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　　　　　　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。　「べいあっぷ編集部に参加したら子どもと楽しめる地域の

催し物情報をキャッチできるかも！」以前読んだ編集後記に、
お子様連れも大歓迎、一度参加してみては？ と書いてあった
ような、と、今年度から子どもと一緒に編集部に参加して
います。「僕はこの写真がいい、この色がいいかな～」と、
子どもも編集部員になったつもりでいるようです。芝浦・
港南地区の魅力や情報を一緒に楽しく伝えていけたらいいな
と思っています。

鈴木 聡子

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。
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泥谷 隆史さんの作品
「いざ出航！！」

小坂 善男さんの作品
「輝く東京港」

台場 にじ子さんの作品
「夕焼け雲」

青木 千恵子さんの作品
「しらさぎが浜路橋の遊歩道でちょっと一休み」

梅野 水無子さんの作品
「火曜日午後2時35分」

松岡 栄子さんの作品
「新港南橋に集まってきたカモメたち」

台場 にじ子さんの作品
「中秋の名月、雲の中」

読者
ギャラリー

次回の締切は
1月26日（金）必着です

問合せ・
作品の送付先

12 べいあっぷ

阿部 一哉
塩沢 美樹
桝中 多賀子

岡田 美紀子
鈴木 聡子
宮尾 　賢

金子 　源
西田 浩一

小林 紀雄
畑中 みな子

僕らは冬将軍閣下に任命された
この街担当の木枯らしの妖精です

毎年この季節に配属されてやって来ます
ちいバスのお客さんに芝浦埠頭を曲がる時
ブレイクダンスで東京スカイツリーが

見えるのを知らせます　　
レインボーブリッジを走ってるランナーの背中に

無重力マッサージをしてsouth側から
富士山が見えるのを知らせます

そして去年ベビーカーの子が緑水公園で
走ってたり海岸通で一人ぼっちだった子が

プラタナス公園でお友達と元気に遊んでるのを
見て安心するんだ　　

この時期この街の1年の成長が楽しめるんだよ
暖くなって春の妖精とバトンタッチする迄

この街を見守り続けるのさ
でもあんまり一緒にいると身体が震えてしまうから

早めにお家に入ってね　　

木枯らしの妖精

※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。

小島 恵子さんの作品
「木枯らしの妖精」



　芝浦チアリーディングクラブエンジェルス、港南小学校
鼓笛隊、台場の国際空手道連盟 極真会館 釘嶋道場 
東京江東支部が、応援合戦でレースを盛り上げてくれ
ました。
　また、レース後のアトラクションでは、芝浦ハワイアン
「ハーラウ ラニオケカウアナオカラー」、品川カルチャー
クラブ チアダンスチーム グラニータ、台場のハーラウ オ 
プーラマ ケ アロハの出演で観客を沸かせてくれました。

　10月29日（日）に、港区立芝浦小学校において、港区
総合防災訓練（芝浦会場）を実施しました。お天気に恵まれ
ず、規模を縮小し実施したため、校庭で予定していた大半
の訓練や総合防災デモンストレーションについては、残念
ながら中止となってしまいました。

　当日は、芝浦小学校の児童も登校し、消防関係者や地元
のボランティアティーチャーにご指導いただくなど、楽しみ
ながら有意義な防災知識を身に着けることができました。また
6年生児童向けには、いのちを守るatプロジェクトJAPAN
による防災ワークショップを開催いたしました。

　芝浦・海岸地域の
住民の方や関係者を
含め、1,728人のみな
さまにご参加いただき
ました。

平成29年度港区総合防災訓練
を実施しました

地域総合

1位 台場地域 232点

2位 港南地域 205点

3位 芝浦・海岸二・三丁目地域 183点

特集

お台場学園の生徒による
デモンストレーション

エレベーター停止動作体験には
多くの人が！

消防署の指導により、消火器
の使い方を学びました

港区赤十字奉仕団の方から
三角巾の使い方を学びました

芝浦小学校PTAの皆様も参加した
炊き出し訓練、お疲れ様でした

消防関係者からAEDの使い方
を学びました

情報処理・掲出訓練にて、
大きなマップを作成します

今年も区内最大2,700人の
参加がありました 中学生が指導役として大活躍！！ 小学生も真剣に取り組んでいます！

炊出しは大忙し。参加者分の
アルファ米を作ります！

校庭に向けて放水！

炊き出しはみんなでがんばります

芝浦会場

　11月12日（日）、港区立港南小学校・港南中学校、港南
和楽公園において、港区総合防災訓練（港南会場）を開催
しました。港南会場は、区内7会場の中で最も参加者が多く、
今年度も2,700人の方が参加されました。
　会場では、初期消火訓練などの訓練に加え、屋内消火栓
の取扱訓練、階段避車取扱訓練などの港南地域に多い
高層住宅居住者向けの実践的な訓練が実施されるととも
に今年度の新たな項目として、エレベーター停止時動作
体験訓練を行いました。
　また、港南中学校生徒及び港南小学校の児童は、今年度
もそろって全校生徒
が訓練に参加しま
した。これは港南地域
ならではの大きな特徴
です。

　港南中学校の生徒は、応急給水訓練、初期消火訓練
など多岐にわたる訓練を担当し、訓練の指導役として地域
の方々へ防災技術を啓発しました。
　また、港南小学生の児童は2学年ごとに時間割を組み
様々な訓練を体験しました。
　中学校の生徒が身振り手振りで児童に教える姿は、まる
で、いずれ中学生になる児童への引き継ぎのようにも見えま
した。
　このように子供から大人まで様 な々人が参加している港南
会場に、ぜひ来年はご参加ください。

港南会場

　10月14日（土）に、港区立小中一貫教育校お台場学園
において、港区総合防災訓練（台場会場）を実施しました。
当日はぐずついた天気のため、雨天レイアウトでの実施となり
ましたが、お台場地域の住民の方や関係者を含め、1,004人
のみなさまが足を運びました。訓練内容としては、煙中避難
訓練や初期消火訓練などの例年実施されているものは
もちろん、今年から新たに実施したエレベーター停止動作
体験や、情報処理・掲出訓練、D級ポンプ放水訓練など
様々な訓練を行いました。エレベーター停止動作体験で
は、プロジェクター
やアナウンスを通し
て、地震時のエレ
ベーター停止や最
寄り階までの昇降

を疑似体験できる専用車を用意しました。また、情報処理・
掲出訓練では、各自治会が集めてきた火災や建物被害など
の想定情報を集約し、一つのマップを作り上げました。
さらに、D級ポンプ放水訓練では、雨天のため使用でき
なかったグラウンドに向けて豪快
に放水を行うなど、来場者の
みなさまは例年の晴天時とは
異なった訓練を楽しんでいた
ようです。

台場会場

　9月30日（土）、都立お台場海浜公園で、第11回芝浦港南地区水辺フェスタ
「地域対抗ボートレース大会」が開催されました。
　このボートレース大会は6人乗りのゴムボートにより、「芝浦・海岸二・三丁目地域」、
「港南地域」、「台場地域」の3地域対抗でレースを行い、参加者同士及び地域間
のコミュニティ形成を図るもので、昨年の雨天中止を経て、今年で11回目を迎え
ました。
　当日は、晴れ模様のなか、「一般の部」16レース、「子どもの部」9レース、そして
小学生チーム、女性チーム、一般チームが協力する「リレーの部」が1レースの合計26
レース、延べ84チーム、500人を超える選手が、東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会でも会場となる、お台場の白い砂浜でレースに臨みました。
　各レースとも白熱した戦いが繰り広げられ、優勝地域に輝いたのは台場地域、
2位港南地域、3位芝浦・海岸二・三丁目地域という結果になりました。
　優勝の行方は最後までもつれこみ、最終26レースのリレー
の部で勝利を飾った台場地域が、第1回大会での初優勝
から、10年ぶり2回目の優勝となりました！

地域対抗ボートレース大会

集特

水辺フェスタ
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～子供が企画・運営！世代を超えた交流の場～
　季節外れの台風が接近する中、今年も児童館祭りが開催
されました。台場児童館は「ゆりかもめ」お台場海浜公園駅
を降りてすぐ、台場コミュニティぷらざの一角にあります。この
日は朝からあいにくの雨天でしたが、テラスに設営された
ヨーヨー釣りや駄菓子の露店にはハロウィン衣装の子供たち、
無農薬野菜の販売コーナーにはお母さんの群れ。施設に

入ると…通路まで参加者で埋め尽く
されるほどの盛況です。お祭りの
出し物は子供たちが企画し運営しているそうです。おそろい
のバンダナを頭に巻いた女の子たち、商品を作る姿は真剣
そのもの。ゲームコーナーは男の子たちに人気です。けん玉
を連続で決めるツワモノ（小学生男子）に、大人もタジタジ

でした。こんな雨の
日でも、子供はいつ
だって、楽しむこと
の天才ですね。見習
わなきゃいけないな
と思いました。

～たくさんのボランティアに支えられて～
　11月5日（日）、11回目を迎え、芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ －愛称-「あいぷら」まつり－ が会館と隣接する

プラタナス公園を含め
た会場で、好天に恵まれ
行われました。
　入場者は約1,500名、
今年もさまざまなゲーム
や食事のお店が並び、

にぎやかなお祭りになりました。
　体育室の特別ステージでは、けん玉・アームレスリング等
の大会、また、「あいぷらフラダンスグループ」による高齢者と
児童のフラダンス、「あいぷらダンスグループ」による児童の
リズムポップダンスが披露され、フィナーレではスタッフバンド
が中心となっての大合唱となりました。

　施設の職員に、近隣の
町会、商店会、自治会、
学童保護者、利用者、民
生委員、児童委員、近隣
小学校のPTA、学生等
多くのボランティア（240名）
の協力と情熱で無事終了
しました。

台場児童館フェスティバル～楽得祭～
た の　  と く　  さ い

10月21日（土）

～実りの秋２０１７、芝浦で稲刈り～
　10月に入って連日の雨。雨天決行とはいえ朝から冷たい雨で参加者は来るだろうか？ と心配
をしていましたが、子ども達の賑やかな声が聞こえてきてほっとしました。たくさんの方が「稲刈り
体験」に参加されました！ 普段できない体験に、雨なんて吹き飛ばす歓声を上げながら、一つ
ひとつの作業を楽しんでいました。大人はカマで、子どもはハサミで刈り取ります。あっという間に
刈り終わり、はざ掛け（刈り取った稲を束にして、乾燥のため吊り
干しする工程）や、レトロながらも今も農家さんで実際に利用され
ている足こぎ脱穀機で、脱穀体験！ 田植えにも参加した、や、
芝浦公園に来る度に成長を観察していたよ、という親子の姿も
たくさん見られました。普段食べているお米がどうやって育ち、
食卓に並ぶまでにいろいろな人の手がかかっていることを学べ
る貴重な体験でした。芝浦産のお米の味はどんな味かしら？

稲刈り体験10月15日（日）

あいぷらまつり11月5日（日）

～マリンサイエンスの殿堂が「海のテーマパーク」に変身～

芝浦運河まつり10月1日（日）・
2日（月）

～今年も大盛り上がりの運河の祭典が開催～
　10月1日（日）・2日（月）、なぎさ通り及び新芝運河沿い緑地において「芝浦運河まつり」
が開催されました。今年度は10月開催となり、秋晴れのさわやかな青空のもと多くの方が
来場されました。なぎさ通りを通行止めにし、配置された椅子には人がぎっしり。両サイドに
配置された屋台も大繁盛。また新芝運河沿い緑地では、毎年恒例の運河クルーズに長蛇の

列ができ、これまた毎年
恒例の町内対抗ボート
レース大会も大盛り上がり。翌2日に行わ
れたナイトクルーズにも、多くの来場者が訪
れ、在住から在勤まで様々な方が芝浦の
運河の魅力を感じました。

なぎさ通りが大盛況

ハロウィンの衣装かな？
無農薬野菜に夢中の
お母さんたち チョコバナナ店を運営中です けん玉の名手

のぼりがよく映えています

ナイトクルーズ新芝運河沿い緑地が
ライトアップ

夜の運河にものぼりが映えています

楽しさが伝わる看板ですね

第58回海鷹祭11月3日（金）～
5日（日）

　東京海洋大学品川キャンパスで行われる学園祭は海を学ぶ男女に相応しい「海鷹祭」と
名付けられ旧大日本水産講習所以来の伝統を誇っています。
　今年も秋晴れに恵まれた11月3日（金）から5日（日）まで開催され、大勢の来場者で賑わい
ました。キャンパスの庭では木々の紅葉が進み秋の深まりを感じさせます。普段は先生と学生
が行き交うキャンパス中央のメインストリートもこの日ばかりは運動部や同好会が出店する模擬
店で大賑わいです。海洋大学らしく海産物を中心にした食べ物が圧倒的に多く、中でも人気
があったのはウミガメ研究会提供の「ウミガメの煮込み」で長い行列が出来ていました。
　海洋大学の誇るマリンサイエンスミュージアムや鯨ギャラリーにも多くの来場者が詰めかけ
珍しい海洋生物の標本に熱心に見入っていました。教室では海洋研究会、深海魚同好会と
いったいくつものグループが日頃の調査研究の成果を示す展示や講演を行い知的な好奇心を
満たしてくれます。
　キャンパスのほぼ中央にあるメインステージではダンス部、フォークソング部、オーケストラ部
などのメンバーが熱のこもったパフォーマンスを披露して拍手喝采
を受けました。キャンパスの奥のプールは釣堀に変貌し、その隣
では金魚すくいが開店しています。
　普段は海洋科学の中心として第一線の調査研究に精進して
いる学園が、海にまつわる食、遊、学を集めた皆が楽しめるテーマ
パークになっていました。

まぐろの頭で飾られた正面入り口

カラフルな美術魚拓の作品

鯨の中でも形の小さい
ミンククジラの骨

個性的な模擬店が軒を
並べている

初代練習船雲鷹丸も
今日は大漁旗でお化粧中

ステージではダンス部EXSEAD
が熱演 金魚すくいは大人が熱中

可愛らしい
ゴマフアザラシの標本

脱穀機で
脱穀体験！

こんなに立派に
実りました

雨の中カッパを着て稲刈り、
ハサミで「ちょきん」

雨にもマケズ、みんなで稲刈りだ！

食べ物に興味津々

あいぷら内も大盛況 出店も大繁盛
子どもと大人で仲良く

フラダンス

4 5
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高浜運河沿緑地 穏やかな風景がくれる疲労回復のひととき
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　品川駅から東京海洋大学へ向かって徒歩6～7分ほど、最先端の高層ビルが立ち並ぶ、近未来
的なエリアの中を高浜運河は流れています。その運河の一角、楽水橋から始まり、浜路橋で折り
返すこと全周2.6km。広く歩道が設けられ、溢れるほどの植物が植えられた高浜運河緑地は緑地
というよりもまるで公園のような趣です。訪れた日は前日まで雨が続き、少し曇った寒い日でした
が、緑地のベンチには昼休みのサラリーマンがくつろぎ、犬を連れた親子の姿も見られました。海から
吹くさわやかな風、ビルに囲まれているのにそこだけポッカリとあいた空、時折低く飛ぶカモメ。そんな

気持ちの良い景色にジョガーたちの間でも隠れたジョギングコースとして
人気があるそうです。海へゆっくりと
流れる運河の水を眺めていると慌た
だしい日々が浄化されてゆく様。四季
折々の草花に癒されるお勧めの場所
です。（畑中 みな子）

リバーサイドトリオ
芝浦地区SPOT

07

　港区芝浦港南地区総合支所があるみなとパーク芝浦の横に

ある鹿島橋から新芝運河沿緑地に降りた場所に、ベンチに座って

楽器を演奏している3人のミュージシャンの銅像があります。

サックスとトランペットを演奏する2人の男性と、フルートを奏でる

1人の女性のプレイヤーのトリオで、平成3年にこの銅像が設置されたそう

です。運河沿いの木々に囲まれたベンチに座った3人の外国人ミュージシャン

が演奏してると想像されるアメリカ南部のジャズミュージックが今にもその
辺りから聴こえてきそうなおしゃれな雰囲気を
創り出しています。また近隣の住民や勤め人がお弁当を

拡げる格好の場所にもなっています。この運河沿緑地は

嘗て東京ガスの石炭の積み下ろし場でした。それを記念

してガス燈が10基建てられ、今でもガスを使った照明を

見ることができます。（小林 紀雄）

　芝浦アイランドの北端の、芝浦運河と芝浦
西運河の交わる場所に架かる汐彩橋脇の
芝浦運河沿緑地にMIランチポートがあり
ます。このポートからお台場とを水路で結ぶ遊覧船の「アーバンランチ」
を利用する事ができます。安定感のある40人乗りのスマートな白い双胴船で、
芝浦アイランドからお台場海浜公園まで約20分、大人片道600円（子供300円）
で利用する事ができます。また更にお台場で乗り換え豊洲まで行く事ができます。
芝浦港南からお台場へ水路を使いレインボーブリッジを下から見上げるのも
貴重な経験になると思います。この船着き場脇にはテラスのあるレストラン・
バーもありアイランドを訪ねて来た訪問客と住民との歓談場所としてもお薦めの
場所です。またペットを連れた散歩客の休憩場所にも利用され、外国人利用客
もよく見かけます。またこのポートにはモーターボートの安全指導教育施設も
あり、ボートライセンス取得希望者の利用も多く見受けられます。（小林 紀雄）

　橋名は旧町名である新芝町に架けられたのが由来です。昭和32年架設当時は幅13.5m、
長さ28.1mでした。そして、昭和62年3月に現在の形に架け替えられました。幅18.0m、長さ
15.2m、中央部には外側に向けて半月系のスペースが設けら
れ、運河を往来する船を眺めることができます。
　橋の四角には港の係留ポラードをかたどった親柱が、歩道と
車道の境にも小型のポラードが配置されています。とてもユニーク
な橋です。
　運河沿いの遊歩道は、毎年秋に
行われる「芝浦運河まつり」のメイン
会場としてにぎわいます。一方災害
時には、防災船着き場としての機能も
備えています。

新芝橋（しんしばばし）

高浜運河沿緑地

どことなく
異国情緒がします

可憐な花が出迎えて
くれました

可愛らしい出会いも
あります

　12月15日（金）、新しい形の運河接続物（階段状デッキ）の設置が実現いたしました。
　これは、芝浦四丁目の新芝運河沿緑地の隣接地所有者である民間事業者より民間
敷地と運河沿緑地を接続する施設設置の提言があり、実現したものです。

　敷地内に自由通路を設け運河側遊歩道と接続
することで、水辺空間との回遊性を創出しました。
また、階段状のベンチを新設することで、憩える
空間を確保し、またイタリアンレストランも併設され、
運河に顔が向いた街づくりを牽引する施設となる
べく、魅力的な水辺空間を創出します。

芝浦四丁目の新芝運河沿緑地に
新しい水辺スポットが誕生しました。

本施設及び隣接建物については、
芝浦工業大学デザイン工学部
3年生のプロジェクト演習

「地元芝浦の水辺の建築再生」において、
設計課題地となっております。

民間事業者との協業による、運河沿緑地における新しい取組み
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　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！

●幅： 18.0m　
●長さ： 15.2m　
●昭和62年3月架替え
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総合支所だより総合支所だより
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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 5コース2回目 1 /10（水）
芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ 6コース1回目　対象：29年9月～12月生まれの方 2 /14（水）
芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ 6コース2回目 3 / 7 （水）
①しばうら保育園　②芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30　 ①②計測・相談 1 /17（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 1 /18（木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30　 ①②計測・相談 2 / 7 （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 2 /15（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 3 / 1 （木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30　 ①②計測・相談 3 /14（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 1 /11（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 1 /25（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 1 /29（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 2 / 8 （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 2 /19（月）
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 2 /22（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 3 / 8 （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 3 /15（木）
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 1 /15（月）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 1 /22（月）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 2 / 5 （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 2 /26（月）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 3 /19（月）

※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。

※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　TEL ： ６４００－００２２

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。

子育てあんしん
プロジェクト

芝浦港南地区

芝浦港南地区

平成30年
1月～3月

●平成29年6月3日（土）アサリの経過観察を参加者とともに行いました。
　東京ベイ・クリーンアップ大作戦と同時にアサリによる環境学習会を
開催しました。ダイバーがクラムマット（※）を砂浜へと引き上げたのち、
参加者と協力してマットからペレットとアサリを容器へと移し、アサリを
選り分けて採取を行いました。クラムマット敷設
から約9ヶ月かけて着生したアサリは、クラムマット
1平方メートルあたりに約2.6kgと、4月に調査
した時の約1.8kgと比べ、大きく増加しました。
（※）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

●平成29年7月29日（土）クラムマットを
　お台場の海に設置しました。
　東京ベイ・クリーンアップ大作戦と同時にクラ
ムマットの作成を行いました。アサリの生態や水
質浄化能力等を学習後、参加者と協力して袋網に砂を封入し、クラムマッ
トを作り上げました。
●平成29年9月9日（土）アサリの経過観察やクラムマットの作成を行いました。
　7月まで大きく育っていたアサリですが、海中の酸素の欠乏や、次世代
の子どもを産んだのち寿命が尽きたこと等が原因で、個体数の減少が
確認されました。しかし小さなアサリの稚貝も見られており、着実に次の

世代のアサリが根付き始めて
いることもわかりました。
　また、クラムマットの作成で
は、約30人の子どもが参加
し、競うようにペレットをネット
の中へと入れていました。
　今後も、アサリの生育状況
や、水質等の変化のモニタリ
ングを随時行い、皆様にご報
告させていただきます。

アサリによる環境学習・お台場海苔づくり

　高齢者同士の地域住民のふれあい
の場として、毎月1回芝浦地区区民
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。ぜひ遊びにいらっしゃいませんか？
　たくさんのご参加お待ちしています！（予約不要）

　内容は年明けにみずべネットのチラシ、またはHPで
お知らせします。

平成30年度港区民交通傷害保険

　港区民交通傷害保険は、少額の保険料でご加入でき、車両による交通
事故でケガをしたときに保険金をお支払いする港区在住者向け保険制度
です。
　今回改定する「自転車賠償責任プラン」は、区民交通傷害保険と合わせて
ご加入でき、自転車等の所有、使用、管理に起因して、他人に対し法律上の
賠償責任を負った場合に損害賠償金および費用をお支払いする制度です。
　平成30年2月1日より募集開始の、平成30年度「自転車賠償責任プラン」
の保険料および保険金を下記のように改定し、補償内容を充実します。

　なお、募集の詳細につきましては、広報みなと平成30年2月
1日号にてお知らせいたします。
■加入対象者 平成30年4月1日時点で港区に住所のある方
■保 険 期 間 平成30年4月1日～平成31年3月31日
■加入申込期間 平成30年2月1日（木）から3月30日（金）まで
■問い合わせ 芝浦港南地区総合支所協働推進課協働推進係　TEL：6400-0031
■引受保険会社 損害保険ジャパン日本興亜株式会社　TEL：3349-9666
　 承認番号：SJNK17－14107　承認日：平成29年11月10日
※こちらは概要のご案内となります。詳細は支所窓口または損害損保
ジャパン日本興亜（株）までお問い合わせください。

8 べいあっぷ 9べいあっぷ

「自転車賠償責任プラン」改定のご案内

活動報告港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

●みずべネット（参加費100円）

1/24（水）
2/28（水）
3/28（水）

開催日
13：30～15：30
13：30～15：30
13：30～15：30

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

健康講座・節分の鬼の作成
健康講座・オリジナル印鑑入れ
健康講座・桜の花・チューリップ

時間 開催場所 内容（予定）
改定内容 年間保険料（自転車賠償責任プラン）

各コース＋300円
各コース＋400円

最高保険金額
従来
改定後

1,000万円
1億円

●みずべネットカフェ（参加費無料）

2/9（金）
3/9（金）

開催日
13：00～14：30
13：30～15：00

港南図書館
港南いきいきプラザ

時間 開催場所

問合せ：芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係　TEL：6400-0022

クラムマットを敷設します

クラムマット作成中...。

のりを採取します

真剣に話を聞く児童たち

おいしいのりができるかな？

のりがいっぱい
付いています！

アサリについて学びます

アサリは取れるかな？

アサリは水をきれいする

大きなアサリが取れました！

　13年目を迎えたお台場海苔づくり。すっかり
お台場の冬の風物詩として定着してきました。
今年も、お台場学園5年生の総合的な時間
を活用して、「お台場海苔づくりの会」という
実行委員会を地域の方々と一緒に実施して
います。
　お台場海浜公園内の海辺で、12月16日（土）
にひび（支柱）立て及び海苔網張りを行い
ます。
　お台場の自然が身近に体験できる海苔づくり
にぜひともご参加ください。

■中間刈取り
　平成30年1月20日（土）午前
■海苔摘み取り・海苔すき作業体験
　平成30年2月3日（土）終日

問合せ：協働推進課　台場担当
　　　  TEL：5500-2365

「お台場海苔づくり」参加者募集！

■平成29年11月25日（土）、秋晴れの中、
第13回べいあっぷウォーキング「歩こう
港南！ 学ぼう東京海洋大学！」を開催しま
した。
　13回目となる今回は、東京海洋大学
マリンサイエンスミュージアムにて海に
関するプチ講座を受講後、大学内の鯨
ギャラリーと雲鷹丸を見学し、高浜運河沿
緑地、芝浦中央公園などを巡りました。
　当日は、水辺のまち魅力アップ分科会
メンバーが、ガイド・誘導として同行し、
地域の魅力を紹介しました。また、新たな
取組としてゴール地点では、ウォーキング
グループごとの座談会や地域の魅力マップ作成を行いました。
　参加者から「地域の魅力を新発見できた」、「楽しかった」
といった好評の声を多数いただくなど、盛況なイベントとなり
ました。

みどりのあるまちづくり分科会
■平成29年11月26日（日）、第2回べいあっぷグリーンツアー
「芝浦のみどりを再発見しよう！」を開催しました。
　べいあっぷグリーンツアーは、地域特性に応じた緑化の推進
につながるよう、まちのみどりを巡りながら、その魅力を紹介
するウォーキングイベントで、区民参画組織「みどりのあるまち
づくり分科会」メンバーが中心となって企画・運営しています。
　第2回目となる今回は、天候にも恵まれ、20人を超える方が
参加し、「プラタナスの並木道」、「運河沿緑地」、「『港区景観街
づくり賞』・『港区みどり
の街づくり賞』の受賞地」
などを1時間半程度で
巡りました。
　参加者には、普段、目
にすることが少ない景色
を巡ってもらい、芝浦の
みどりを再発見してもら
うことができました。

水辺のまち魅力アップ分科会



イベントカレンダーイベントカレンダー港 区 ベ イ エ リ ア 平成30年1月～3月
※日程等は変更になる場合があります。

　コミュニティカレッジは、区内で活動する団体等が成果
を広く普及・還元する自主企画事業を支援し、都心区に
ふさわしいコミュニティ・文化・生涯学習を推進する目的
で毎年実施されています。
　今年は、伊豆諸島・八丈島に古くから伝わる郷土芸能
である八丈太鼓の会の企画で、島から講師・演奏家を
招き本場の八丈太鼓を体験し、かつ演奏を楽しんで
いただきます。
　一部ワークショップでバチの握り方や太鼓の構えを
学び、簡単なリズムを使って自由に叩く体験をしていた
だきます。
　二部演奏では、ワークショップ参加者による舞台発表
と八丈太鼓の迫力ある公演を満喫していただきます。
　皆様のご来場をお待ちしております。

ピックアップイベント！ピックアップイベント！ ベイエリアベイエリアinin
べいあっぷ編集部が選ぶ！

●日　　時：平成30年2月18日（日）13：30～　
●会　　場：芝浦港南区民センター　ホール
●入 場 料：500円（中学生まで無料・障害者無料）
●講師・演奏：菊池 卓
●　唄　：奥山 味里
●一　　部：ワークショップ　13：30～ （開場13：00）
　　　　　  　※ワークショップ参加の方は事前申込み先着20名様
●二　　部：ワークショップ参加者発表と八丈太鼓演奏　15：45～
●主　　催：八丈太鼓はなみずき　
　　　　　  ホームページ　http://www.kanabexe.net　
　　　　　  メール　info@kanabexe.net
　　　　　  TEL：080-2156-2071
●ワークショップに関する問合せ：
　　　　　  芝浦港南区民センター　TEL：3769-8864　FAX：3798-4553

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！

八丈太鼓　ワークショップ＆演奏
芝浦港南区民センター コミュニティカレッジ講座
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月　日 時　間 イベント名・問 合 せ 主　催 場　所

1/5（金） 未　定 新年交流会（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、対象：どなたでも）

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

1/6（土）・7（日） 14：00〜15：30
（開場13:45）

冬休みこども大会（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、
対象：幼児・小学生とその保護者、先着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
1/10（水）・24（水）・
2/14（水）・28（水）・3/14（水） 10：00〜11：00 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（1ヵ月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

1/13（土）〜18（木） 未　定 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、対象：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

各施設
1/17（水）・24（水）
2/14（水）・21（水） 9：30〜11：30 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） 芝浦幼稚園 芝浦幼稚園ホール

1/18（木）・2/8（木）・
3/8（木） 10：00〜11：00 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：0〜5歳児、事前申込（1ヵ月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

1/19（金）・26（金）・
2/2（金） 19：00〜20：30 「和のこころ」落語からまなぶ（問合せ：芝浦港南区民センター

3769-8864、対象：どなたでも、定員30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
第1・第2集会室

1/20（土）・3/17（土） 14：00〜16：00 「和のこころ」香道であそぶ（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、
対象：どなたでも、定員28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

第1・第2集会室

1/22（月）・23（火） 22日8：50〜14：25
23日8：50〜15：15

学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、対象：保護者・
地域の方 ・々新入生保護者） 芝浦小学校 芝浦小学校

1/25（木）・2/22（木）・
3/1（木） 10：30〜11：00 誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、対象：0〜5歳児、

事前申込み（1ヵ月前から）、定員15名、誕生月のお子様と保護者対象） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

1/27（土）・2/3（土）・10（土）・
17（土）・24（土） 14：00〜15：30 「和の楽器」三線講座（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、対象：どなたでも、

定員20名（抽選）、要事前申込み、応募者多数時は港区在住・在勤（在学）者優先） 芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター
第1和室

1/29（月）・2/5（月）・12（月）・
19（月）・26（月）・3/5（月） 14：00〜15：30 「和のビタミン講座」もう一度古典文学（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、対象：

どなたでも、定員40名（抽選）、要事前申込み、応募者多数時は港区在住・在勤（在学）者優先） 芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

2/3（土）・10（土）・17（土）・
24（土）・3/3（土）・10（土） 14：00〜14：40 英語で遊ぼう！（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、対象：H23/4/2〜H24/4/1

生まれの未就学児（保護者が港区在住・在勤者）、定員15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
講習室

2/8（木） 受付14：00
開始14：30

新入生保護者説明会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
対象：新入生保護者） 芝浦小学校 芝浦小学校

2/18（日）
一部ワークショップ13：30〜

（開場13：00）
二部八丈太鼓演奏等15：45〜

コミュニティカレッジ講座・八丈太鼓ワークショップ＆演奏（問合せ：
芝浦港南区民センター3769-8864、対象：どなたでも、都の郷土
芸能を体験し鑑賞します、ワークショップ参加は事前申込み先着
20名まで、入場料500円（中学生までと障害者無料））

八丈太鼓はなみずき 芝浦港南区民センター
ホール

2/24（土） 8：00〜16：00 バスハイク（問合せ：芝浦二丁目町会、対象：町会員、先着
30名） 芝浦二丁目町会 佐原〜牛久

2/24（土） 8：40〜13：50 音楽発表会（問合せ：芝浦小学校　3451-4992、対象：保
護者・地域の方々） 芝浦小学校 芝浦小学校

3/25（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、
出店者は港区在住・在勤（在学）者、全70店（抽選）、要事前申込み） 芝浦港南区民センター トリニティ芝浦緑地

3/25（日） 11：00〜 お花見（問合せ：芝浦二丁目町会、対象：町会員） 芝浦二丁目町会 竹芝橋東詰

3月下旬 未　定 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、対象：小学校1〜3年生、要事前申込み）

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（発着）

1/10（水）・24（水）・2/7（水）・
21（水）・3/7（水） 11：00〜12：30 めだかっこクラブ（問合せ：港南幼稚園3471-7347、対象：未就園3歳児

親子、参加希望者はあらかじめ港南幼稚園にお知らせください） 港南幼稚園 港南幼稚園

1/12（金）・2/3（土）・
3/9（金）

1/12・3/9 ： 14：00〜15：30
2/3 ： 10：00〜11：30

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）

芝浦港南地区高齢者
相談センター

1/12・3/9 ： 港南の郷　5階食堂
2/3 ： 台場高齢者在宅サービスセンター

1/17（水） 11：00〜12：30 かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園3471-7347、対象：
未就園児親子、当日受付可） 港南幼稚園 港南幼稚園

1/19（金）・20（土） 19日8：45〜15：20
20日8：30〜11：50

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） 港南小学校 港南小学校

1/20（土） 11：05〜11：50 道徳授業地区公開講座（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） 港南小学校 港南小学校

1/23（火）
3/27（火） 10：00〜11：30 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）
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

1/26（金） 8：50〜16：30 東京都立港特別支援学校公開研究会（問合せ：港特別支援学校
3471-9191、対象：学校教育に関係する方、申込みはFAXで） 東京都立港特別支援学校 東京都立港特別支援学校

1月中旬 未　定 雪遊びと雪明りの夕べ（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、自由参加可） 港南子ども中高生プラザ 港南和楽公園

2/9（金） 14：00〜15：30 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）

芝浦港南地区高齢者
相談センター 港南の郷　5階食堂

2/20（火） 14：00〜15：30 新1年生保護者会（問合せ：港南小学校3474-1504、
対象：新1年生の保護者） 港南小学校 港南小学校　体育館

1/5（金）・12（金）・19（金）・26（金）
2/2（金）・9（金）・16（金）・23（金）
3/2（金）・9（金）・16（金）・23（金）

1/5・19・2/2・16・3/2・16・23
18：00〜20：00
1/12・26・2/9・23・3/9
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） 台場児童館 台場児童館

1/9（火）・2/6（火）・
3/6（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、

対象：未就学児親子） 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

1/10（水） 13:30〜16:00 新春お楽しみ会（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 台場児童館

月　日 時　間 イベント名・問 合 せ 主　催 場　所

1/11（木）・18（木）・25（木）
2/1（木）・8（木）・15（木）・22（木）
3/1（木）・8（木）・15（木）

11：00〜11：30 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 台場児童館

学童クラブ分室

1/11（木）・18（木）・25（木）
2/1（木）・8（木）・15（木）・22（木）
3/1（木）・8（木）・15（木）

11：00〜11：45 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 台場児童館

遊戯室

1/12（金）・19（金）・26（金）
2/2（金）・9（金）・16（金）・23（金）
3/2（金）・9（金）・16（金）

11：00〜11：30 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 台場児童館

学童クラブ分室

1/12（金）・19（金）・26（金）
2/2（金）・9（金）・16（金）・23（金）
3/2（金）・9（金）・16（金）

11：00〜11：45 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 台場児童館

遊戯室

1/12（金）・15（月） 15:15〜17:45 フリークライミング（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） 台場児童館 台場児童館

遊戯室
1/16（火）
2/3（土）・13（火） 10：30〜12：00 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、2/3のみ作品展鑑賞） にじのはし幼稚園 にじのはし幼稚園

1/17（水）・2/21（水）・
3/21（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

5531-0520、対象：60歳以上の区民、参加費無料、貸ポールあり）
台場高齢者在宅サービス
センター お台場海浜公園周辺

1/17（水） 未　定 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） 台場児童館 台場児童館

1/25（木） 未　定 1・2・3タイム（小学1〜3年生のつどい）（問合わせ：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） 台場児童館 台場児童館

1/27（土）〜31（水） 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、対象：各サークル活動に関心
がある方、事前申込み不要、直接お越しください、詳細は「キスポート」1月号をご覧ください） 台場区民センター 台場区民センター

各室

1/27（土）・2/10（土） 未　定
コミュニティ・カレッジ/サーカスinお台場（問合せ：台場区民セン
ター5500-2355、対象：1/27 どなたでも　2/10 小学生以上の
港区在住・在勤・在学者、1/27講師によるパフォーマンス　2/10
ワークショップ、詳細は「キスポート」12月号をご覧ください）

Parupunte Circus 台場区民センター
ホール

2/3（土） 14：00〜16：00 親子絵本読み聞かせ（問合せ：台場区民センター5500-2355、
対象：保護者、幼児、要申込み） 台場区民センター 台場区民センター

和室
2/15（木）・16（金）・
17（土）

15（木）・16（金）8：30〜16：30
17（土）8：30〜11：35

学校公開・作品展（問合せ：お台場学園5500-2572、対象：
保護者・地域の方） お台場学園 お台場学園

2/24（土） 午　後 レインボーコンサート（問合せ：台場区民センター5500-2355、
対象：どなたでも） 台場区民センター 台場区民センター

ホール

2/24（土） 未　定 高学年バスハイク（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） 台場児童館 富士急ハイランド

2月未定・3月未定 未　定 1・2・3タイム（小学1〜3年生のつどい）（問合わせ：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） 台場児童館 台場児童館

2月未定・3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
制、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

3月未定 未　定 4・5・6タイム（小学4〜6年生のつどい）（問合わせ：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） 台場児童館 台場児童館

芝
浦
・
海
岸

台
場

港
南


