対 策 お 台 場 地 区
委員会が主催する福島県柳津町訪問による
自治体間交流を行いました。
台場の子ども達は、木工づくり体験、花火大会、野菜収穫
体験、湖水浴、赤べこ絵付け体験など、柳津町の豊かな自然や
伝統文化を体験・学習しました。今後もさらなる相互の地域
発展のため、有意義かつ継続的な交流を促進していきます。

対象：29年5月〜8月生まれの方
対象：29年7月〜10月生まれの方

※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

芝浦港南地区総合支所では、平成 22 年度から秋田県
にかほ市との交流をしています。
今年度は、8 月 16 日（水）から8 月 18 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、湿原散策などの自然体験など、
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。

容

かるがもくらぶ4コース1回目

南

間

10：00〜11：30

港

時

10/11
（水） 芝浦区民協働スペース

域

開催場所

全

月 日

平成２9年

10月〜12月

◆ 福島県柳津町との交流

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

活動報告

みどりのあるまちづくり分 科 会

●ひまわり等の植付け作業
平成 29 年 6 月 26 日（月）に、
「みどりの
あるまちづくり分科会」のメンバーが、芝浦
中央公園（運動場）でひまわりとホウキギ
（コキア）の植付け作業を行いました。
当日は、不安定な天候のなかでの作業となり
ましたが、分科会メンバーを中心に、植付け面積
を計算しながら、効率的に作業を行いました。
昨年に引き続き植付けを行った「ひまわり」
は夏に見頃を迎え、今年から新たに植付け
を行った「ホウキギ（コキア）」は夏から秋に
かけての紅葉を楽しむことができます。
お近くにお立ち寄りの際には、畑の様子
をご覧になってみてください。

●みどりのあるまちづくり分科会が「まち歩き」を行いました。
平成 29 年 7 月 19 日（水）と26 日（水）に、
「みどりのあるまち
づくり分科会」のメンバーが、まち歩きを行いました。
当日は、3 人の分科会メンバーが参加し、7 月 19 日には港南
地域で、7 月 26 日には芝浦地域で、夕暮れの比較的涼しい時間帯
に、それぞれまち歩きを行いました。
まち歩きでは、
「みどりの街づくり
賞」の受賞地や公園、運河沿緑地
など、それぞれの地域ならではの
■港南地域 7月19日
みどりを巡りました。
今回のまち歩きで感じたことや
発見したことを、地域の魅力を発信
するためのツアーイベントの企画・
検討などに生かしていきます。
■芝浦地域 7月26日
べいあっぷ
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港区ベイエリア

イベントカレンダー

平成29年

10月〜12月

月 日

※日程等は変更になる場合があります。

10/14
（土）
10/18（水）・25（水）・
11/8（水）・22（水）・12/13（水）
10/19（木）
・11/16（木）
・
12/21（木）

間

10：00〜11：00
9：00〜12：00
9：30〜11：30
10：00〜11：00

10/21
（土）

10：15〜11：45

10/22
（日）

12：00〜18：00

10/24
（火）

9：00〜10：30

10/24（火）
・11/21（火）

10：30〜11：30

10/28（土）
・29（日）

10：00〜15：00

10/28（土）
・29（日）

10：00〜17：00
（一部を除く）

11/5
（日）

11：30〜15：00

11/10
（金）

10：00〜11：00

11/15
（水）

9：00〜16：00

11/18（土）
・19（日）

（土）
9：00〜16：00
（日）
9：00〜14：30

港南

11/24
（金）

10：30〜11：40

11/27
（月）

9：00〜11：15

11/30
（木）

未

12/8
（金）

9：00〜12：00

12/10
（日）

11：00〜14：00

10/11（水）
・12（木）

10：00〜16：00

10/11
（水）

11：00〜12：30

10/13（金）
・12/8（金）

14：00〜15：30

10/14
（土）

9：00〜15：30

10/6
（金）

9：15～12：00

10/18
（水）

10：30〜11：30

10/22
（日）

12：00〜16：00

10/28
（土）

8：35～14：30

10/28
（土）

9：00〜12：30

10/28（土）
・11/25（土）
・
12/23（土）

10：00〜11：00

11/2
（木）

13：45〜16：30

11/3
（金）
〜5
（日）

10：00〜18：00

11/10（金）
・11（土）

定

（金）
9：00〜13：00
（土）
9：00〜12：00

11/10
（金）

14：00〜15：30

11/12
（日）

14：30〜16：00

11/12（日）
・14（火）

10

時

（日）
8：45〜12：20
（火）
8：45〜15：20

11/25
（土）

未

定

11/26
（日）

10：00〜15：00

11/28
（火）

10：00〜11：30

12/2
（土）

9：00〜13：00

12/7
（木）
〜9
（土）

8：30〜12：45

イ ベ ント名・問 合 せ
園庭解放
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込み
（1か月前から）
、定員15名）
芝浦幼稚園運動会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
対象：園児・保護者、一般見学可能、未就園児の種目あり）
りんごちゃんクラブ（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
対象：未就園児親子）
こども園で遊ぼう
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込み（1か月前から）、定員15名）
地域清掃
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、対象：3・5年
児童・保護者・地域の方々、参加者は軍手等を持参）
島まつり2017
（対象：どなたでも）
心を育てる教室講座
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
対象：どなたでも、一般の方は事前申込み）
誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
対象：0〜3歳児の誕生月のお子様と保護者）
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、対象：出店
者は区内在住・在勤、在学者、各日50店（抽選）、出店希望者は事前申込みあり）
第29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、ご来場はどなたでも）
あいぷらまつり
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、対象：チケット購入後どなたでも、前売チケットあり）
マッチング
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込み
（1か月前から）
、定員15名）
秋の作品展
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
対象：どなた
でも、一般の方は事前申込み）
展覧会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、対象：児童・
保護者・地域の方々）
地域の方と遊ぼう会
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
対象：地域の高齢の方々、一般の方は事前申込み）
「なぎなた」
公開練習
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
対象：どなたでも、一般の方は事前申込み）
高齢者バスハイク
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、対象：港区在住60歳以上の方、要事前申込み）
音楽会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、対象：園児・
保護者、一般の方で見学希望は事前連絡）

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

芝浦幼稚園

芝浦小学校 校庭
（雨天：体育館）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園ホール

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦小学校

芝浦小学校周辺

芝浦アイランド自治会

プラタナス公園

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園ホール

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦港南区民センター

トリニティ芝浦緑地

芝浦港南ふれあいまつり
実行委員会
芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

芝浦港南区民センター、
トリニティ芝浦緑地
芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

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

芝浦小学校

芝浦小学校

芝浦幼稚園
芝浦幼稚園
芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

芝浦幼稚園
ホール
芝浦幼稚園
体育館
未

定

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園ホール

芝浦一丁目町会もちつき大会
（一般参加可能）

芝浦一丁目町会

南浜町児童遊園

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）
かもめっこデー
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、対象：
未就園児0歳〜4歳親子、当日受付）
港南の郷deオレンジカフェ（問合せ：芝浦港南地区高齢者相談センター3450-5905、
対象：認知症に関心のある方・認知症初期の方、かいごカフェ同時開催）

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

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

港南幼稚園

港南幼稚園

芝浦港南地区高齢者
相談センター

港南の郷

運動会
（問合せ：港南小学校3474-1501、対象：保護者）

港南小学校

港南小学校グランド

学校公開（問合せ：都立港特別支援学校3471-9191、
都立港特別支援学校
対象：どなたでも）
やきいも会
（問合せ：こうなん保育園3450-3800、対象：
こうなん保育園
0〜5歳児親子10組、事前申込みあり）
ワールドシティタワーズ
第8回ワールドシティタワーズ秋祭り
（一般参加可能）
自治会
学芸発表会（問合せ：港南中学校3471-0238、対象：保護者・
港南中学校
地域の方々・小学生、上履き・下足入れ持参、車での来校不可）
運動会（問合せ：港南幼稚園3471-7347、対象：未就園児親子・保護者・地域
港南幼稚園
の方々、未就園児の種目は当日参加可能、雨天時は10/29（日）に延期）
港南ふれあいクリーン作戦
（一般参加可能）
港区教育委員会研究奨励校発表会
（問合せ：港南小学校
3474-1501、対象：保護者・地域の方々、一般参加可能）
第 5 8 回 海 鷹 祭（ 問 合せ：東 京 海 洋 大 学 学 生 生 活 係
5463-0433、対象：どなたでも）
幼稚園公開
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、対象：未就園
児保護者、保護者、地域の方々、当日受付）
かいごカフェ
（問合せ：芝浦港南地区高齢者相談センター
3450-5905、対象：介護に関心のある方）
学校説明会（問合せ：港南小学校3474-1501、対象：新1年生
保護者・地域の方々、一般参加可能）
学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501、対象：保護
者・地域の方々、一般参加可能）
プラリバースデイ（ 問 合せ：港 南 子ども中 高 生プラザ
3450-9576、自由参加）
第8回ゆとりーむ祭り
（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915、
一般参加可能）
台場deオレンジカフェ（問合せ：芝浦港南地区高齢者相談センター3450-5905、
対象：認知症に関心のある方・認知症初期の方、台場訪問相談会同時開催）
作品展
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、対象：未就園児
親子・保護者・地域の方々、当日受付）
Winter Festa
（問合せ：港南小学校3474-1501、対象：
保護者）

5階食堂

都立港特別支援学校
こうなん保育園

園庭

港南緑水公園
港南中学校
港南小学校

校庭

港南地域連合会

港南小学校南門集合

港南小学校

港南小学校

東京海洋大学

東京海洋大学
品川キャンパス

港南幼稚園

港南幼稚園

芝浦港南地区高齢者
相談センター

港南の郷

港南小学校

港南小学校体育館

港南小学校

港南小学校

港南子ども中高生プラザ

港南子ども中高生プラザ

港南いきいきプラザ

港南いきいきプラザ

5階食堂

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

港南幼稚園

港南幼稚園

港南小学校

港南小学校体育館

台場

芝 浦・海 岸

月 日
10/11（水）・25（水）・
11/8（水）・22（水）・12/13（水）

時

間

12/9
（土）

9：00～14：50

12/30
（土）

20：00〜21：00

10/3（火）・11/1（水）・14（火）・
12/12（火）
10/3（火）
・11/7（火）
・
12/5（火）
10/4
（水）
10/5（木）・12（木）・26（木）・11/2（木）・
9（木）・16（木）・30（木）・12/7（木）・14（木）
10/5（ 木）・12（ 木）・27（ 金）・11/2（ 木）・
10（金）・16（木）・30（木）・12/7（木）・14（木）
10/6（金）・13（金）・27（金）・11/10（金）・
16（木）・24（金）・12/1（金）・8（金）・15（金）
10/6（金）・12（木）・27（金）・11/10（金）・
17（金）・24（金）・12/1（金）・8（金）・15（金）
10/6
（金）
・13
（金）
・
27
（金）

10：30〜12：00
14：40〜15：00
15：15〜17：30
11：00〜11：30
11：00〜11：45
11：00〜11：30
11：00〜11：45
6（金）18：00〜20：00
13（金）・27（金）18：00〜19：00

10/12
（木）

14：30〜15：15

10/14（土）
・21（土）
・
28（土）

15：00〜17：00

10/15
（日）

11：00〜16：00

10/18（水）
・11/15（水）
・
12/20（水）

15：00〜16：30

10/21
（土）

9：10〜12：00

10/21
（土）

13：30〜16：30

10/22
（日）

10：30〜12：00（予定）

10/25（ 水）・11/1（ 水）・8（ 水）・15（ 水）・
22（水）・29（水）・12/6（水）・13（水）・20（水）

15：30〜17：50

10/28
（土）

8：50〜15：00

11/11
（土）

10：00〜12：00

11/18
（土）

8：30〜17：00（予定）

11/10（金）
・17（金）
・
24（金）

10（金）・24（金）18：00〜19：00
17（金）18：00〜20：00

11/25
（土）

10：30〜12：00（予定）

11月未定・12月未定

未

定

11月未定・12月未定

未

定

12/1
（金）
・8
（金）
・
15
（金）
・22
（金）

1（金）・15（金）・22（金）18：00〜20：00
8（金）18：00〜19：00

12/12（火）
・14（木）

15：00〜17：00（予定）

12月中旬

10：45〜11：45

12月未定

未

定

12月未定

未

定

べ い あっぷ 編 集 部 が 選

イ ベ ント名・問 合 せ
みなとフェスティバル
（文化祭）
（ 問合せ：都立港特別支援
学校3471-9191、対象：どなたでも、作品展示・舞台発表）
年末防犯・防災活動
（対象：町会員）
にじっこキッズ（問合せ：港区立にじのはし幼稚園5500-2577、
対象：未就園児親子）
台場おはなし会（問合せ：台場区民センター5500-2355、
対象：未就学児親子）
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）
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）
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）
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）
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）
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）
幼稚園説明会（問合せ：港区立にじのはし幼稚園5500-2577、
対象：未就園児親子）
初めてのハワイアンキルト講座
（問合せ：台場区民センター
5500-2355、対象：18歳以上の在住・在勤・在学者）
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、対象：どなたでも）
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、対象：60歳以上の港区民、参加費無料、貸ポールあり）
にじっこ運動会（問合せ：港区立にじのはし幼稚園5500-2577、
対象：未就園児親子）
児童館まつり
（問合せ：台場児童館5500-2363、自由参加、
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）
第2回みなとシネマフェスティバル（問合せ：Kissポード財団事業課5770-6837、
対象：どなたでも、事前申込みあり、詳細はキスポート9月号をご覧ください）
ラートグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申込制、定員あり、
12/26（火）児童館交流で発表（時間未定）、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
学芸発表会
（問合せ：お台場学園5500-2572、対象：保護
者、地域の方々）
今さら聞けない「暮らしのマナー講座」
（ 問合せ：台場区民
センター5500-2355、対象：18歳以上の在住・在勤・在学者）
低学年バスハイク
（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申
込制、参加費が必要、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
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）
親子でそば打ち
（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申込
制、参加費が必要、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
工作のつどい
（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申
込制、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
123タイム（小学1〜3年生のつどい）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
事前申込制、参加費が必要、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
かもん亭〈中高生のつどい〉
（問合せ：台場児童館5500-2363、22日（金）はかもん亭
スペシャル、かもん亭スペシャルは参加費が必要、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
一輪車講習会
（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申
込制、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
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、対象：港区在住・在勤の保護者と3ヶ月〜2歳のお子様）
4・5・6タイム（小学4・5・6年生のつどい）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
事前申込制、参加費が必要、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
陶芸のつどい
（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申込
制、参加費が必要、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

場 所

都立港特別支援学校

都立港特別支援学校

港南町会

港南2丁目周辺

にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園

台場区民センター

台場コミュニティぷらざ2F
台場分室・多目的室

港区児童館

港区スポーツセンター

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
学童クラブ分室
台場児童館
遊戯室
台場児童館
学童クラブ分室
台場児童館
遊戯室

台場児童館

台場児童館

にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園

台場区民センター
台場区民センター
台場高齢者在宅サービスセンター
にじのはし幼稚園
台場児童館
東京国際映画祭
みなと委員会

台場区民センター
第1・第2集会室
台場コミュニティぷらざ
3F
（屋外）
お台場海浜公園周辺
お台場学園校庭
（雨天時：お台場学園体育館）
台場児童館及び
台場区民センターホール
台場区民センター
区民ホール

台場児童館

台場区民センターホール

お台場学園

お台場学園

台場区民センター

台場区民センター
第1・第2集会室

台場児童館

未

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

台場児童館

台場児童館

体育館

定

台場児童館

台場児童館

台場区民センター

台場区民センター
和室

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

ぶ！

ピックアップイベント！ in ベイエリア

第 2 回みなとシネマフェスティバル
「アニメキャンパス」

「観る」
「描く」
「動 かす」をテー マに、子ども
から大人まで楽しめるアニメ上映会とアニメを
作る体験ワークショップを開催します。ご家族
一緒にご参加ください！

©P.A.WORKS

主 催

監督・キャラクターデザイン：
吉原正行／
アニメーション制作：
P.A.WORKS

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！

日
時：10月22日（日）10：30〜12：00（開場10:00）
開催場所：台場区民センター 区民ホール
内
容：
「万能野菜ニンニンマン」短編アニメ上映会
アニメを作ろうワークショップ
対
象：3 歳〜中学生までのお子さんとその保護者
中学生は一人でも参加できます。
参
加：100 人 無料招待
※事前申込が必要です。詳しくはキスポート9 月号を
ご覧ください。

主
催：東京国際映画祭みなと委員会
問 合 せ：東京国際映画祭みなと委員会事務局
Kiss ポート財団 5770-6837
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