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人と人、町と町をつなぐ

表紙写真提供：港南在住　かるがもさん

ふれあい情報誌

芝浦港南地区情報誌

平成19年12月発行

第6号第6号

～芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場～ ■ 港区ベイエリア・イベントリポート
■ 水辺フェスタリポート
■ 公園紹介
■ べいあっぷ環境リポート
■ べいあっぷ読者ギャラリー、子育て相談
■ 港区ベイエリア・
　　　パワーアッププロジェクト活動報告
■ 総合支所だより
■ 港区ベイエリア・イベントカレンダー

港区芝浦港南地区総合支所
地区政策課　べいあっぷ編集部

〒108-8547
港区芝浦3-1-47
電話：6400-0011
FAX：5445-4590 
Eメール：
sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

この情報誌は、港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト／第2分
科会の皆さんと芝浦港南地区
総合支所が協働して企画・編
集・発行をしています。
この地区情報誌に関するご意
見・ご要望、お問い合わせは
下記までお寄せください。

※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、作品の返送及び
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
に管理をします。

港区ベイエリア・イベントカレンダー
1/9（水）
10:00～
1/9（水）
14:00～16:30
1/16（水）

1/16（水）
18:00～18:45　18:45～19:30
1/17（木）
12:00～12:50
1/19（土）
10:00～11:50
1/21（月）
14:00～15:00
1/25（金）
10:00～11:30
1/25（金）
10:00～15:00
1/25（金）
午後
1/26（土）
13:00～16:00
1/27（日）
10:00～12:00
1月中旬
（海苔の生長にあわせて）
2/1（金）
10:00～11:30
2/1（金）
10:00～
2/6（水）
10:30～11:30
2/8（金）
9:00～16:40
2/14（木）
12:00～12:50
2/14（木）
10:00～15:00
2/17（日）
10:00～
2/26（火）
10:00～12:00
2/28（木）
14:30～15:30（第1部）
15:30～16:30（第2部）
2/28（木）～3/4（火）（3/1･2除く）
9:00～14:00
2/28（木）～3/1（土）
8:45～17:00（3/1は9:00～16:00）
2/29（金）
10:00～15:00
2/29（金）～3/4（火）（3/1･2除く）
8:30～15:30
3/1（土）

3/3（月）
10:00～11:30
3/3（月）
10:00～
3/3（月）
午後
3/8（土）
10:00～15:00
3/13（木）

3/13（木）
10:00～

主催：台場保育園
場所：台場保育園ホール
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園幼児クラス
主催：芝浦アイランドこども園・児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ4Ｆ
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園園庭
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：葛西臨海公園
主催：台場保育園
場所：台場区民センター
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：カナルサイド高浜自治会
場所：カナルサイド高浜
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園遊戯室
主催：台場保育園
場所：台場保育園ホール
主催：みなと図書館
場所：にじのはし幼稚園
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園幼児クラス
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：海岸2・3丁目町会
場所：町内一帯
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：にじのおはなしやさん、台場児童館
場所：台場児童館

主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：葛西臨海公園
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園遊戯室
主催：台場保育園
場所：台場保育園ホール
主催：台場保育園
場所：台場保育園おひさまの部屋
主催：Kissポート財団、芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター前広場
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：未定
主催：台場保育園
場所：台場保育園ホール

もちつき

新春おたのしみ会

新年交流会（事前申し込み:芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ5443-7338）
観望会
（事前申し込み:台場児童館5500-2363）
ふれあい給食（事前申し込み:こうなん保育園
3450-5004、一食300円、60歳以上対象）
講演会「子どもの脳の発達を良くするには」、
「北欧の子育て」（デンマーク大使夫人）
にこにこ人形劇場

もちつき大会（事前申し込み:芝浦アイランド
こども園5443-7337）
乳幼児バスハイク（事前申し込み:芝浦アイラ
ンド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
森の音楽会

防災まち歩き＆マップづくり
（事前申し込み:台場児童館5500-2363）
カナルサイド高浜もちつき大会

和舟に乗り海苔の観察

豆まき（事前申し込み:芝浦アイランドこども
園5443-7337）
節分

おはなし会

平成18･19年度港区教育委員会研究奨励校　平成17・18・
19年度経済産業省委託エネルギー教育実践校研究発表
ふれあい給食（事前申し込み:こうなん保育園
3450-5004、一食300円、60歳以上対象）
おもちゃの病院
（事前申し込み:台場児童館5500-2363）
町内清掃クリーン作戦

地域懇談会
（事前申し込み:台場児童館5500-2363）
おはなし講座　-エプロンおじさんを招いて-
（事前申し込み:台場児童館5500-2363）

幼稚園公開

展覧会

乳幼児バスハイク（事前申し込み:芝浦アイラ
ンド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
学校公開

親子でそばうち（事前申し込み:台場児童館
5500-2363、参加費あり）
ひなまつり（事前申し込み:芝浦アイランドこ
ども園5443-7337）
ひなまつり

お茶会

フリーマーケット

高齢者バスハイク（事前申し込み:芝浦アイラ
ンド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
卒園祝い会

16　べいあっぷ

　いよいよ年の瀬になってまい
りました。年末が近づくにつれ「
今年もお世話になりましたね」
と互いをいたわるような優しい
雰囲気に町が包まれていくよう
に感じます。先日、子どもたちの
自転車のカゴに「べいあっぷ」が
入っているのを見かけました。
それぞれのカゴに１冊ずつ、一
人ひとりが持ち歩いている様子
を見てうれしく思いました。これ
からも町の皆さんに喜ばれるよ
うな楽しい情報誌を作るため、
メンバー一丸となってがんばっ
ていきます。人と人、町と町をつ
なぐふれあい情報誌「べいあっ
ぷ」を来年もどうぞよろしくお願
いします。　

大河内　俊雄

編集後記

鈴木 博一 宮尾 　賢

飯塚 正倫

大河内 俊雄 荻野 良介

石井 弘子 小野 久仁絵

小野 雅久
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