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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

　令和３年（2021年）は、日本に限らず世界的にも歴史に残る年に
なりました。世界的なコロナの流行、数多くの自然災害、我が国にお
いては東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、総理大臣
の交代や新組閣等々色々な事が起きた令和3年（2021年）も間な

く終わろうとしています。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会も無事
に終了し、我が国では新首相と新組閣も決まり、コロナも少しずつ減少に向かって
いる様に思われます。港区内においては、次々と大規模な再開発が進んで活気に
溢れています。これから冬に向かってインフルエンザの時期もやって来ます、皆様
も不要不急の外出をなるべく控え健康に留意し、新しい令和４年（2022年）が災
害の無い、コロナも収束する実り多い年になって欲しいと願うばかりです。

小林　紀雄

編集編集
後記後記

次回の締切は
１月１４日（金）必着です

発行番号 2021034-2435

こてこてさんの作品
「三番街の七月七時」

ニコちゃんさんの作品
「ザリガニ取りでファミリー団
結　芝浦中央公園にて」

台場にじ子さんの作品
「オリンピックに虹！！」
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ponco2さんの作品
「女神さまオヘソ隠してッ！」

小峯 翼さんの作品
「雨上がり台場空」

サリーさんの作品
「うちの家族」

盛　満利さんの作品
「芝浦アイランドの珊瑚刺
桐（サンゴシトウ）」

泥谷隆史さんの作品
「中秋名月2021」

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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港南公園D面多目的広場周辺と天王洲運河沿い遊歩道

ムスブ田町 （中庭スペース）

お台場の風景

レインボーブリッジ展望・遊歩道

私のおすすめスポットは、なんと言っても港南公園
D面多目的広場周辺と天王洲運河沿い遊歩道です。
ここは高浜運河と天王洲運河が交わるため、とても
開放的な場所です。多目的広場を囲むように作られ
た遊歩道は人気ですが、丸いオブジェの方から品川
区と繋がるふれあい橋を渡らずに進むと東京海洋大
学横へと続きます。ここは人通りも少なく、運動器
具が設置され、春にはたくさんのお花が咲く穴場ス
ポットです！  最近は、この周辺に足元を照らすラ
イトが設置され、夜でも安心してお散歩ができるよ
うになりました。（編集委員Ｋ・Ｉ）

私のおすすめスポットは、田町駅前のオフ
ィスビル“ムスブ田町”の2階にある中庭
スペースです。平日には会社員の憩いの場
として、週末にはマルシェなど地域の交流
の場として、いつ何時も綺麗な景観が保た
れ、心地よい風が吹き抜けるそんなスポッ
トです。（編集委員Ｍ・Ｓ）

私のおすすめスポットは、お台場の風景で
す。東京2020オリンピック・パラリンピ
ック競技大会開催による水域閉鎖が解か
れ、水上バスの運航が始まりました。レイ
ンボーブリッジをくぐり、海上から東京タ
ワーなど、湾岸の景色を360度楽しむこと
ができます。（編集委員J・S）

私のおすすめスポットは、レインボーブリッジ展望・
遊歩道です。いつも、芝浦からサウスルートで芝浦
港南の景色に見送られながら、お台場に向かいます。
お台場でランチ&ショッピング。帰りはノースルー
トでスカイツリー、東京タワーが眺められますし、
お台場・芝浦を越境しているような気分になります。
展望所では、竣工時の写真があり、湾岸の成長が確
認できます。軽い運動にもなり、プチ旅行気分も味
わえます。自転車を押しての歩行も可能ですから、
自転車好きの方もいかがでしょうか。（編集委員N・I）

編集委員が選ぶ 私のおすすめ の芝 浦 港 南 地 区

※通行可能時間は9:00〜21:00（4月から10月）、10:00〜18:00（11月から3月）

P H O T O  G A L L E R Y

芝浦港南地区には様々なスポットがあります。
魅力的な場所も多く、時間によっても風景は変わっていきます。
皆さんもお気に入りの場所があるのではないでしょうか？
今回は、今年新たに加わった編集委員がおすすめのスポットを写真と一緒にご紹介します！
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P I C K  U P

地 域 に 根 ざ し た ホ ッ と エ リ ア  ［ 商 店 街 ］

芝浦二丁目商店会は、田町駅東口から徒歩６分程度、
芝浦運河・新芝北運河などの運河に四方を囲まれた地域にあります。

10年程前に発足した比較的新しい商店会で、主には飲食店など、約20の店舗が加盟しています。
会長の中村妃美子さんは、２年程前に初代会長から引き継いだ二代目の会長で、御年86歳になられた今でも、

元気に当地域を歩き回っておられ、今回の取材にあたっては、２店舗をご紹介いただきました。

［連載・第2回］ 芝 浦 二丁目商 店 会

芝浦二丁目商店会
港区芝浦2丁目
http://www.shibaura2.org

盆踊り大会（写真は過去のものです）

餅つき大会（写真は過去のものです）

中村妃美子会長

町の隠れたシンボル、御衣黄桜

～芝 浦 二丁目商 店 会 会 長 から～
　はじめまして、芝浦二丁目商店会会長の中村です。
　私がこの地に嫁いだのは60年程前で、その頃はこの辺は何も無い
ところでしたが、今では、飲食店など様々な店舗が軒を連ね、高層
マンションが建ち並ぶ、明るくお洒落な街へと変貌しました。
　街の中心を貫く旧海岸通りは、春には満開の桜並木を見ることが
でき、中には御衣黄桜（ぎょいこうざくら）と言って、緑色の花を
つける珍しい桜もあります。
　当商店会では芝浦二丁目町会と一緒に6月の神輿、7月の盆踊り、
12月の餅つきのイベントを開催しております。去年、今年と新型コ
ロナウイルスの影響で開催が難しくなりましたが、今後再開できる
ことを切に願っています。皆様も、見所満載の芝浦二丁目へぜひ足
を運んでください。

芝 浦グリル
港区芝浦2-15-6　☎03-6459-4253

https://s-grill.com

①お洒落で広々とした店内　            ③芝浦グリル外観
②瓶のコカ・コーラもあります

　日本におけるコカ・コーラ発祥の地に、芝浦グリルはあります。
120名は余裕で入る広々とした店内は、お洒落で清潔で家族で
も友人とでもカップルでも気軽に立ち寄れます。多種多様なメ
ニューの中から、おすすめは、ナポリタン＆海苔弁セット。味・
ボリュームともに抜群で、ドリンクバー付きでなんと900円♪　
ドリンクバーでは、今では珍しい瓶のコカ・
コーラを飲むこともできます。アルコールで
は、「HAPPY HIGHBALL HOUR」がおすすめ。
ジャックダニエルのシングル、ダブル、トリ
プルのどれでも同一料金(100円)でオーダー
できるまさに“幸せ時間”です♪　※メニュ
ーは取材時（10月）時点の内容になります。

ちろん、朝も食べたい、美味しいパンがいた
だきたい、ペットとも訪れたいetcといった
声にも応えてきました。でも、まずは気軽に
メニューの中から注文してみてはいかがでし
ょうか。フレンチの素晴らしい世界が広がっ
ていくことでしょう！

ブーランジェリー ア・ラ・ドゥマンド
港区芝浦2-16-11 オアーゼ芝浦1F　☎03-6435-1098（ビストロ・ア・ラ・
ドゥマンドは☎03-6435-1017）http://bistrotalademande.com/

①オープンキッチンのあるお洒落な店内　②ビストロとブーランジェ
リー（パン屋さん）が併設されています　③テラス席。ここでの朝食
は最高！　④情熱あふれるイケメン店長。次はパティスリー？お客様
の要望を追い続けます

　お客様に幸せな時間を過ごしていただきたい、その情熱が、
芝浦のまちをこよなく愛する店長からあふれ出ていました。店
名の『ア・ラ・ドゥマンド』、日本語に訳すと『仰せのままに』。
その名のとおり、お客さまの要望を自身の創意工夫で応える、
それがお店の思い。『こういう料理が食べたい』という要望はも

加盟店紹介  

① ② ③ ④

① ② ③
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芝 浦 港 南 地 区 の 公 園 シ リ ー ズ
［第2回］プラタナス公 園

公 園のおすすめイベント

遊具や遊び場、施設など、個性あふれる

「芝浦港南地区の公園シリーズ」第2回目は、プラタナス公園です。
決して大きな公園ではありませんが、公園の中心に、大きなプラタナスの木々がそびえ立ち、

晴れた日には気持ちの良い風を運んでくれます。
近くに住んでいる人たちが、憩いのひとときを過ごす、なくてはならない公園なのです。

［概要］

プラタナス公園は「芝浦アイランド地区再生プロジェクト」の

街の中心的位置付けとなる公園として平成19年(2007年)4月

に造られた、面積2,500m2の公園です。芝生広場には公園名

にもなっている大きなプラタナスの木がシンボルとして存在し

ているほか、サルスベリやサクラもあります。複合遊具や砂場、

水飲み場も備えてあるので、子ども連れの親子の姿も目立ち

ます。

区が進める全国連携の一環として、区民の利便性の向上や
地域の賑わいを創出するとともに、「食材」を通して、全国各
地域と区民の皆さんをつなぐことを目的に、「全国連携マルシ
ェ in 芝浦」をプラタナス公園で開催して
います。

港区の連携自治体の生鮮野菜や特産商
品等の販売、民間事業者（生産者、キッ
チンカー等）の生鮮野菜や加工品、調理
品等の販売もありますので、ぜひご来場
ください！

　芝浦アイランドにあるプラタナス公園は、決し
て広い公園ではありません。しかし、近隣の人た
ちにとっては、なくてはならない憩いの場です。
　大部分が芝生のエリアで、奥にはシンボルツリ
ーのプラタナスが立っています。芝浦アイランド
が作られたときからこの地にあるといわれている、
歴史ある大樹です。現在は柵で保護されていてあ
まり近くに行くことはできませんが、公園全体を
見守ってくれているかのような、静かで優しい印
象の木です。芝生エリアでは子どもたちの走り回
る姿が見られます。
　小さな子どもたちのためには、砂場と滑り台の
遊具が設置されたエリアがあります。ここも決し
て広くはありませんが、それがかえって子ども同
士・親同士の交流を生んでいるようなシーンも見

られます。
　芝生の周りにはベンチがたくさん設置されてい
ます。それに加えて、大きなテーブル付きのベン
チも！親子連れだけではなく、お散歩中や買い物
帰りの人、近隣でお仕事をしている人の休憩場所
にもなっています。自動販売機やトイレが設置さ
れているのも便利です。小さいながら芝浦アイラ
ンドの暮らしに密着した、みんなのための公園で
す。

プラタナスの木。後ろに写っている４階建ての「芝浦アイラン
ド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）」に匹敵する高さです

木陰のテーブルでお弁当を食べればピクニック気分になれます

小さい子どもが遊べるスペー
ス。ほとんどいつも人がいます

過去の「全国連携マルシェ in 芝浦」の様子

シンボルツリーの由来。大正から令和まで4つ
の時代を生きる、まさに歴史の生き証人です

汐彩橋

ピーコック
ストア

芝浦アイランド
児童高齢者
交流プラザ
（あいぷら）

首
都
高
速
1
号
線

プラタナス
公園



高 校 生 女 子 グ ル ー プ に よ る

　店主にお話をお聞きしました。お店
を作ったきっかけは、一人ではたくさ
んの種類のケーキは作れないと考え、
シュークリームに特化させたそうで
す。実際、シュークリームは、どれも
デザインが工夫されていて、見ていて
飽きることがありません！　味は、殿
堂入りの基本メニューにプラスして、
季節に合わせて旬のフルーツが使われ
ています。

　そんなこだわり尽くしのシュークリ
ームの中で、おすすめを聞くと「全部
おすすめ」と答えてくださいました。
それぞれ個性があり、全て手間をかけ
ている。だから可愛い息子のように感
じるそうです。「僕にしかできないこと
をちょっと入れる。喜んでもらえると
嬉しい。どんどん苦労しよう」。お話
も味のあるものでした。私たちも早速
食べさせていただきました（つつみ）。

いちご（左上）、柿（右上）、
アールグレイ（左下）、カ
スタード（右下）

写真左から、つつみ、らん、店主、ゆうづき

顧問の遠藤先生

お店の入口

ショーウィンドウとクッキー

「田町駅前の高校からJKスイーツ隊がお邪魔
いたします。港区のみなさまと町の活性化に
貢献したいと思います（SDGs目標11）」

おさ んぽ  

私たちがオススメします「地元の名店」
私たちは、

東京工業大学附属科学技術高等学校の
2年生女子

グループです。スイーツ好きな遠藤先生を顧問に

芝浦港南地
区をお散歩して地元の名店を紹介します。

港区芝浦2-1-11 グランドメゾン田町１F　
☎03-3454-1616

営業時間：11:00〜19:00　
定休日：不定休

芝浦レモンツリー

スイーツめぐりスイーツめぐり

いちごシュークリーム…いちごの果
肉が入っている濃厚なクリームが口
の中で溶けて、厚みのある皮と上手
くマッチしていて美味しかったです。

（ゆうづき）
アールグレイシュークリーム…かた
めのさっくりした生地の中にアール
グレイの香りが閉じ込められてい
て、一口食べた瞬間アールグレイが
口の中に広がります。まるで実際に
飲んでいるかのようなコクのなめら
かなクリームがたっぷり入ってい
て、唯一無二のデコレーションもエ
レガントで素敵です（らん）。

　現代風の素敵な建物が目を惹きま
す。平成29年（2017年）11月に中華
レストラン「倶楽湾」のパティシエの
方が生んだケーキ屋さんです。店内に
はカラフルなケーキや焼き菓子、季節
に合った美味しそうな商品が並べてあ
ります。モダンで“映え”なガラス窓
の向こうの内装はカラフルでケーキた
ちの美味しい匂いが伝わってきます。
　店主は「妥協しない」ことを大切に、
自分の経験と他の人から見聞きしたこ
とを組み合わせ、たくさんの素敵な商
品を生み出してきました。毎日が苦悩
の繰り返しだそうですが、その分どの
商品もおすすめだそうで、初めて見る
ようなおしゃれでかわいいデザインで
選ぶのに時間がかかってしまいまし
た。その中から取材メンバーが厳選し
たケーキをご紹介します（らん）。

東京工業大学附属
科学技術高等学校

芝浦
レモンツリー

旧
海
岸
通
り
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田 町

駅

ムスブ田町

芝浦公園

ブーランジェリー 
ア・ラ・ドゥマンド

芝浦グリル

愛育
　病院

パティスリー
ポールサンセール

写真左から、店主、ゆうづき、らん、つつみ、かずな

すてきなお店の看板。
斬新な作りです

ショーケースに並ぶケーキ

左奥からエムロード、
シャンティ・ショコラ、
タルト・タタン、シャ
ンティ・セゾン・レザ
ン、サブレアマンドは
クッキーです

（みほかしまじんじゃ）

M A P

港区芝浦3-13-9　☎03-6809-6581
営業時間：10:00〜18:00

定休日：毎週火曜日

パティスリー
ポールサンセール

御穂神社と鹿嶋神社が合併し、町の鎮守様となりました。
『江戸名所図会』にも両神社が記載されており、土台の石
垣の前は海だったそうです。入口には「芝浜噺子の碑」
があり、笑点の題字で有名な橘右近の寄席文字が彫られ
ています。江戸を感じる神社。ぜひお立ち寄りを！

エムロード…グリオットチェリ
ーの甘酸っぱさとピスタチオ
の優しい甘さがちょうどよく、
美味しかったです（つつみ）。
シャンティ・セゾン・レザン
…クリームの優しい甘さとブ
ドウの爽やかさが合って幸せ
な気分に包まれます（かずな）。
タルト・タタン…ほろ苦くジ
ューシーなりんごの果肉と土
台のサクサクな紅茶サブレの

甘さが絶妙なマッチングで、
パリパリなホワイトチョコと
なめらかなクリームがマイル
ドさを生み出し、リピートし
たくなるようなケーキでした

（らん）。
サブレアマンド…サクサクホ
ロホロとした食感でナッツの
優しい風味を味わうことがで
きた美味しいサブレでした（ゆ
うづき）。

御穂鹿嶋神社

一緒に立ち寄りたい ぶらりスポット

今回伺ったのはこちら
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　お台場レインボーバスは、台場地域と田町駅東口または芝浦三丁目（田町駅入口）、
品川駅港南口を結ぶシャトルバスです。
　平成24年度に運行を開始したこのバスは、現在、港区との運行協定に基づき、
株式会社kmモビリティサービスが運行をしています。

品川・田町駅と台場地域を結ぶ

お台場レインボーバス

　今年で運行開始から10年を迎えるお
台場レインボーバスは、地域の皆さん
はもちろん、観光客の方にも多く利用
され、令和元年度の利用者は、80万人
を突破しました。
　そこで、多くの方々に愛されている、
お台場レインボーバスの運行事業者で
ある株式会社kmモビリティサービスの
秋さんと新井さんにお話を伺いました。

「お台場レインボーバスの一番の魅力
は、安く・早く、品川駅、田町駅と台
場地域を行き来できることです。また、
レインボーブリッジを通過する際の窓
から見えるベイエリアの景色が特にお
すすめです」と秋さん。

「全車両ノンステップ型の大型バスなの
で、ベビーカーで小さなお子様を連れ
ている方のお買い物にもお台場レイン
ボーバスはおすすめです」と新井さん。
　また、バス車内における感染症の拡
大防止対策について新井さんにお話い
ただきました。

「コロナ禍における感染拡大防止対策と
して、車内の換気・消毒及び運転士の
マスク着用を徹底して行っています。

安心してご利用いただきたいです」。
　運賃の支払い方法について、秋さん
にお話いただきました。

「これまで、現金、回数券、電子マネー
iDのみ利用が可能でしたが、新たにJR
東日本のアプリであるRingo Passを使
用したキャッシュレス乗車が可能にな
りました。このアプリでは、複数人の
運賃を1回のタッチで支払うことが可能
なので、ご家族での利用の際にも便利
です」
　芝浦港南地区内を結ぶ、お台場レイ
ンボーバス。観光スポットが多くある
お台場周遊などで、皆様ぜひご利用さ
れてはいかがでしょうか。

地域の皆さんに愛されるお台場レインボーバス

お台場レインボーバスを
使って周辺観光を楽しん
でほしいと話す秋さん

（左）と新井さん（右）

平日、土休日ともに約10分〜15分の間隔で運行
しており、品川駅から最短16分で台場地域へアク
セスができるため、利便性も抜群です。

料金
大人：220円
小人（小学生）：110円
未就学児：無料（3人目まで）（株）kmモビリティ

サービスホームページ
Ringo Pass

ホームページ

※路線図、時刻表などは、㈱kmモビリティサービスのホームページをご確認ください。
8 9

地
域
の
ス
ポ
ッ
ト

連載◆第18回

べ
い
あ
っ
ぷ
編
集
委
員
が
お
す
す
め
す
る

　芝浦と南極、関連があるようには思えませんが、今回はここ芝浦にある
「南極探検記念碑」を紹介します。
　芝浦地区は埋め立て地であることはご存知の方も多いと思いますが、
それを実感するスポットです。「南極探検記念碑」は、海岸通り沿いの港
区立埠頭公園の中にあり、立派な記念碑のほか、白瀬中尉が南極へ向
かった「開南丸」を模した遊具や、南極大陸をイメージした滝と池とペン
ギンのモニュメント、第三代南極観測船「しらせ」のスクリューなど、興味
深いモニュメントがたくさんある場所です。
　100年以上前の明治43年（1910年）頃、竹芝桟橋から木造船で南
極へ旅立ち、１年以上かけて南極大陸に到達したと聞くとワクワクすると
ともに、困難な航海であったであろうことを想像し、畏敬の念を抱かずに
はいられません。
　記念碑は、埋め立て後にできた港区立埠頭公園内に置かれました。
　南極つながりでもう一つ。お隣りの品川区にある船の科学館内には初
代南極観測船「宗谷」の実物が展示されています。船内は当時の状況が
分かる状態で公開されていて、こちらも見どころ満載です。
　「南極探検記念碑」と実物の「宗谷」、この2つのポイントをゆっくりお
散歩した後は、南極探査を題材にした映画鑑賞をして、南極に思いを馳
せ、この寒さを乗り切ってみてはいかがでしょうか？ 
　Shibaura and Antarctica may not seem related, but here 
is an introduction to the Antarctic Expedition Monument in 
Shibaura.
　As many of you may know, the Shibaura area is reclaimed 
land and this spot is one where you can really feel it. In 
addition to the magnificent monument, there are many 
other interesting things such as the playground equipment 
that resembles the Kainan Maru, the ship that Lieutenant 
Shirase took to the Antarctic, a monument with a waterfall, 
a pond and penguins that resembles the Antarctic, and a 
drill from the third Antarctic research vessel, the Shirase.

　It is exciting to hear that more than 100 years ago, in the forty-third year of 
the Meiji Period (1910), a wooden ship left Takeshiba Pier for Antarctica and 
took more than a year to reach the continent. Just imagine how difficult the 
voyage and how awesome it must have been.
　The monument was placed in the Minato City Futo Park, which was built 
through land reclamation.
　There is one more connection to Antarctica. In the Fune-no-Kagakukan 
(Science Museum of Boats) in the neighboring Shinagawa City, the actual Soya, 
the first Antarctic research vessel, is on display. The interior of the ship is open 
to the public in a condition that shows what it was like 
at that time.
　After taking a leisurely stroll around the Antarctic 
Expedition Monument and the actual Soya, how about 
appreciating a movie about the Antarctic expedition and 
thinking about Antarctica to get over the cold weather?

南極探検記念碑
芝浦地区SPOT

28

２頭のペンギンに見守られた「南極探検記念
碑」には、白瀬中尉をはじめとした乗組員全員
の名前と当時の年齢が刻まれています
The Antarctic Expedition Monument is 
guarded by two penguins and inscribed 
with the names of all the crew 
members, including Lieutenant Shirase, 
and their ages at the time.

木造の開南丸を彷彿とさせる色と形状が再現
されたマストを持つ船の遊具は、水ではなく砂
場の中にあります
The playground has a masted ship in a 
sandbox which recreates the color and 
shape of the wooden Kainan Maru.

撮影時は水がありませんでしたが、南極大陸
をイメージした滝や池が南極の雰囲気を醸し
出します
Although there was no water when 
this photo was taken, the waterfalls 
and ponds, made to resemble 
Antarctica, create a sub-continental 
atmosphere.
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南極探検記念碑
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イベントカレンダー港・区・ベ・イ・エ・リ・ア 12月～3月令和3・4年総合支所だより芝浦港南地区

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＆港南deオレンジカフェ
日時：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）

かいごカフェ
日時：1/14(金)・3/11(金)

14:00 ～ 15:00
場所：港南区民協働スペース（さんぽーと港南）

日時：1/25(火)・3/22(火)
10:00 ～ 11:00

場所：台場区民センター 1階　第1・2集会室

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。

日程等は変更になることがあります。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！

港南幼稚園 ℡：03-3471-7347
かもめっこデー（未就園児の会）

りんごちゃんくらぶ（未就園児の会）

日時：1/19(水)・2/9(水)
9:30 ～ 11:00

場所：芝浦幼稚園

芝浦幼稚園 ℡：03-3452-0574

スピード感・迫力ある攻防、多彩なバリエーションの
シュートも魅力なハンドボールを体感してください！

第46回日本ハンドボールリーグ

日時：2/23(水・祝)　15:00
　　  ジークスター東京 vs トヨタ紡織九州
場所：港区スポーツセンター

一般社団法人日本ハンドボールリーグ（JHL） ℡：03-6709-8940

日時：12/15（水）・12/22（水）・1/12(水)・1/19(水)・1/26(水)
・2/9(水)・3/2(水)　10:30 ～ 12:00
場所：港南幼稚園

※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。

１２月は、固定資産税・都市計画税
第３期分の納期です（２３区内）

認定長期優良住宅（一定の要件を満たすもの）を新築した場合、
固定資産税が減額されます～１月３１日までに申告してください～

12月27日(月)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)

不動産取得税における
認定長期優良住宅の特例について

令和4年（2022年）3月31日（木）までに一定の要件を満たす認定長
期優良住宅を新築した場合、または新築未使用の認定長期優良住宅を
購入した場合の不動産取得税については、住宅の価格(評価額)から
1,300万円(価格が1,300万円未満である場合はその額)が控除され
ます。認定長期優良住宅の特例適用を受けるには申告が必要です。詳
細は、主税局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)

・期間:新たに固定資産税が課税される年度から5年
度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物については7
年度分)
・軽減税額:固定資産税額(居住部分で1戸あたり床
面積120㎡相当分までを限度)の2分の1を減額
住宅が新築された年の翌年(1月1日新築の場合はそ
の年)の1月31日までに、減額の申告が必要です。
詳細は、主税局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)

都税のお知らせ

日程は変更になることがあります。にじっこキッズの他に、平日に絵本貸出を
行っています。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。

にじのはし幼稚園 ℡：03-5500-2577
にじっこキッズ（未就園児の会）
日時：1/25（火）・2/1（火）・2/22（火）
10:30 ～ 11:50
場所：にじのはし幼稚園

台場地域出張相談会＆台場deオレンジカフェ

日時：2/11(金・祝)
14:00 ～ 15:00

場所：港南区民協働スペース（さんぽーと港南）

港南deオレンジカフェ

令和4年度　港区区民交通傷害保険の申込受付が始まります
港区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保険制度です。
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損害賠償
責任を負った場合に補償する「自転車賠償責任プラン」もあわせて募集
します。
なお、募集の詳細につきましては、広報みなと令和4年(2022年)2月1
日号にてお知らせいたします。
■加入申込期間
令和4年(2022年)2月1日(火)から3月31日(木)まで
※上記の期間以降の加入はできませんので、ご注意ください。
■加入対象者
令和4年(2022年)4月1日時点で、港区に住所のある方および在勤・
在学者
■保険期間
令和4年(2022年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで1
年間
■申込方法
◆個人加入
「金融機関用加入申込書」は、区内の金融機関(銀行・ゆうちょ銀行・信
用金庫・信用組合)、または郵便局各窓口でご請求ください。
※個人加入(在住・在勤・在学問わず)は金融機関のみでの受付となり
ます。
◆団体加入(町会・自治会等)
「団体加入申込書」は、町会・自治会等の担当役員にご請求ください。
※団体加入を実施していない町会・自治会の場合は、個人加入をしてく
ださい。
※団体加入はこれまでどおり各支所協働推進課で受け付けます。

■問合せ先
〔港区〕
芝浦港南地区総合支所　協働推進課協働推進係
TEL：03-6400-0031
〔引受保険会社〕
損害保険ジャパン株式会社　東京公務開発部営業開発課
TEL：03-3349-9666
〒160-8338　新宿区西新宿1-26-1　平日9:00 ～ 17:00
承認番号：SJ21-08178　承認日：令和3年(2021年)10月11日

▶目撃情報の送付、問合せ先　
minato05＠city.minato.tokyo.jp　
（タイトルに「カワセミ」と入力してください）
＊詳しくはホームページをご覧ください。　
港区環境リサイクル支援部　
環境課　緑化推進担当
TEL：０３ー３５７８ー２３３０ 港区環境課　ホームページ

自転車安全利用五則
ホームページ

自転車のルールを守りましょう
最近、危険な自転車の乗り方をする人が増えています。傘をさしながら、ス
マートフォンを使いながらの運転は思わぬ事故を招く恐れがあります。ルー
ルを守って、楽しく自転車で移動しましょう。

港区内でのカワセミの目撃情報を募集しています
港区環境課では、港区がめざす自然環境のシンボルとなる生きもの「カ
ワセミ」が生息しやすい自然環境と生物多様性の保全・再生に取り組
んでいます。
港区でカワセミを見つけたら、目撃した日時、場所、その時の様子、もし
あれば写真などを港区環境課までメールでお送りください。港区ホーム
ページで公開させていただくことがあります。

▶問合せ先　港区街づくり支援部　
地域交通課　交通対策係　TEL：03ｰ3578ｰ2263

ｰ
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