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「地域のまちづくり」を考えるワークショップを開催します！

芝消防団が東京都消防操法大会で準優勝

問合せ  協働推進課 地区政策担当  電話：6400ー0013

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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輝く レインボーブリッジ
齋藤 正彦さんの作品

埠頭の煌き

東京工業大学田町キャン
パス（イノベーションマネ
ジメント研究科、社会人教
育院：東京工業大学 提供）
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月　日 開 催 場 所 時　間 内　容
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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

E-Mail:info@minato.call-center.jp

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部
〒108－8547 港区芝浦3-1-47
電話:6400-0031
FAX:3452-4902
Eメール:
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

編集後記編集後記
　今年の秋、ヨーロッパ各地を
旅する機会があった。特にオラ
ンダのアムステルダムは印象に
残った。良く保存された旧い町
並みやレンブラント、ゴッホな
どの名画に感銘を受けたが、そ
れにも増して、どこへ行っても
車道と歩道の中間に「自転車専
用道路」が設けられているのに
感心させられた。この町では自
転車が都市の交通手段として
きちんと認められているのだ。
　翻って、日本の現状はどうか。
東日本大震災以後、買い物や通
勤に自転車を使う人が急に増え
て、それに伴い事故も増加の一
途を辿っている。環境に優しい交
通手段として自転車は今後益々
普及するであろう。そろそろ、
我々も自動車、自転車、歩行者が
安全に共存できるよう、抜本策を
講ずる時期に来ているようだ。
　　　　　　　　　　  宮尾 賢

　　　　　　　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）。

2／13

2／13

2／27  

2／27

3／26

1／5  

1／19

1／30

2／9

2／23 

3／8

3／15  

1／16

1／26

2／6 

2／16

3／5

3／12 

3／22

1／12  

1／23

2／2  

2／20

3／1

3／19

（月）

（月）

（月）

（月）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（木）

（木）

（木）

（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（月）

（木）

（月）

※芝浦アイランドこども園（5443-7337）の「こども園で遊ぼう」の活動については、事前の申し込みが必要です。
※芝浦アイランドこども園の②ふれあいの時・計測には、相談も含まれます。
※天候、支所・施設側の都合により、日程・時間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。
※くつろぎタイム：気軽に子育ての相談ができる場所です。
※かるがもくらぶ（予約制）：保健所のうさちゃんくらぶに参加できなかった方の集いです。対象が限定されます、詳細はご連絡ください。
※ぷちとまとの会（予約制）：おおむね2000ｇ以下でお生まれになったお子さんの保護者を対象にしています。

問合せ  区民課保健福祉係  電話：６４００－００２２

　芝浦港南地区総合支所では、区民参画組織「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」に分科会を設置し芝
浦港南地区総合支所が独自に実施する地域事業などについて区民の方 と々協働し企画・検討を行っています。
　地域事業により多くの区民の皆さんのご意見を反映させ、新たな住民の参画を働きかけていくため、ワー
クショップへの参加者募集を無作為抽出により行います。

　平成２３年１０月８日に東京消防庁消防学校において第４１回東京都消
防操法大会が行われ、芝消防団が可搬ポンプ操法の部で見事準優勝し、
先日団長が区長に報告しました。
　操法は、指揮者以下５名で消防用可搬ポンプを使用してホース１線を延長し、そのスピード、正確性、規律を
審査するもので芝消防団は参加チーム中、唯一の女性消防団員が1名参加して注目を集めていました。

●日　時：平成24年2月18日（土）10：00～15：30（予定）
●対　象：芝浦港南地区在住の18歳以上の区民から無作為で抽出し、該当者に

は、1月中旬を目途に参加のご案内を送付し、参加のご承諾をいただいた
30名（予定）に決定します。（定員を超えた場合には抽せんを行います。）

　ワークショップによりいただいたご意見等につきましては、芝浦港南地区の施策や事業の改善に生かしていきます。

指揮者　副分団長　西村  悟史
１番員　団　　員　森宗  靖夫

２番員　団　　員　加藤  正樹
３番員　団　　員　上野 紗也香

４番員　部　　長　西村  竜也
補　欠　副分団長　鶴岡  聖治
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第2回ワールドシティタワーズ秋祭り
●9月25日特集特集

地域対抗ボートレース大会
第5回芝浦港南地区 港
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～たわわに実った芝浦のお米を収穫！～
　よく晴れた秋の昼下がり、港区スポーツ
センターの水田で稲刈りが行われました。
今年はアイガモ農法が採用され、ミミ、ナ
ナ、トト（揃ってミナト！）の３羽が大活躍。稲
穂は重そうに首を垂れています。５月の田
植えに引き続き、指導してくれたのは新潟
県JA北魚沼の皆さん。慣
れないカマの扱いに心配そ
うに見守る大人をよそに、子
ども達は楽しそうに稲刈りを
楽しんでいました。

水田交流プロジェクト
●10月16日 

～運河の中には夢がいっぱい!～
　今年で５年目を迎える芝浦運河まつり。恒例となった
運河クルーズでは、慶應義塾大学の落語研究会の
方々の軽妙な案内で芝浦の運河を
めぐりました。また、白熱の町会対
抗ボートレース大会では、熱い戦い
が繰り広げられ、今年は芝浦3・4丁
目町会が優勝に輝きました。
　会場となったなぎさ通りには、たく
さんの人がつめかけ、それぞれが
さまざまな模擬店でお腹を満たし、
舞台で行われるパフォーマンスを楽

しんでいました。また、今年は、東日本復興チャリティ活
動も盛んに行われるなど例年以上の盛り上がりを見せ
ていました。

芝浦運河まつり 2011
●10月2日

～今年は緑水公園がお祭りの舞台に！～
　ワールドシティタワーズ自治会の秋祭
りは、爽やかな潮風が心地良い港南緑
水公園での初のお祭りとなりました。昨
年人気だった「よさこい」やチアリーディ
ングと参加も増え、広い
木製デッキが格好の舞
台となりました。みんなが
ノビノビと踊りを披露、京
浜運河で消防艇の放水
もあり、演舞と共に大きな
拍手を浴びていました。

芝浦ハワイアン

大人と同じ衣装で踊る女の子も 運河の放水

演舞のために用意されたようなウッドデッキ

広―い緑水公園

芝浦チアリーディングクラブエンジェルス 東工大附属科学技術高校吹奏楽部港南小学校鼓笛隊

ゴール！ よさこいチーム凪0711

ブイに向かって接戦！

横断幕で応援！ 応援にも熱が入ります！

スタッフの皆さん、早朝からお疲れさまでした。

水辺フェスタ

べいあっぷウォーキング

 ９月２３日、都立お台場海浜公園で、第５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。
 台場の白い砂浜で、過去最大の２０レースが行われました。レー
スの結果、芝浦・海岸地域と港南地域が１５１点の同点優勝となり
ました。出場された皆さん、応援の皆さん、アトラクションの皆さん、
模擬店等に御協力いただいた皆さん、実行委員の皆さん、本当に
ありがとうございました。

～港南の魅力再発見！！～
　11月5日、東京海洋大学品川キャ
ンパスをスタート地点とした「べい
あっぷウォーキング」（地域の魅力
アッププロジェクト主催）が開催されま
した。参加者は64人とやや少なかっ
たですが、約2時間かけて地域を歩
き、港南の魅力を再発見するウォー
キングになりました。終了後、東京海
洋大学の「海鷹祭」も楽しみました。

問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話：6400ー0013



台場児童館まつり
●10月22日

2011芝浦アイランド「島祭り」
●10月30日

港南子ども中高生プラザまつり
●11月12日

江戸前みなと塾
●11月12日 

ほのぼの作品展
●10月19・20日 

港区総合防災訓練を実施しました！
●10月16日、11月6・19日

東北の復興を願って、
タオルの「がんばる象」

仲間の力作に感心したり、触発されたり

港
区
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イ
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芝浦会場 台場会場港南会場

　芝浦港南地区では、芝浦、港南、台場の３会場で、
首都圏直下型の大地震発生を想定した総合防災訓
練を実施しました。
　今年度は、東日本大震災を教訓に、従来の初期消火
などの訓練に加え、津波に関する広報DVDの上映や、
災害用伝言ダイヤルの使用方法を体験できる訓練な

ど、より実践的な訓練を実施しました。
　また、港南および台場会場では、昨年に引き続き中学
生による操作説明や操法訓練が行われ、地域防災の重
要な担い手となっています。
　今後も、区では「防災住民組織」、「防災機関」、「学
校」が一体となった実効性のある訓練を実施します。

～広がる輪 3年目を迎えますますにぎやかに～
　当日は、曇り時々雨という生憎の天候でしたが、自治会
による主催イベントとして今年で3回目を数え、大勢の住
民の皆さんが楽しんで、にぎやかなお祭りとなりました。
　出展企画としては、住民主体のブースが多くなりまし

た。従来の飲食模擬店や子ども遊びコーナーに加えて、
東日本大地震による防災意識の高まりから、住民への防
災啓発活動が芝消防署と合同で行われていました。ま
た、アイランドカップというゴルフコンペを通じてできた趣味
のコミュニティの方々によるゲームが行われていました。

～こうなんのチカラ～
　前日の雨が嘘のようにカラリと晴れた第６回プラリバ
まつり、港南和楽公園では、地元の協力もあり多くの模
擬店や福島矢祭町の物産販売にも行列ができていま
した。プラリバ初のバンド演奏や可愛いコーラスや太鼓
演奏等の演目、５時からは花火大会もあり、晩秋の夜空
に歓声があがっていました。

　子どもが増えて喜ばしい港南、テーマとされた『こう
なんのチカラ』は、子どものチカラでしょう。プラザや学
校を筆頭に、地域も含めみんなで子育てに協力したいも
のです。

～みんなで笑顔になろう！～
　10月22日、子どもたちが、企画・運営する児童館まつ
りが開催されました。今年は名称をNICO×２（にこに
こ）まつりとし、みんなで元気に楽しく盛り上がりました。
定番の模擬店に加え、スポーツチャンバラ屋やスピード
ガン計測などユニーク
な出展があり、芝浦・
港南地域からもたくさ
んの人が訪れ、1,000
名近い来場者が、にこ
にこ顔でおまつりを楽
しみました。Ｂ級グルメ

で有名な浪江やきそばも大好評。おまつりでは、東日本
復興義援金も集められ、全額が被災地復興のため義
援金となりました。

～身近な海でとれるアナゴの生態を学ぶ～
　「江戸前みなと塾」（東京海洋大学と芝浦港南地区
総合支所主催）は江戸前漁業の世界を知るための催
し。その第3回目が11月12日午後、港南中学校で開か
れました。
　テーマは「今のアナゴ漁業を知る」。
最初の講師、東京海洋大学助教・内田
圭一さんは東京湾で広く行われている
アナゴ筒漁の実証的研究の成果をスラ
イドで判りやすく解説してくれました。
　次に金杉橋近くで江戸時代から6代
にわたって漁業に携わる鈴木さん一家
の晴美さんから、アナゴやスズキの漁
の体験談を聞きました。目の前にある

東京湾でとれる美味しい魚を近くに住む人たちにもっ
と食べて貰いたい、という言葉が印象に残りました。最
後に晴美さんが持参したアナゴの白焼きを参加者全
員で賞味し
ました。

～丹精込めた作品を披露～
　10月19・20日の両日、芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ、港南いきいきプラザ、台場高齢者在宅
サービスセンターの３会場で「ほのぼの作品展」が
開催されました。手芸や書道、絵画、文芸、写真な
ど、各施設の利用者を中心とする方々の力作が勢
ぞろい。今年は東日本大震災を受けて、復興への
願いが込められた作品も見受けられました。 　アナゴの生態を説明する内田先生

子ども達による模擬店大好評だった浪江やきそば

人気のスーパーボールすくい

自分がとったアナゴをさばく晴美さん

デイサービス・ふれあ
い団らん室の利用者が
作ったお台場の虹

あい にく

や まつり まち
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問合せ 協働推進課 協働推進係 6400-0031

ユニバーサルスポーツ『ボッチャ』ご存知ですか？

問合せ  協働推進課 地区政策担当  電話：6400ー0013

編集部では、表紙読者ギャラリーの作品［写真・俳句・イラストなど］を募集しています。品　川

港南口（東口）

旧海岸通り

ソニー
コクヨ

芝
浦
水
再
生
セ
ン
タ
ー

交番
品川インターシティ

中央卸売市場
食肉市場

高  浜  運  河

アトレ

ゆらりん港南保育園
御
楯
橋

　平成23年10月1日、品川駅港南口旧海岸通り沿いの
運河を臨む立地に、『ゆらりん港南保育園』がオープン
しました！運河からの風が気持ちよく、子どもがのびの
びと成長できる環境が整った私立の認可保育園です。
　取材に訪れた日は、ちょうどハロウィンイベントの日。

ハロウィンの衣装に身を包んだ園児たちが街を歩く姿
は、道行く人々の心を和ませていました。
　今後も、季節ごとのイベントや地域のママさん向け講
座（ベビーマッサージ・離乳食作り・子どもの安全管理等）
を開催していくそうです。

　ゆらりん港南保育園は、在園児は勿論、保護者や地
域の方々、そして私たち職員みんなが笑顔になれる、
温かい保育園を目指しております。安全な環境の中で、
さまざまな活動を通して子どもたちが健やかに成長し
ていく姿を、保護者や地域の方々と共に見守っていき
たいと思います。

　毎年、ご好評をいただいている芝浦港南地区カレンダーの2012年版ができました。
　今回も、区民の皆さんが芝浦・海岸、港南、台場で撮影された写真を載せて、地域
の魅力が伝わるようなデザインに仕上がりました。応募のあった写真は、港区ベイエリ
ア・パワーアッププロジェクトの皆さんが選考しました。
　12月中旬以降、芝浦港南地区の区施設等で無料配布します。ぜひ、ご家庭等で活
用してください。

読 者 ギ ャ ラ リ ー

特集子 育 て 応 援

小坂 善男さんの作品　「お台場の夜景」

にぎやかな格好に道行く人も笑顔に

今日はハロウィンイベントの日！

齋藤 正彦さんの作品　「藍色の渚」

台場 にじ子さんの作品　「ゴーヤの珍顔」 茂木 隆司さんの作品　「レインボーブリッジにかかるレインボー」

泥谷 隆史さんの作品　「クライマックス」

白熱の試合！！競技で使うボール

肉球らぶさんの作品　「人懐っこい運河の野良ネコ」

芝浦港南地区にちなんだ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。

 次回の締切は2月10日（金）必着です………………………………………………… …………………………………………………

住所：〒108-8547　※郵便番号だけで届きます
芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部
電話：6400-0031　FAX：3452-4902
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ
・

作品の送付先

園長
先生
より

一言

●場　　所 ： 〒108-0075 港南1-6-27 SSJ品川ビル2F（右図）
●開園時間 ： 7：15～18：15（20：15までの延長保育あり）
●保育定員 ： 60名（0歳9名、1歳12名、2歳12名、3歳12名、4・5歳15名）
●問 合 せ ： 6712-1188

私立ゆらりん港南保育園　施設概要

港南地区総合支所では、老人クラブを対象としたボッ
チャ練習会を定期的に開催しています。誰でも気軽に
楽しめるスポーツですので、未体験の方は、ぜひお近
くの老人クラブを通して
ご参加ください。

　ボッチャでは、的球と呼ばれる白いボールに、赤・青
のそれぞれ６球ずつのカラーボールを投げたり、転が
したり、他のボールに当てたりしていかに自分の持ち玉
を近づけるかを競います。誰でも楽しめる分かりやす
さと、作戦次第で、それまでの状況をひっくり返すこと
のできる面白さを合わせ持ったスポーツです。
　10月4日には、芝浦港南地区総合支所管内老人クラ
ブによる大会がスポーツセンターで開催され、24チー
ム、76名と多くの方が参加し、大盛況となりました。芝浦

ゆらりん港南保育園オープン！

芝浦港南地区カレンダーができました！2012年版
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問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話：6400ー0013

べいあっぷ編集部

港区基本計画・芝浦港南地区版計画書（素案）を策定！

　芝浦港南地区の運河で多く見ることができる愛らし
い親子のカルガモの姿。その姿は、都会の水辺の空間
に潤いを与えてくれます。カルガモプロジェクトでは、カ
ルガモや運河の水鳥などを通じて地域のコミュニティ
をはぐくむ活動を行っています。毎月の定例の会議の
ほか、９月～２月頃までは、カヌーを使用した人口巣周
辺の清掃活動を行っています。子どもから大人まで、ど
なたでも参加できますので、ご興味のある方は、下記ま
でご連絡ください。

カルガモプロジェクト

　芝浦港南地区安全・美化協議会は設立8年目を迎えた
今年度も環境美化、防犯、みなとタバコルールを活動の三
本柱として各地区でキャンペーンを実施しました。地域の
住民や企業、団体のみなさんで清掃活動や啓発活動を行
い、最も多いときは参加人数が100名を越えることもありま
した。初めて参加する企業もあり、まちの美化や安全への
関心が高まったことの表れではないでしょうか。
　来年度も芝浦港南地区安全・美化協議会ではキャン
ペーンを実施します。どなたでも参加できますし、清掃用具
はお貸し出しいたしますのでお気軽にご参加ください。

　平成24年度から26年度までの3か年を計画期間とする「地区版計画書」（素案）を策定しました。「地区版計画
書」は、地域の課題を地域で解決し、地域の魅力をより高めるための計画です。

　10月17日、エコプラザで「みなとモデル
と木づかい」をテーマに国際森林年関連
イベントが開催され傍聴しました。
　当日、皆川林野庁長官と武井区長、鈴
木東大大学院特任教授との対談で、皆
川芳嗣長官から紹介された梼原小学校
の「木づかい机」の話は、子どもを育てる
上で示唆に富む意義深いものでした。
　高知県梼原町は、人口3,817人森林率
91％、四万十川源流地域、梼原小学校
新入生に、贈られる県産ピカピカのヒノキ
無垢材の手作り机は、成長に合わせて教
師も調整し、大正町森林組合が年に数回無償でメ
ンテナンスを担当しているそうです。卒業の際使用
した机を児童にプレゼントするこの取組みは、平成
８年度から続いている理想的な三位一体の事業と
いえます。
　木づかい机は６年間の思い出の証し、一人一人
が大切に育てられた証として、卒業後も大事に使
われているそうです。児童数の多い都会では望む
べくもない贅沢なことですが、偏差値だけで計れな
い、忘れかけている教育の原点を思い起こす取組
みと感銘を受けました。港区も区民の森などさまざ

まな環境問題に力を入れており、「みなと森と水サ
ミット」も開催、協賛する各県から進化した木工品
も増えてきました。皆川長官が17日持参した鞄は出
席者の目をひく杉製でした。第５回森と水サミットは
来春エコプラザで開
催予定。聞いただけ
でも温もりの伝わる
梼原小学校の机、
見たいと思われませ
んか？
区民編集委員  石井 弘子

雲の上の町から　心はぐくむ「木づかい机」連載コラム連載コラム

参加者のみなさん

清掃しながら、防犯パトロールも実施 地域住民と地元企業で協力して道路清掃 みなとタバコルール啓発品配布の様子

【芝浦港南地区安全・美化協議会事務局】　協働推進課 協働推進係　電話：６４００-００31

ゆす  はら

問合せ先

○清掃活動（フィールドワーク）
毎月第２日曜日９：００から１時間程度（参加人数により変動します。）
○カルガモプロジェクト会議
毎月第３水曜日に開催される会議では、カルガモプロジェクトの活動
内容や運営について話し合いを行っています。

活動内容

対　　象
申し込み方法

そ の 他

：

：
：

：

年４回の発行ごとに平日の夜３～４回 ２時間程度
の編集会議を行います。
その他にイベント取材などを行っていただきます。
芝浦港南地区在住、在勤、在学の方で、興味のある方
お名前、住所、連絡先（日中連絡可能なもの）、Eメー
ルアドレスなどを明記の上、べいあっぷ編集部（12
ページべいあっぷ編集部あて先）まで、郵送、FAX、
Eメールなどでお申し込みください。
報酬などの支払はございません。

「べいあっぷ」にあなたも記事を書いてみませんか？
　芝浦港南地区の地域情報誌「べいあっ
ぷ」をつくる編集委員を募集しています。
　記事の取材や編集を通じて地域の魅
力を再発見することができます。
　ご自身の地域を見直す機会にもなり
ますので、気軽にご参加ください。

参加者募集！！
編集委員募集！！

安全・美化協議会 キャンペーン  お疲れ様でした安全・美化協議会 キャンペーン  お疲れ様でした
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1/6（金）

1/17（火）

1/26（木）

1/28（土）

2/4（土）

2/4（土）

2/16（木）

3/2（金）

3/14（水）

3/17（土）

3/22（木）

3月（未定）

10:00～13:00

10:00～12:00

10:30～11:30

未定

9:30～10:15

13:30～14:30

10:30～11:30

10:30～11:30

未定

13:30～14:30

10:30～11:30

未定

書き初め展（問合せ：芝浦小学校3451-4992)

道徳授業地区公開講座（問合せ：芝浦小学校3451-4992)

みどりのプロデュース講座（問合せ：協働推進課6400-0013）

学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992)

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：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
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
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
主催：芝浦一丁目商店会
場所：芝浦一丁目スタジオアーキタンツ
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
主催：芝浦港南地区総合支所港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
場所：総合支所２階会議室
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
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
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
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：芝浦港南地区総合支所港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
場所：総合支所２階会議室
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
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：港南幼稚園
場所：港南幼稚園 園庭外
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園 園庭
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南和楽公園
主催：港南地域連合会
場所：港南小学校南門（集合場所）

主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南子ども中高生プラザ・分室
主催：港南中学校
場所：港南中学校

主催：港南いきいきプラザ
場所：未定

主催：港南地域連合会
場所：港南小学校南門（集合場所）
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：港南子ども中高生プラザ
場所：未定
主催：港南地域連合会
場所：港南小学校南門（集合場所）
主催：港南いきいきプラザ
場所：未定
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南子ども中高生プラザ・分室

1/11（水）

1/13（金）

1/28（土）

2/3（金）

2/3（金）

2/18（土）

2/25（土）

3/16（金）

3/17（土）

3/24（土）

3月上旬（未定）

3月上旬（未定）

10:00～11:30

9:30～11:30

10:00～11:00

13:00～14:00

16:00～17:00

午前

10:00～11:00

11:45～

未定

10:00～11:00

未定

未定

港南ふれあいクリーン作戦
（問合せ：港南地域連合会 事務局090-9967-8132)

豆まき（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、参加自由）

雪あそびと雪明りの夕べ
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、参加自由）

もちつき会（問合せ：こうなん保育園3450-3800、
２歳以上対象、要事前申込み10名まで）

かもめっこデー
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、未就園児親子対象、当日参加可）

おもちつき会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
0～5歳児対象、定員15名、要事前申込み）

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）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生会は誕生月の0～5歳児とその保護者対象、定員15名、要事前申込み）
ワインの会芝浦
（問合せ：芝浦一丁目商店会 （広報）3451-7715、チケット制（有料））

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生会は誕生月の0～5歳児とその保護者対象、定員15名、要事前申込み）
ひなまつり会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
0～5歳児対象、定員15名、要事前申込み）
卒業・進級会
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
園芸講座～春の草花と野菜苗～
（問合せ：協働推進課6400-0013）
誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生会は誕生月の0～5歳児とその保護者対象、定員15名、要事前申込み）
高齢者バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、港区在住の60歳以上の方対象、要事前申込み）

スポーツセミナー（問合せ：港南中学校3471-0238、見学可）

節分豆まき（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915）

港南ふれあいクリーン作戦
（問合せ：港南地域連合会 事務局090-9967-8132)
ふれあい給食（問合せ：こうなん保育園3450-5004、
60歳以上の方対象、要事前申込み（有料1食300円））
卒業おめでとう会（高学年バスハイク）
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、要事前申込み）
港南ふれあいクリーン作戦
（問合せ：港南地域連合会 事務局090-9967-8132)
高齢者春のバスハイク（問合せ：港南いきいきプラザ
3450-9915、港区在住の60歳以上の方対象、要事前申込み）
遊びにおいでよプラリバへ
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、要事前申込み）

1/16～21
（月～土）

2/4・6・7
（土）・（月）・（火）

1/17・18
（火）・（水）

8:50～15:25
21日のみ8:40～12:05

8:50～15:25
4日のみ8:40～12:05

芝　 浦  ・  海　岸

港　 南

港区ベイエリア・港区ベイエリア・

※日程は変更になる可能性があります。

1/18（水）

1/28・2/25（土）

3/10（土）

3/23（金）

3/27（火）

3月未定

14:30～16:30

未定

未定

15:00～17:00

未定

8:30～15:30

未定

未定

未定

親子そば打ち体験（問合せ：台場児童館5500-2363）

中高生進級おめでとう会（問合せ：台場児童館5500-2363）

主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館

主催：お台場学園港陽小・中学校
場所：お台場学園港陽小・中学校

新春お楽しみ会
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）
陶芸の集い（型作り）
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）

高学年・中学生バスハイク
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）

お台場海苔づくり［ひび（支柱）立て、刈り取り、海苔すき等］
（問合せ：協働推進課 台場担当5500-2365）

大人の陶芸教室 型作り・色付け
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）
フリークライミング
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）
陶芸の集い（色付け）
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）
学校公開
（問合せ：お台場学園5500-2575、保護者・地域一般対象）

小6卒業おめでとう外出
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）
ようちエンジェル
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：未定
主催：台場児童館
場所：未定
主催：台場児童館
場所：未定

1/25・27
（水）・（金）

2/1・7・15
（水）・（火）・（水）
2/16・17
（木）・（金）
2/16～18
（木）～（土）

みどりのプロデュース講座を開催します！

港区在住・在勤者の方に通年開放しています！

ピ ッ ク ア ッ プ

■利用料金

■対　　象

2時間：大人300円　小・中学生100円　団体13,000円
第1・3日曜日は、区民無料公開日です。
（登録証をお持ちください）
第2・4土曜日は、小・中学生無
料公開日です。
区内在住・在勤者で個人登録
証をお持ちの人（中学生以下は
不要）※登録証はプール受付で
作成できます。在住・在勤の証明
ができるものをお持ちください。

17日 11:30～20:00
18日   9:00～12:00

1回目10:30～12:00
2回目14:00～15:30

9:00～15:00

10:30～12:00

主催：お台場学園港陽小・中学校
場所：お台場学園港陽小・中学校
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園（園庭）

1/6（金）

1/6（金）

8:00～17:30

9:30～11:00

午前

もちつき（問合せ：台場保育園5500-2360）

主催：台場児童館
場所：富士急ハイランド
主催：台場保育園
場所：台場保育園
主催：お台場学園港陽小・中学校、芝浦港南地区総合支所
場所：お台場学園およびお台場海浜公園

台　 場

にじっこキッズ 未就園児園庭開放
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、未就園児参加自由、雨天中止）

書き初め展・展示発表会
（問合せ：お台場学園5500-2575、保護者・地域一般対象）

1/17・24・2/7・
21・28全て（火）

1/16～21
（月）～（土）

開 放 日

所 在 地

利用時間

木～日曜日

木・金曜日 17:00～20:00
土・日曜日・

祝日の木・金曜日
10:00～12:00　13:00～15:00
15:30～17:30　18:00～20:00

港区港南4丁目3番28号
TEL:5460-9506（プール開放時に通話できます）

港南小学校屋内プール

●日 時：平成２４年２月４日（土）１３：３０～１４：３０（予定）
●場 所：芝浦港南地区総合支所２階会議室
●募 集：平成２４年１月中旬から（改めてお知らせします。）
●主 催：港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト、芝浦港南地区総合支所

●開催日時（予定）：
　平成24年1月18日（水）・25日（水）、2月1日（水）・24日（金）、3月2日　
　（金）・7日（水）・9日（金）・16日（金）・23日（金）の19：00～20：30
●場　　所：キャンパス・イノベーションセンター 1階 国際会議室（JR田
　　　　　町駅芝浦口：徒歩1分）
●受 講 料：無料　※参加には、お申し込みが必要です（先着順）。
●定　　員：100名
●申込方法：下記WEBサイトをご覧ください。
　　　　　 http://www.kyoiku-in.titech.ac.jp/cat13/detail_27.html

　芝浦港南地区のまちづくりに緑をどのように生かしていくか、この
分野に長いキャリアをもつ講師からお話を伺います。
　３０年前の芝浦港南地区と現在を対比し、この地区のまちと緑の
様子がどのように変わってきたのか、その変遷も紹介します。
　東京都を始め、他の自治体での例を参照しながら、芝浦港南地区
の緑を考えます。マンションの屋上緑化、花壇づくり、家庭菜園、ガー
デニングなどに役立つお話もあります。
　参加者には、苗木をお持ち帰りいただく予定です。ご自宅で育て
て、芝浦港南地区の緑を増やしてください。

東京工業大学 公開講演会
「東工大の最先端研究」第三期開催
　東京工業大学では本年度、田町のキャンパス・イノベーションセンターに
て、最先端の科学・技術の研究成果を広く一般の方々に向けてわかりやす
くお話しする公開講演会「東工大の最先端研究」第三期（平成24年1～3月 
全9回）を開催します。ぜひ、ご参加ください。
　この取り組みは、内閣府が「国民との科学・技術対話」にて提唱する「公的資
金による科学・技術の研究成果の社会への還元」の一環として行っています。

教育委員会事務局生涯学習推進課 スポーツ振興係  電話：３５７８-２７４７
区のホームページ　　http://www.city.minato.tokyo.jp/

詳しくは、区のホームページをご覧いただくか、下記までお問合せください。

園 芸 講 座

開放時間は学校行事等により変更がございますので、プール備付けの開放予
定表でご確認ください。
また、開放予定表は、区のホームページまたは各公共施設でご覧いただけます。

港南小学校屋内プール開放

●日 時：平成２４年３月１７日（土）１３：３０～１４：３０（予定）
●場 所：芝浦港南地区総合支所２階会議室
●募 集：平成２４年２月中旬から（改めてお知らせします。）
●主 催：港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト、芝浦港南
　　　　地区総合支所

　３月中旬になると、まだ寒い日もありますが、季節はもう春です。
　春の草花と野菜をテーマにした園芸講座を開催します。講
師が草花の植付けを実演しながら、園芸
についてわかりやすく解説します。
　参加者には、草花等の苗をお持ち帰り
いただく予定です。ご自宅で植え付けて、
春の息吹を感じてみてください。

問合せ  協働推進課 地区政策担当  電話：6400-0013

～春の草花と野菜苗～～春の草花と野菜苗～
を開催します！

～春の草花と野菜苗～

お問合せ先：東京工業大学　社会人教育院事務室
TEL：3454-8867／FAX：3454-8762 ※平日10:30～17:00（昼休み12:15～13:15）

メールアドレス： info@kyoiku-in.titech.ac.jp 

お知
らせ

1/14・2/4・18
全て（土）
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