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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。

読者
ギャラリー

12 べいあっぷ

〒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

次回の締切は
8月2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。

人と人、町と町をつなぐ ーふれあい情報誌ー

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。

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）。

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
阿部 一哉 岡田 美紀子 金子　 源 小林 紀雄
小日向 武 今野　 淳 関澤 暢子 成瀬 悦朗
畑中 みな子 横山　 仁 MESLER JONATHAN

　長かったひとつの時代が終わり新しい年号「令和」
が始まりました。日本中の誰もが入学したての小学
1年生のような気持ちで日々を過ごしています。心

なしか海の煌めきも木々の緑も一段と鮮やかに見えます。
　「令和」は日本最古の和歌集である万葉集の梅の花32首の
序文から選ばれたそうです。
　来年令和2年には東京オリンピックが、令和7年には大阪万国
博覧会が開かれます。国際化が進み、さらに世界から注目が
集まることでしょう。「令和」は日本古来からの雅を感じさせる
言葉。変わってゆく世の中で日本の美しい文化と歴史を振り返る
きっかけになれればいいと思います。　　　　　 　畑中 みな子
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クーとナナのパパさんの作品
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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！

　のぞみ橋は、有明西運河をまたぎ、江東区有明と港区台場を
結ぶ、全長246.9mの綱橋である。
　南側のあけみ橋から北側ののぞみ橋まで、首都高速湾岸高架を

含む多くの橋が競うように平行
に運河をまたいでいる。のぞみ
橋は一番北に位置している。
　ここは夜景の名所ともいわれている。のぞみ橋の橋上
4か所には、半月形のスペースが外側に向け設けられて

いる。また、南側からは、数々の橋りょう越
しにお台場パレットタウンの大観覧車を見る
ことができ、ふりかえれば水面に彩ふ屋形
船やレインボーブリッジ、東京臨海副都心、
東京タワーが見られ、居ながらにしてパノ
ラマの世界を満喫できる。

のぞみ橋（のぞみばし）

八千代橋（やちよばし）

連載

　八千代橋は、北側の芝浦三丁目と南側の芝浦四丁目を隔てる新芝南
運河に架かる二つの橋の一つである。もう一つの橋は百代橋で、どち
らも“末永く栄える”願いが込められている。百代橋は港区の橋である
が、こちらは都道316号線（旧海岸通り）にあり、東京都が管理する橋
である。八千代橋の北詰めは三差路になっており、西に行けば札の辻
から第一京浜や桜田通りに、東に行けば芝浦インターチェンジを経て
首都高につながる交通量の多い橋である。
　東海道線、山手線、京浜東北線より海側の芝浦、港南地区は明治大正

の頃、東京港の建設に伴う埋め立て
によりできた島であり、八千代橋
は、港区にある他の多くの橋同様、
交通のみならず生活を支えるライフ
ラインとして存在意義がある。近い
将来予想される首都直下型地震
にも耐えて、橋名由来のように末永く
人々の生活を支えていただきたい
ものである。 ●幅：15m　●長さ：59.6m　●昭和30年竣工

天候など諸事情により日程及び内容を変更する場合があります。

●幅：30ｍ　●長さ：246.9ｍ　●平成7年竣工
港南四丁目第3アパート夏祭り

場所：港南四丁目第3
　　  アパート敷地内
主催：港南四丁目第3
　　  アパート自治会

やぐらを組み、盆踊りや
太鼓演奏を行います！ 

自治会有志による手づくり感溢れるお祭りと
なっています。

7/27（土）　16：00～20：30

海岸のまつり

場所：埠頭公園
主催：海岸二・三丁目町会

毎年恒例！ 秋田県から
なまはげがやってきます！ 
西馬音内（にしもない）
盆踊りの披露もあります。

ゲームコーナーがあり、子どもたちも楽しめる
お祭りとなっています。

8/2（金）　18：00～21：30
8/3（土）　18：00～21：00

2019お台場夏祭り

場所：お台場レインボー公園
主催：お台場夏祭り実行委員会

特産品販売や豪華景品
が当たる大抽選会、模擬
店など様々な催しが盛り
だくさんなイベントです！ 

子どもから大人まで楽しむことができます。

8/23（金）前夜祭　17：00～21：00
8/24（土）本祭　　13：00～20：00（予定）
24日が雨天の場合は、25日に順延

芝浦運河まつり

場所：新芝橋上及び
　　  運河沿遊歩道
主催：芝浦商店会・芝浦一丁目商店会・
　　　　　 芝浦二丁目商店会

クルーズ船に無料で乗船
できます！ 模擬店多数！ 

地元グループによる演奏や舞台があります！ 
9/30（月）はクルーズ船の運航のみです。

9/29（日）　10：00～17：00
9/30（月）　17：00～21：00

芝浦二丁目納涼盆踊り大会

場所：船路橋児童遊園前
　　　の広場
主催：芝浦二丁目商店会
協力：芝浦二丁目町会

お菓子無料！ 子どもが
楽しめるお祭りとなって

います。当日はやぐらを組み、太鼓演奏の時間
を設けます。プロによる迫力ある太鼓捌きを
ご覧ください。

7/13（土）・14（日）　18：00～21:00

品川駅港南夏まつり

場所：品川駅港南口
　　  ふれあい広場
主催：品川駅港南商店会

ふれあい広場には、たこ
焼きやトウモロコシなど
多数の屋台が軒を連ね

ます。テントの中に、テーブルとイスを用意してい
ます。家族連れやお勤め帰りのサラリーマンで賑わ
います。ライブ演奏やよさこいの披露もあります。

7/19（金）・20（土）　17：00～21：00

三田納涼カーニバル

場所：三田通り
主催：三田納涼カーニバル
　　　 実行委員会

今回で47回目となり
ます！ サンバや様々な
団体が大通りをパレード

します。歩行者天国でビアパーティ、ちびっこ
広場、こども縁日を実施します！

7/20（土）　16：00～21：00

港南夏祭り

場所：港南郵便局前
主催：港南町会

車道を山車と神輿で
巡行します。子ども中心

の巡行は、大行列で見ごたえがあります！ 子
どもたちの山車・神輿巡業の当日参加大歓迎！

7/21（日）　10：00～（山車）雨天中止

芝浦まつり

場所：田町駅東口なぎさ通り
主催：芝浦商店会
協力：芝浦三・四丁目町会

一日目はカラオケ大会、
二日目は盆踊り大会を

行います！ 子どもたちにもたくさんお楽しみが
ありますよ！

7/26（金）・27（土）　17：00～21：00

夏祭り特
集

今年の夏も地域のお祭りに遊びに行こう！

主催者からの一押し情報も要チェック！！
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港南ふれあい桜祭り4月7日（日） 田植え体験5月25日（土）

　本年の「港南ふれあい桜祭り」も昨年に引き続き素晴ら
しい晴天に恵まれ、その名のとおり満開の桜のもと、4月7日（日）

に港区の高浜運河
東岸で開催されま
した。特に本年は、
将来リニア中央
新幹線がつながる
と沿線仲間になる
飯田市のブースが
交流促進の一環
として設置されま

した。恒例の「ライブ＆パフォーマンス」ショーでは近隣地区

の方々や学生などが参加
しましたが、周りの桜並木
との色のコントラストにより
“きらびやか感と風流感”を
醸し出し、素敵な演出となりました。
細い道路を挟んだスペースには多くの模擬店（焼き鳥、たこ
焼き、いか焼き、カレーなど）が出店され、長蛇の列が出来る
賑わいでした。ふらりと立ち寄るのも楽しいものですが、、、
私自身も港南地区の自治会のお手伝いとして参加しており、
近所に住んでいる方 と々お知り合いになれるのも魅力の一つ
です。そして毎年訪れる方 も々増え、ますます賑やかになって
お祭りの価値も上がってきたと感じています。

～たくさんの方に楽しんでいただいた第9回港南ふれあい桜祭り～ ～「キヌヒカリ」の収穫が待ち遠しい～

品川クラシックカーレビューイン港南5月19日（日）

　品川駅港南口駅前広場で5月19日（日）、「第24回品川
クラシックカーレビューイン港南」が開催され、関東地方の熱心
なコレクターが持つ50台余りの国内外車が集まりました。
港南小学校鼓笛隊（約60人）のオープニング演奏（ビートルズ
のオブ・ラ・ディ、オブ・ラ・ダ等）でこのイベントが華 し々く
始まりました。
　国内車は日産『ブルーバード』や『フェアレディ』、『サニー』、
トヨタ『パブリカ コンバーチブル』等、また、外車はロールス
ロイス『シルバーゴースト』（1910年）、オースチン『10』
（1933 年）、メルセデスベンツ『170S』（1953 年）、BMW
『600』（1959年）等を含む、たいへん珍しい車両がありました。

　警視庁高輪警察署
では、春の交通安全
フェアの一環として、
イベント参加車両の中
からフェアレディ等数台の車両を使い、周辺道路の交通安全
パレードを行いました。この日のゲストとして迎えたタレントの
山田まりやさんも参加し、沿道の人たちに手を振りつつ、交通
安全をアピールしました。
　また、山田まりやさんのトークショーや表彰式、おもちゃの
ミニカーが当たる「山田まりやとじゃんけん大会」、「ブルー
バード生誕60周年記念トークショー」などが行われ、車好き
のお客さんに喜びをもたらしました。

～カーマニア必見！ 関東のクラシックカーが集合～

　5月25日（土）、区立芝浦公園内に整備された水田にお米
の苗を植える「田植え体験イベント」が開催されました。たく
さんの親子連れの参加者が集まりました。開会式では芝浦
一丁目町会の岡田会長、芝浦港南地区総合支所まちづくり
課長のご挨拶に続き、今日まで水田を整備・管理してきた
㈱山本造園の成田技士によるユーモアを交えたわかりやすい
説明がありました。
　田植え前に山本造園が行った、二つの作業を紹介したい
と思います。
①5月9日（木）：耕運機で田んぼを耕す「荒起こし」を行い
ました。
②5月20日（月）：田んぼに水を張り、熊手やレーキと呼ばれ
る耕具を使って土をかき混ぜ、平らにしました。
　いずれも、お米が育ちやすい土壌にするための、とても重要
な作業です。

　そして、いよいよ田植え体験が始まりました。
　参加者は3班に分かれ、順に苗を植えていきます。この日の
日本列島は猛烈な暑さに見舞われ、びっくり！ それでも子ども
たちは、パパやママに手伝ってもらいながら一生懸命に苗を
土深く植えこんでいました。暑さの中での田植え体験は、さら
に親子の絆を深めたことでしょう。

田植えから三日後（5月28日）の田んぼの様子さあ！ 植えてみよう

（株）山本造園、成田技士の説明

5月9日
田んぼを耕す「荒起こし」

5月20日
水を引き耕具で土をかき混ぜ平らにする

5月20日
作業後の田んぼの様子

田植え前の作業

田植え体験当日

4 5



6 べいあっぷ 7べいあっぷ

地
域
の
ス
ポ
ッ
ト

連載◆第九回

べ
い
あ
っ
ぷ
編
集
委
員
が
お
す
す
め
す
る

　芝浦港南地区総合支所では、地区の貴重な地域資源である水辺空間の魅力
をさらに向上させるとともに、良好な景観形成と、地域コミュニティや観光・
産業の活性化を図るため、橋りょうやモニュメント等のライトアップを実施して
います。
　去る令和元年5月10日（金）から、御楯橋と新芝橋の常時ライトアップが
スタートしました。スタートに先立ち、「御楯橋」については4月7日（日）の
港南ふれあい桜まつりの終了後、「新芝橋」については5月10日（金）芝浦
商店街のカナルカフェの営業初日に合わせて、それぞれ地域の皆さんと一緒
にライトアップ点灯式を開催しました。
　令和元年度は芝浦アイランドに架かる「渚橋」・「汐彩橋」及び「プラタナス
公園」の樹木等、令和2年度は「浜路橋」のライトアップを予定しています。
　芝浦港南地区の橋りょう等のライトアップが計画的に実施されることにより、
地域資源である「運河」の魅力を一層高めるとともに、新たな夜間景観が形成
されます。

御楯橋 新芝橋

光の工作教室

左から大島会長・武井区長・
石井幹子氏（照明デザイナー）・
池田区議会議長

港南ふれあい桜祭りの桜カラー

イベント開催時のレインボーカラー

平日のカラーはホワイト

週末はブルー系

イベント開催時のレインボーカラー

クリスマスカラー

特 集

整備イメージ図

点灯式での記念写真

　山手線新駅高輪ゲートウェイ駅の
付近にJRの線路の下を通る高さ制限
1.5m※という日本でも有数の背の低い
トンネルがあります。その名も「高輪橋架
道橋」、通称「おばけトンネル」。タクシー
業界では「提灯殺し」と呼ばれています。

　駅は泉岳寺駅（A4出口）からが一番
近いです。自動車は、国道15号から芝浦
方面への一方通行ですが、走行可能です。歩行者は
両方向通行可能です。このためタクシーも多く利用
しており、ここを利用するタクシーは「タクシーの提灯」
を低くしているとか。
　田町～品川駅間で芝浦方面と国道15号をつなぐ
道路は、このトンネル以外、札の辻交差点しかない
ため、自動車、歩行者ともに利用者（交通量）は一日
を通してかなり多くなっています。
　このトンネルの真上をJR山手線や京浜東北線、
東海道新幹線が通っているため、ガード下を通って
いるときに列車が上部を通過する度に轟音がします。
　写真のように、かなり昔からあるトンネル。長さも
200m以上あり、暗く昼間でもオレンジ色の明かり
がついています。
　高さ制限の表札やトンネルの暗さ、照明など昭和
の雰囲気が残る名物トンネルです。
　新駅の再開発でこのトンネルは再整備され、新しい
連絡道路に生まれかわります。まだ通ったことのない
方は、今のうちに一度通行してみては？
　ちなみに、日本一低いガード下は大阪のJR北方貨物

線のガード下の高さ1.2m。
ただし、ここは距離も数メートル
と短く、自動車は通ることは
できません。
　自動車が通ることができ、
かつ長さ200mを超えるガード
下道路は「高輪橋架道橋」のみ
です。

高輪橋架道橋
芝浦地区SPOT
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◆橋りょうライトアップは日の入りに点灯し、日付が変わる頃に消えます。◆

※余裕をみての表記で実際は1.6mぐらいあると思
われる。

高輪橋架道橋

芝浦
水再生センター

・A4出口

新
芝
運
河
沿
緑
地

芝浦橋

芝浦中央公園

至JR田町駅↑

至JR品川駅↑

J
R
東
海
道
新
幹
線

J
R
山
手
線

J
R
京
浜
東
北
線

地
下
鉄
都
営
浅
草
線

地
下
鉄
泉
岳
寺
駅

（令和2年開始予定）

（令和2年開始予定）

（樹木：令和2年開始予定）

（令和3年開始予定）



総合支所だより

芝
　浦

台
　場

港
　南

全
　域

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　2コース2回目 7/ 3 （水）
芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ　3コース1回目　対象：2019年3月～6月生まれの方 8/ 7 （水）
芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ　3コース2回目 9/ 4 （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 7/ 4 （木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 7/10（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 8/ 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 8/28（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 9/ 5 （木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 9/11（水）
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 7/ 8 （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 7/18（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 7/25（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 8/19（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 9/ 2 （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 9/19（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 9/26（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 7/17（水）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 7/22（月）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 8/26（月）
①台場保育園 ②台場分室多目的室 ①10：30～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談 9/18（水）
台場児童館 10：00～13：00 計測・相談 9/30（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、開催時間・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、管理栄養士、臨床心理士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 令和元年
7月～9月

　 都税のお知らせ

総合支所だより総合支所だより芝浦港南地区

都税の納付には、安心・便利な口座振替をご利用ください6月は、固定資産税・都市計画税第1期分の納期です（23区内）

　口座振替は、預貯金口座から納期の末日（納期限）に自動
的に納税できる制度です。平成31年4月1日（月）から
「Web口座振替申込受付サービス」がスタートとなり、口座
振替の申込みがさらに便利になりました。詳しくは主税局
HPの専用サイトをご覧ください。
〈口座振替がご利用いただける都税〉
個人事業税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）※、固定
資産税（償却資産）※
※23区内に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替
のご利用ができません。

▶問合せ先　主税局徴収部納税推進課　TEL：3252－0955

　7月1日（月）までに、お手元の納付書裏面に記載されて
いる金融機関、コンビニエンスストア等でお納めください。
クレジットカードでも納付できます。また、口座振替、金融
機関・郵便局のペイジー対応のATM、インターネットバン
キングやモバイルバンキングでも納付できます。
▶問合せ先
【口座振替】
主税局徴収部納税推進課　TEL：3252－0955
【固定資産税・都市計画税】　
港区にある物件について　
港都税事務所　TEL：5549－3800（代表）

　「水辺のまち魅力アップ分科会」は、地域の身近な課題
の解決策を考えるとともに、運河や水辺などの地域資源
を活用し、地域の魅力をさらに高めることを目的として
活動している区民参画組織です。
　昨年度は、ウォーキングや運河クルーズ、運河学習など
を開催しました。
　今年度も芝浦港南地区
の資源を生かしたイベント
等を検討し、更なる地域の
魅力発信のため、活動して
いきます。

　4 月24日（水）、令和元年度港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト総会を開催しました。
　今年度も新たなメンバーを迎え、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、べいあっぷ編集部、地区
版計画検討分科会に分かれて、1年間活動します。
　総会では、各分科会の概要やこれまでの活動経過を説明しました。終了後、各分科会に分かれて、本年度の活動を開始
しました。

水辺のまち魅力アップ分科会水辺のまち魅力アップ分科会

　「べいあっぷ編集部」は、情報誌を通して芝浦港南地区
のお祭りや各種イベント、子育てや環境等、様々な情報
を発信しています。区民の方を中心とした編集委員と芝浦
港南地区総合支所の
職員が協働し、取材、
記事の執筆、レイア
ウト、校正を行い、
情報誌を発行します。
　創刊号から毎年
4号発行し、本号で
52号となりました。
今年度も引き続き
芝浦港南地区内の
魅力的な情報を皆
さんにお届けします。

べいあっぷ編集部べいあっぷ編集部

　「みどりのあるまちづくり分科会」は、地域特性に応じ
た緑化推進や緑に関心を持つ機会の提供などを目的とし
て活動している区民参画組織です。
　昨年度は、地域の緑を紹介するグリーンツアーやグリーン
マップの作成、コキアを使ったほうき作成体験等を行い
ました。
　今年度も、みどりの保全
と創出に向けた普及啓発
を図るため、活動していき
ます。

みどりのあるまちづくり分科会みどりのあるまちづくり分科会

　「地区版計画検討分科会」は、芝浦港南地区に住み、
働き、学ぶ皆様が主体となって、芝浦港南地区版計画書
について話し合い、意見を出し合う、ワークショップです。
　分科会のメンバーが、芝浦港南地区の将来を総合支所
とともに考え、現状と課題、施策・事業について幅広い
視点で議論し、区への提言としてまとめます。

地区版計画検討分科会地区版計画検討分科会

令和元年度総会令和元年度総会

活動報告港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

　品川グランドコモンズ街づくり協議会では、2009年から、
5月と11月の年2回、品川駅港南口から八ツ山アンダー
パスの間の歩道の清掃活動を行っています。
　品川グランドコモンズと周辺ビルの事業者、管理会社、
テナント企業に加え、リニア新幹線JV等数多くの企業から
毎回約100名程度の参加者が集まり、歩道のごみを
回収して美しい街並みの維持に貢献しています。
　本年5月21日に予定していた清掃活動は、あいにく
の天候により中止となりましたが、今後も継続して清掃
活動を行い、品川駅周辺の環境美化に努めていきます。

《主な参加企業》
大東建託リーシング、大東建託パートナーズ、ストリングスホテル東京
インターコンチネンタル、太陽生命保険、三菱地所プロパティマネジ
メント、DBJアセットマネジメント、三井不動産ビルマネジメント、大塚
製薬、NBFオフィスマネジメント、三菱重工業、田町ビル、キヤノンマー
ケティングジャパン、大林ファシリティーズ、京王電鉄、電通国際情報
サービス、京王設備サービス、大林組（リニア品川駅JV工事事務所）

● 企業清掃活動紹介 ～自ら行う美化活動～ ●
品川グランドコモンズ街づくり協議会
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イベントカレンダー港・区・ベ・イ・エ・リ・ア 7月～9月令和元年

　お台場海浜公園のビーチで期間限定の海水浴イベント「お台場プラージュ」
を開催します。
　セーヌ川沿いでバカンス気分を楽しめるイベント「パリ・プラージュ」の
雰囲気をお台場に再現する他、パリ市のPRブースも設置します。お台場の
砂浜でパリの気分を味わってみませんか。キッズボートやウオーターロー
ラーなどのアトラクションも無料でご利用いただけます。

トライアスロンのテストイベントと同日開催
　お台場プラージュ期間中、東京2020
大会の一年前テストイベントがお台場で
開催される予定です。海水浴だけでなくトラ
イアスロン観戦もお楽しみいただけます。
東京2020大会を盛り上げましょう。

●日時
　8月10日（土）～8月18日（日）
　11：00～17：00
※最終日は10：00～16：00
※テストイベント等との調整により、時間が変更になる場合があります。
※当日の天候により中止の場合があります。
●場所・その他
　都立お台場海浜公園　当日直接会場へ
●主催
　港区、お台場プラージュ実行委員会
●問合せ
　芝浦港南地区総合支所協働推進課　台場担当 ℡5500－2365

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！

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！

パリ市と連携した海水浴イベント「お台場プラージュ」

※プラージュ“Plage”とは、フランス語で
「砂浜」「浜辺」のことです。

昨年（平成30年）の様子
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月　日 時　間 イベント名 主 催・問 合 せ 場 所・その 他

7/4（木） 10：30〜11：30 誕生会（対象：0〜3歳児　誕生月のお子様と保護者） 芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

7/7（日） 11：00〜 七夕まつり（どなたでも） メゾン田町自治会 メゾン田町駐車場

7/8（月）・23（火） 10：00〜11：00 園庭開放
（対象：0〜3歳児　事前申込（1か月前から）　定員10名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

7/11（木） 10：00〜11：00 こども園で遊ぼう
（対象：0〜3歳児　事前申込（1か月前から）　定員15名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

7/20（土） 15：30〜18：00 夕涼み会
（対象：0〜3歳児　事前申込（1か月前から）　定員15名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

7/26（金）・27（土） 17：00〜21：00 芝浦まつり（どなたでも） 芝浦商店会
協力：芝浦三・四丁目町会

田町駅東口なぎさ通り
（3ページをご覧ください）

7/28（日）
11：00〜11：40

（トリニティ芝浦緑地で防災
訓練を開催 10：00〜11：30）

ホールの魅力公開（同時開催：防災訓練）（どなたでも） 芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
区民ホール

8/6（火）・20（火） 10：00〜11：00 園庭開放
（対象：0〜3歳児　事前申込（1か月前から）　定員10名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

8/24（土）・25（日） 14：00〜15：00 夏休みこども大会
（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
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
（ホール）開場13：45

8/24（土）・31（土）・
9/7（土）・14（土）・
28（土）・10/5（土）

14：00〜14：40
初回8/24（土）は
13：00〜13：40

英語で遊ぼう！（前期）（対象：H25/4/2〜H27/4/1生まれの未就
学児で保護者が港区在住・在勤者　事前申込　定員15名抽選）

芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
講習室

8/29（木） 10：30〜11：30 誕生会（対象：0〜3歳児　誕生月のお子様と保護者　事
前申込（1ヶ月前から）　定員10名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

9/7（土） 14：00〜16：00 「和のこころ」〜香道であそぶ〜月見香
（対象：どなたでも　事前申込　定員28名抽選）

芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

9/10（火） 10：00〜11：00 園庭開放
（対象：0〜3歳児　事前申込（1か月前から）　定員10名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

9/17（火） 10：30〜11：30 誕生会（対象：0〜3歳児　誕生月のお子様と保護者　事
前申込（1か月前から）　定員10名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

9/19（木） 10：00〜11：00 こども園で遊ぼう
（対象：0〜3歳児　事前申込（1か月前から）　定員15名）

芝浦アイランドこども園
（℡5443-7337） 芝浦アイランドこども園

9/29（日）・30（月） （日）10：00〜17：00
（月）17：00〜21：00 芝浦運河まつり（どなたでも）　9/30は運河クルーズのみ

芝浦商店会　
芝浦一丁目商店会
芝浦二丁目商店会

新芝橋上、運河沿い遊歩道、東京
工業大学前及び芝浦工業大学前

（3ページをご覧ください）

9/27（金）・10/4（金）・
11（金）・18（金） 19：00〜20：30 「和のこころ」〜落語から学ぶ〜落語の国をのぞいてみれば

（対象：どなたでも　事前申込　定員35名抽選）
芝浦港南区民センター

（℡3769-8864）
芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

7/8（月）〜11/8（金） 10：00〜16：00 「海へのいざない〜田口道夫甲殻類コレクション特別展」
（どなたでも　土日祝日は休館）

東京海洋大学　
マリンサイエンスミュージアム

（℡5463-0430）
東京海洋大学
品川キャンパス

7/10（水）・9/11（水） 11：00〜12：30
かもめっこデー（対象：未就園児親子　事前申込不要）
内容は、ホームページ、掲示板でご確認いただくか、電話
でお問合わせください。

港南幼稚園
（℡3471-7347） 港南幼稚園

7/12（金）・9/13（金） 14：00〜15：30 かいごカフェ（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
（℡3450-5905）

港南の郷　5階食堂
事前申込不要

7/15（月・祝） 10：00〜16：00 「海の日」記念行事（どなたでも） 東京海洋大学
広報室（℡5463-1609）

東京海洋大学品川キャンパス
（江東区の越中島キャンパス同時開催）

月　日 時　間 イベント名 主 催・問 合 せ 場 所・その 他

7/20（土） 15：30〜18：30 みなと夏まつり（どなたでも）
都立港特別支援学校

（℡3471-9191）
主催：都立港特別支援学校PTA

東京都立港特別支援学校
グラウンド

7/21（日） 10：00〜12：00 港南夏祭り（どなたでも） 港南町会
（℡3471-6875）

港南郵便局前
（3ページをご覧ください）

7/27（土）・8/24（土）・
9/21（土） 10：00〜11：00 こうなんふれあいクリーン作戦（どなたでも） 港南地域連合会事務局

（℡090-9967-8132） 港南小学校南門集合

8/1（木）・2（金） 9：00〜16：00 オープンキャンパス（主に高校生） 東京海洋大学入試課
（℡5463-0510）

東京海洋大学
品川キャンパス

8/9（金） 14：00〜15：30 かいごカフェ（対象：介護に関心のある方）＆港南の郷deオレ
ンジカフェ（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

（℡3450-5905）
港南の郷　5階食堂
事前申込不要

9/11（水） 11：00〜11：30 幼稚園説明会（対象：未就園児保護者） 港南幼稚園
（℡3471-7347）

港南幼稚園
事前申込不要

7/2（火）・8/6（火）・
9/3（火） 14：40〜15：00 台場おはなし会（対象：未就学児親子） 台場区民センター

（℡5500-2355）
台場コミュニティぷらざ
2F台場分室多目的室

7/9（火）・9/17（火） 10：30〜12：00 にじっこキッズ（対象：未就園児親子　事前申込不要　上
履き、外靴を入れる袋持参）

にじのはし幼稚園
（℡5500-2577） にじのはし幼稚園

7/23（火）・9/24（火） 10：00〜11：00 台場deオレンジカフェ（対象：認知症に関心のある方、認
知症初期の方）（事前申込不要）

芝浦港南地区
高齢者相談センター

（℡3450-5905）
台場高齢者在宅サービスセンター
ふれあいだんらん室

8/10（土）〜18（日） 11：00〜17：00
最終日は10：00〜16：00 お台場プラージュ

芝浦港南地区総合支所
協働推進課台場担当

（℡5500-2365）
都立お台場海浜公園

8/23（金）・24（土） （金）17：00〜21：00
（土）13：00〜21：00 お台場夏祭り（どなたでも）

台場区民センター
（℡5500-2355）

主催：お台場夏祭り実行委員会
お台場レインボー公園

（3ページをご覧ください。）

9/21（土） 8：45〜12：00 学校公開　道徳授業地区公開講座 お台場学園　東城副校長
（℡5500-2572） お台場学園

芝
浦
・
海
岸

港
南

台
場

※日程等は変更になる場合があります。 ※日程等は変更になる場合があります。




