
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。

読者
ギャラリー

〒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：03-6400-0031　FAX：03-5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ・
作品の送付先※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。

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8時～午後8時
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：03-6400-0031　FAX：03-5445-4590
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
石川 信幸　入江    恵　大橋  直　岡田 美紀子
金子  源　  小林 紀雄　佐藤 淳子　須古 邦子　
住江 真之　MESLER JONATHAN　横山  仁　  
和田 知香

　べいあっぷの発行も15年目を迎え、60号を発行す
ることができました。15年前、皆さんは何をしていまし
たか？　私はちょうど港区の芝浦港南地区に引っ越して
きた年でした。記念すべきべいあっぷ創刊号を手にして

いたのかは覚えていませんが…。水辺のあるベイエリアと景観が
引っ越しの決め手の一つだったことを改めて思い出しました。当時
は、自分が地区情報誌の編集に携われることになるとは考えても
いませんでしたが、これからも魅力的なまちの情報、「へー！知らな
かった」というスポットをお知らせできるよう編集部一同、知恵を
絞って頑張っていきます！

大橋　直

編集編集
後記後記

次回の締切は
１０月４日（月）必着です

発行番号 2021034-2435

ponco2さんの作品
「オレンジTIME」

ニコちゃんさんの作品
「お母さん待ってよー運河にて」

盛 満利さんの作品
「芝浦中央公園の薔薇」

石橋徹也さんの作品
「巻雲（すじ雲）」

中浦悠花さんの作品
「レインボーブリッジにつながるレインボー」

台場にじ子さんの作品
「夕日おちて」

北村礼子さんの作品
「カルガモのひな団子」

なおごんさんの作品
「レインボーoverザレインボー」
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■ギャラリーS
山﨑友也写真展『少年線（syonen-line）』　
開催中～10月11日（月）
■オープンギャラリー1
沖縄写真タイフーン〈北から南から〉連動 奥西優子
写真展『unblocked』
開催中～10月5日（火）
■オープンギャラリー2
EOS Kiss Ambassador 作品展『KISS is my life.』
開催中～10月5日（火）

2階奥のコミュニケーションスペースには修理・メ
ンテナンス受付コーナー（事前予約制）やカメラ製
品の展示コーナーがあり、カメラ選びの相談にも乗
ってくれるとのことでした。場所は品川駅港南口に
位置し、駅からのアクセスもよいです。みなさんも
ぜひ、美しい写真の世界に足を踏み入れてみてくだ
さい！

暑かった夏も終わって、過ごしやすい秋になりました。体を動かしたり、
趣味や勉強に腰を落ち着けて向かい合ってみるのにいい季節です。今回
はそんな秋におすすめのスポットをご紹介します。

趣味や勉強、運動等にピッタリの季節が到来

編集委員が実体験

キヤノンギャラリーS 品川

港区スポーツセンター

今後の展示予定

写真を通して、様々な表現に触れる

体を動かしてスポーツの秋を楽しもう！

秋を感じられるスポットおすすめ！

芸術

運動

　キヤノンギャラリーS（品川）は誰
でも無料で楽しめる本格的な写真ギャ
ラリーです。今回訪問した品川のキヤ
ノンギャラリーには2つのギャラリー
があり、「キヤノンギャラリーS（1階）」
では日本を代表するプロ写真家の個
展、「キヤノンオープンギャラリー1・
2（2階）」ではキヤノン所有のコレク
ション展・写真学校等の作品展等様々
な写真展が開催されています。
　それぞれの展示期間は1か月から1
か月半で、会期や内容などはホームペ
ージで確認できます。取材時の展示は
次の3つでした。まず、キヤノンギャ
ラリーSで開催されていた『高橋宣之

写真展　神々の水系』では、写真1枚
1枚の美しさはもちろん、約150㎡の
広さ・3.5mの天井高のギャラリース
ペースとも相まって、とても神秘的で
迫力があり感動的な展示でした。
　キヤノンオープンギャラリー1の『チ
ヒロボ作品展』では、たくさんの写真
を切り貼りし、1枚の作品に仕上げる
ユニークなもので、明るくポップでそ
れでいて美しく、神々の水系の神々し
さとは対照的な美しさがありました。 
　キヤノンオープンギャラリー2の『ジ
ュニアフォトグラファーズ』は、子ど
もたちによる作品で独特な感性が感じ
られ、楽しいものでした。

「港区スポーツセンター」は、芝浦港
南地区総合支所、港区立消費者センタ
ーなどが入る「みなとパーク芝浦」の
３～８階にある、幅広いスポーツ設備
が完備された最大級のスポーツ施設で
す。広々とした明るく清潔なフロアで、
体を鍛えたり、美ボディを目指したり
と、楽しみ方は様々です！
　また、新型コロナウイルス対策とし
ても、受付時の検温やマシン等の消毒
等、対策が行われているため、安心し
て利用できます。
　こちらのスポーツセンターの特徴の
一つに、「トレーニングパーク」と言
う開放的な施設があります。充実した
マシーンエリアと、バラエティ豊かな
プログラムが展開されるスタジオエリ
アがあり、いつでも活気に満ちていま

す。また、この他にも、意外と人気な
のが、本格的なボクシング用サンドバ
ッグです。　　
　夕方になると、会社帰りの方で、日
頃のストレス発散（？）に利用してい
る人も多いそうです。
　また、屋外のランニングコースには、
東京タワーがばっちり見えるスポット
があり、ライトアップされたタワーを
見ながら走るのもおすすめとのことで
す。昨年７月にＪＲ田町駅から直通で
行ける歩行者デッキが開通し、アクセ
スもより便利になりました。スポーツ
の秋、久しぶりにスポーツセンターを
利用する方も、初めて利用する方も、
さあレッツ・ゴー！（個人登録や利用
方法など詳しくはホームページをご確
認ください）

ギャラリーＳ入口。電車でお越しの
場合、スカイウェイからエスカレー
ターで降りて１階に入口があります

修理・メンテナンス受付
コーナー（事前予約制）
もあります。隣にカメラ
が展示されています

キヤノンギャラリー 品川
港区港南2-16-6 キヤノンSタワー 1階・2階
☎︎03-6719-9021
開館時間：10:00～17:30　※入場無料
休館日：日曜・祝日・キヤノンMJ休業日
https://canon.jp/personal/experience/gallery

港区スポーツセンター
港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦内 3階～8階
☎︎03-3452-4151
https://www.minatoku-sports.com

ギャラリー全景

キヤノンオープンギャラリー２『ジュニアフォトグラファーズ』
展示コーナー（現在、展示は終了しています）

東京タワーを見ながら、
ランニングができます

スポーツセンターが入る
「みなとパーク芝浦」

様々なメニューに対応した広々としたスタジオ 様々な種類のマシンで、トレーニングができます 屋内プールも利用することができます

ストレス解消!?　利用者に人気のサンドバック

キヤノンギャラリーＳ『神々
の水系』展示コーナー（現在、
展示は終了しています）
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連 載

芝 浦 港 南 地 区 の 公 園 シ リ ー ズ
［ 第 1回 ］芝 浦 公 園

公 園の周 辺スポット

遊具や遊び場、施設など、個性あふれる

59号で「ベイエリア 橋をめぐる物語」のシリーズが終了し、本号より新たなシリーズが開始となります。
その名も「芝浦港南地区の公園シリーズ」です。区民の日常生活に溶け込み、

普段あまり気に留めることのない公園について連載していきます。
記念すべき第１回は「芝浦公園」の魅力に迫ります。

［概要］
芝浦公園は、港区が平成19年（2007年）に
策定した「田町駅東口北地区街づくりビジョ
ン」に基づきつくられました。港区及び東京
ガスによる官民連携のまちづくりでの土地区
画整理事業の支援により、地元の方々に参加
していただいたワークショップでの意見を取
り入れて、平成28年（2016年）7月28日に
リニューアルされました。

　さて、ここで少し広い視野で芝浦公園を
見てみましょう。芝浦公園は田町駅から徒
歩7分ほどの場所に位置しており、みなと
パーク芝浦、愛育病院、ムスブ田町、新芝
運河に囲まれた立地です。
　今回は周辺スポットとして、みなとパー
ク芝浦をご紹介します。みなとパーク芝浦
は平成26年（2014年）に竣工した区有施
設で、行政手続きができる芝浦港南地区総
合支所に加えて、消費者センター、港区ス
ポーツセンター(P3参照)など、様々な区有
施設が整備されています。
　令和２年（2020年）には、田町駅とみ

なとパーク芝浦をつなぐペデストリアンデ
ッキが開通、隣接する芝浦公園へもよりア
クセスがしやすくなりました。
　公園の南側の新芝運河の沿道を歩くとあ
たたかみのあるガス灯で照らされ、彫刻家・
黒川晃彦（くろかわあきひこ）氏が制作し
たリバーサイドトリオにも出会えます。
　昼間は近隣の子どもたちや会社員の憩い
の場として、夜は夜景を見渡すロマンチッ
クな場所として、地元住民に愛されている
芝浦公園、いつもと違う時間に足を運ぶと
また新たな発見があるかもしれません。

　特徴としては、珍しい遊具とバリエ
ーションに富んだ公園です。
　中に空気が入っているクッション遊
具やロッククライミングなど珍しい遊
具が設置してあるほかに、草地広場や
投球広場など子どもから大人まで楽し
める工夫が施されています。
　また、園内には植栽、田んぼや水湿
地を用意しており、ユリノキ・クスノキ・
イヌエンジュ・ヒメリンゴ・ヤマモモ・

ハナミズキ・サクラなど様々な植物が
生息しています。春のお花見や紅葉な
ど植物を通じて四季を楽しめる点も魅
力の一つです。

色々な遊具で家族連れに人気ですドラマのロケ地としても使用されました

人気の投球広場

ライトアップされた
みなとパーク芝浦

田んぼもあって、稲が植
えられています

周辺の運河にたたずむ
リバーサイドトリオ

愛育
　病院

新芝
運河

みなとパーク芝浦
　／港区スポーツセンター

芝浦公園

トライアスロン
T R I A T H L O N SWIM BIKE RUN

連載第8回（最終回）

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催延期に伴い、2021年の開催となり
ました。
べいあっぷでは、港区のお台場海浜公園で開催が決定しているトライアスロン競技が、皆様
にとって身近なスポーツと感じていただけるよう、歴史やルールなどを特集し、トライアスロン
の魅力をお伝えしていきます。

東京2020大会に向けて

港区と歩んできた競技、トライアスロン

今回で、本シリーズは最終回と
なります。東京2020オリンピック・
パラリンピック競技大会も9月で
終了となりますが、今後もトライ
アスロンの応援をよろしくお願い
します。

パラリンピックのトライアスロン競技は8月
28日(土)・29日(日)に行われます。べいあっ
ぷ製作時には結果が分かりませんが、健闘
を祈っています！

お台場海浜公園では、今までトライアスロン競技が行われてきました。その成果として、
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でもお台場周辺で熱い戦いが繰り広

げられ、大きな盛り上がりを見せました。

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会

トライアスロン結果（日本選手）
男子個人（7月２６日（月）実施）
順　位 名　前 国　名 タイム

14 ニナー 賢治 日　本 1:46:24

19 小田倉 真 日　本 1:47:03

女子個人（７月２７日（火）実施）
順　位 名　前 国　名 タイム

18 高橋 侑子 日　本 2:01:18

混合リレー（７月３１日（土）実施）
順　位 国　名 タイム

13 日　本 1:27:02

岸本 新菜 日　本 途中棄権
途 中 棄 権

※写真は過去の大会のものです
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「水辺フェスタ」は、地区内の各地域住民の相互交流及び融和を図るとともに、長く住んでいる地域住民と急増
する新たな地域住民とのコミュニティ形成の契機づくりとするために実施する、港区在住、在勤、在学の皆さ
んによる地域対抗のボートレース大会を中心としたイベントで、平成19年度から実施しています。

「芝浦及び海岸2・3丁目地域」、「港南地域」、「台場地域」の3地域から、1チーム6人編成で、約80チーム、
480人を超える選手たちが出場します。6人乗りのボートにより、チーム一丸となってボートを漕ぎ、毎年、ス
タートからゴールまで、熾烈な争いが繰り広げられています。
また、競技中に応援合戦、競技終了後にはアトラクションと表彰式があります。応援合戦・アトラクション演
技では、鼓笛隊、フラダンス、チアリーディングなどの演奏・演舞を堪能することができるイベントです。

芝浦港南地区がボートで盛り上がる!

～地域対抗ボートレース大会～ 
水辺フェスタ

アトラクション・応 援 合 戦 レ ース

表 彰 式

各地域から出場した団体がレースや観客を盛り上
げ、大会に華を添えてくれます。

大人の部、子どもの部に分かれそれぞれ３地域対抗でレースを行います。

全レースの総合得点で優勝地域を決め、勝利地域には優勝カップが授与されます。

9月23日(木・祝)
水辺フェスタPRムービー

公開予定
「港区 水辺フェスタ」で　検索【告　知】

お台場海浜公園で大激戦！

チーム全員で手をつなぎ、ゴール！ ピストルの合図でスタート！

【ボートレースのルール】

①ボートに乗ってスタンバイ ②ピストルでスタート
③ブイをターン ④手をつないで全員でゴール！

ぜひ見てね！

PR特集
（令和２・３年度は中止）
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　「JOAK、JOAK、こちらは東京放送局であります」、 大正14年（1925
年）3月22日に、日本で初めて放送用電波が発信されました。
　発信場所は、現在の田町駅芝浦口すぐのところにあった、東京高等工
芸学校でした（現在ではこの場所は、東京工業大学附属科学技術高等学
校になっています）。
　これを記念して、この場所に放送記念碑が建立され、3月22日を放送
記念日としています。
　現在では電波は、普段の生活とは切っても切り離せないものとなって
いますが、人類による電波の利用の歴史をひも解くと、明治28年
（1895年）にイタリア人マルコーニが初めて無線電信に成功したところ
から始まります。
　大正9年（1920年）にアメリカでラジオ放送が開始され、遅れること5
年、大正14年（1925年）に日本でもラジオ放送が開始されました。
　その後日本では、昭和28年（1953年）テレビ放送開始、昭和43年
（1968年）ポケベルサービス開始、昭和52年（1977年）気象衛星によ
る天気予報開始、昭和54年（1979年）自動車電話開始、その後、携帯
電話の普及が加速していき、どんどん電波が生活に入り込んできました。
　もし電波が発見されていなかったら、今の生活はどうなっていたのか、
想像せずにはいられません。
　“JOAK, JOAK, this is the Tokyo Broadcasting Station”
　On March 22 of the 14th year of the Taisho Period 
(1925), the first radio waves for broadcasting were 
transmitted in Japan. The location from which they were 
transmitted was Tokyo High School of Arts and Crafts, 
which is just outside the current Tamachi Station Shibaura 
Exit. (This location is now Tokyo Tech High School of 
Science and Technology.) To commemorate this event, a 
monument was erected at this location, and March 22 is 
designated as Broadcasting Day.
　Today, radio waves have become an inseparable part of 

our daily lives, but the history of the use of radio waves by mankind can be 
traced back to the 28th year of the Meiji Period (1895), when the Italian 
Marconi succeeded in wireless telegraphy for the first time.
　In the 9th year of the Taisho Period (1920), radio broadcasting started in the 
U.S., and five years later, in the 14th year of the Taisho Period (1925), radio 
broadcasting started in Japan.
　Following this, in Japan, television broadcasting started in the 28th year of 
the Showa Period (1953), pager service in the 43rd year of the Showa Period 
(1968), weather forecasting with meteorological satellites in the 52nd year of 
the Showa Period (1977), car phones in the 54th year 
of the Showa Period (1979), and finally the spread of 
cell phones accelerated dramatically thereafter, 
resulting in radio waves becoming an increasingly 
integral part of our daily lives. 
　It's hard to imagine what our lives would be like today 
if radio waves had never been discovered.

放送用電波初発信の地 ～放送記念碑～
芝浦地区SPOT
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ＪＲ田町駅芝浦口のエスカレーターを降りて、裏
に回ると放送記念碑はあります
Go down the JR Tamachi Station 
Shibaura Exit escalator and then around 
the back to find the broadcasting 
monument.

放送記念碑のプレート
Broadcast Monument Plaque

放送記念碑全景
Broadcast Monument Panorama

イベントリポート港・区・ベ・イ・エ・リ・ア

　令和2年（2020年）12月5日（土）に、「運河クルーズ
～芝浦港南小さな船旅～」を開催しました。
　イベント直前まで雨が降り、天候が心配されていま
したが、出発の時間には雨が上がり、気持ちよく
船旅をスタートすることができました。クルーズで
は、ガイドを交えながら運河に架かる19本の橋と

様々な名所を巡りました。昼間と日没後に
2回クルーズを行い、昼間は運河を見渡
しながら爽やかな水辺のまち並みを、日没
後は幻想的な橋のライトアップやまちの
夜景を堪能することができました。
　普段見慣れている場所であっても、

クルーズ船から見える風景はいつもと違い、運河
の新たな魅力を感じることができる船旅でした。

運河クルーズ～芝浦港南小さな船旅～
～「運河クルーズ～芝浦港南小さな船旅～」を開催しました～

12月5日（土）

レインボーカラーの御楯橋

芝浦港南地区のまち並みを船で満喫

船から見たレインボーブリッジ

オリンピックカラーの渚橋

お台場海苔づくり～お台場冬の風物詩～お台場海苔づくり～お台場冬の風物詩～
　今年で16年目を迎えた、都立お台場海浜公園での海苔
づくりが、令和2年（2020年）12月12日（土）にスタート
しました。
　お台場海苔づくり実行委員会と区立小中一貫教育校お台場
学園（以下、「お台場学園」）の保護者が中心となって竹ひび
と海苔網を海上に設置しました。
　2月の収穫まで、お台場海苔づくり実行委員会が日々海苔
の生育状況を確認し、海の状況に応じて網の高さ調整を行い
ました。
　今年は天候にも恵まれたおかげで海苔も順調に成長し、年
明け1月16日（土）に中間刈取り、2月6日（土）に最終摘み
取り・板海苔作りを行いました。

　今年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、一部縮小
しての実施でしたが、コロナ禍でも実施できたことはお台場
の子どもたちの記憶に残る貴重な体験となりました。

竹ひび設置の様子 中間刈取りの様子

～お台場海苔づくりとは～
　お台場学園の5年生が環境学習で実施している「海苔
の育成」を、地域住民等によるお台場海苔づくり実行委員
会とお台場学園PTA等がサポートしている取組です。

台場地区

JR
田町
駅

東口
（芝
浦口
）

東京工業大学附属
科学技術高等学校

ムスブ
　田町

放送記念碑

P I C K  U P

地 域 に 根 ざ し た ホ ッ と エ リ ア  ［ 商 店 街 ］

芝浦商店会は、田町駅東口周辺一帯を占める商店会です。この商店会の歴史は古く、
約53年前に運河に囲まれた一角に開設されました。

加盟店は現在、120店舗ほどで、芝浦港南地区では最大級の商店会です。
会長の大野岳史さんは、商店会内の『芝の浦』という55年続く

老舗地酒専門店の二代目としてお店をしています。
今回、大野会長に、芝浦商店会と最近加盟されたお店をご紹介いただきました。

［ 第 1回 ］芝 浦 商 店 会 　

加 盟 店 紹介  カミヤーズ  To k y o  田 町店

芝浦商店会
港区芝浦3-1～3・5・6・
12～15　一帯
https://shibaura-
shoutenkai.com

諸国地酒銘酒処　芝の浦
港区芝浦3-14-4
☎︎ 03-3769-2038
http://shibanoura.com

写真左）穏やかな笑顔でお答えいただいた大野会長
写真中）風情を感じるお店の入口
写真右）全国各地の銘酒を扱っています

芝浦商店会にお店を構えています おしゃれでリラックスできる店内 お店の紹介をしてくださった船坂店長 カミヤーズTokyo田町店のこだわりのヘアケア商品

運 河 沿 い の テ ラ ス に、10月 末 ま で「 芝 浦
CANAL CAFE（キャナル カフェ）」がオープン
します。運営しているのは芝浦商店会で、かわ
いいキッチンカーでの営業となります。17時頃
から21時頃まで、雨の場合は中止です。メニュ
ーも豊富なので、運河を眺めながら、ゆったり
とした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

～芝 浦 商 店 会 会 長 から～

　こんにちは。芝浦商店会会長の大野岳史で
す。
　当商店会の加盟店は、現在120店舗ほどで
港区でも有数の商店会になります。歴史は古
く、発足してから50有余年経ちます。昔か
ら営業している飲食店が多いのですが、田町
駅東口再開発でできた「msb Tamachi（ム
スブ田町）」、最近では床屋さんや美容室が増
えて、加入していただいてます。
　商店会の三大イベントは、7月の「芝浦ま

つり」、10月の「芝浦運河まつり」、12月の「謝
恩福引セール」です。残念ながら、昨年は「芝
浦まつり」と「芝浦運河まつり」が中止にな
ってしまいました。今年も「芝浦まつり」は
中止でしたが、「芝浦運河まつり」は10月30
日（土）に開催が決定しました。
詳細は右のQRコードを確認し
てください。お越しをお待ち
しております。

　［芝浦運河まつりホームページ］

芝浦商店会からご紹介するのは、昨年
商店会にオープンした、『カミヤーズ
Tokyo田町店』です。店内はおしゃれ
な床屋さんですが、価格帯も様々で、
どなたでも満足していただけるよう頑
張っていますとのことでした。店長の
船坂　拓冬（ふなさか たくと）さんに
お話を伺いました。

「芝浦商店会にお店を出したきっかけ
は、田町駅の周辺で会社員の方が多く
勤めていることもあり、地域の方だけ
でなく、会社員の方にも利用いただけ
ればと思い、出店を決めました。芝浦

港南地区に今まで来たことがない中で
の出店でしたが、芝浦商店会の中で出
店したことでより詳しく地域を知るこ
とができました。
また、商店会のたくさんの人に助けて
いただいたことが、とてもありがたか
ったです」と商店会に加盟してよかっ
たとのお話でした。

「私たちの店舗では、アットホームな
雰囲気を目指しており、また来たいと
思っていただけるようなお店づくりを
しています。そのため、オプションと
して、カットだけでなく、マッサージ

や顔そりなども付けることができるほ
か、育毛についても力を入れています。
特に、副反応が出ない育毛は、お客様
に好評となっています。また、オリジ
ナルのシャンプーやコンディショナー
も作っており、こだわっています。も
し、気分転換したいというお気持ちが
あれば、ぜひお立ち寄りください」。

ちょっとP R

カミヤーズTokyo田町店
港区芝浦3-6-10　サンハイツ
田町101
☎︎03-6722-0690
http://www.e-kamiya.co.jp/
tamachi.html
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イベントカレンダー港・区・ベ・イ・エ・リ・ア 9月～12月令和3年

マナーを守って、犬と仲良く暮らす街に
　人も犬もみんなが気持ちよく暮らすためには、周囲の人への細
やかな気配りがとても大切です。犬と散歩する際は、左記に気を
付けてください。

問合せ
芝浦港南地区総合支所　協働推進課　協働推進係　 TEL：03-6400-0031
みなと保健所　生活衛生課　生活衛生相談係　　 　TEL：03-6400-0043

総合支所だより芝浦港南地区

かいごカフェ＆港南deオレンジカフェ
日時：10/8(金)・12/10(金)　14:00 ～ 15:00
場所：港南区民協働スペース（さんぽーと港南）

年 配 の 方 に オ ス ス メ！

芝浦港南地区高齢者相談センター ℡：03-3450-5905

かいごカフェ
日時：11/12(金)

14:00 ～ 15:00
場所：港南区民協働スペース（さんぽーと港南）

台場地域出張相談会＆台場deオレンジカフェ
日時：9/28(火)・11/30(火)

10:00 ～ 11:00
場所：台場区民センター 1階　第1・2集会室

台場区民センター ℡：03-5500-2355

音楽のさんぽ道～ 0さいからのコンサート～
日時：12月 日付未定　時間未定（午後の予定）
場所：台場区民センター

日程は変更になることがあります。詳しくは、にじ
のはし幼稚園ホームページをご確認ください。

詳しくは芝浦幼稚園のホームページをご確認くださ
い。

乳 幼 児 か ら 楽 し め る イ ベ ント！

にじのはし幼稚園 ℡：03-5500-2577
にじっこキッズ（未就園児の会）

りんごちゃんくらぶ（未就園児の会）

日時：9/15(水)
9:30 ～ 11:00

場所：芝浦幼稚園

芝浦幼稚園 ℡：03-3452-0574

かもめっこデーの他に、毎週火曜日と木曜日に未就園
児親子対象の園庭開放を行っています。詳しくは、港
南幼稚園のホームページをご確認ください。

かもめっこデー（未就園児の会）

日時：9/15(水)・9/22(水)・10/6(水)・10/１３(水)・10/20(水)・
10/27(水)・11/10(水)・11/17(水)・11/24(水)・12/8(水)・
12/15(水)・12/22(水) 10:30 ～ 12:00　場所：港南幼稚園

港南幼稚園 ℡：03-3471-7347

日時：9/28（火）・10/19（火）・11/９（火）・
11/16（火）　  　10:30 ～ 11:50
場所：にじのはし幼稚園

4.5歳児のにじっこ運動会に遊びに
きてください。未就園児のかけっこ
のプログラムがあります。日程は変
更になることがあります。詳しくは、
にじのはし幼稚園ホームページをご
確認ください。

にじっこ運動会

日時：10/23（土）
　9:30 ～ 12:00
　（変更になることがあります）
場所：お台場学園校庭
　（雨天時：同アリーナ）

9月は、固定資産税・都市計画税
第2期分の納期です（23区内）

災害等により甚大な被害を受けた方に対する
都税の減免や納税の猶予の制度があります

９月30日(木)までに、6月にお送りした納付書でお納
めください。口座振替、スマートフォン決済アプリ、金融
機関・郵便局のペイジー対応のインターネットバンキン
グ、モバイルバンキング及びATMのほか、パソコン・
スマートフォン等からクレジットカードでも納付できま
す。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により納税
が困難な方については、申請により1年間納税を猶予
する制度があります。詳細はホームページまたは下記
問合せ先へ。
▶問合せ　港区にある物件について　港都税事務所
TEL：03-5549-3800(代表)

災害等により甚大な被害を受けた方に対して、一度課
税された税金のうち、納期限前のものを、被災の程度
等によって減免（軽減または免除）する制度があります
（納税を猶予する制度もあります）。対象は、固定資産
税・都市計画税（23区内）、不動産取得税、個人事業
税などです。原則として、納期限（不動産取得税を除く）
までに、納税者ご本人からの申請が必要です。被災の
事実を証明する書類を添えて、都税事務所へ申請して
ください。
▶問合せ　港都税事務所　
TEL：03-5549-3800(代表)

都税のお知らせ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日時や内容が変更になることが
　ありますので、必ず各施設の最新情報を確認してください。

子育てあんしんプロジェクト芝浦港南地区

　保健師・助産師・管理栄養士・臨床心理士が芝浦港南地区の各施設で育児相
談や計測を行っています。今年度からプレママ相談がスタートしました。
　保護者同士の交流の場「かるがもくらぶ」も実施しています。子育てに関する情
報交換・育児相談にぜひいらしてください。
※かるがもくらぶは予約制です。詳細は、下のQRコードをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
ため、実施内容、実施場所については、ホー
ムページを確認の上、ご利用ください。

開催場所と日時につい
ては、右のQRコードを
ご確認ください。

問合せ　芝浦港南地区総合支所　区民課　保健福祉係　TEL ： 03-６４００-００２２

お台場ふれあいフリーマーケット
日時：10/24(日)
　11:00 ～ 15:00
場所：台場コミュニティ－
　　　ぷらざ３階（屋外）

台場恒例、秋のフリーマーケット
を開催します！
(悪天候時の中止あり)

クリスマスにちなんだ曲等、家族そろってごゆっくり
ご鑑賞ください。

あなたが考える芝浦港南地区はなに色?

好きな色
に

塗ってみよ
う!!

芝浦工業大学の学生から提案が
あり、掲載しました。みなさんが思
う芝浦港南地区の色を右の白地
の地図部分に塗り絵してみて、新
たな芝浦港南地区の魅力を発見
してみてください。

おうち時間を
楽しもう
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