
総合支所だより総合支所だより
芝浦港南地区

（平成24年7月～9月）

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。12 べいあっぷ
発行番号 24028-2435

＜耐震化のための改修＞＜耐震化のための建替え＞

夕凪橋車両通行止めのお知らせ

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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お台場
海浜公園駅から
品川駅・田町駅
まで約20分
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芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト 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。

編集後記編集後記

　　　　　　　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）。
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男女平等参画センター（リーブラ）４F

男女平等参画センター（リーブラ）４F

男女平等参画センター（リーブラ）４F

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①②こうなん保育園　③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

港南子ども中高生プラザ

①②こうなん保育園　③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

港南子ども中高生プラザ

①②こうなん保育園　③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

港南子ども中高生プラザ

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

※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。
※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。
※くつろぎタイムとは、気軽に子育ての相談ができ、親子でゆっくりできる時間です。
※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。
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かるがもくらぶ（第１回）

かるがもくらぶ（第２回）

かるがもくらぶ（第１回）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①こども園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①こども園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①こども園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①保育園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①保育園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①保育園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①保育園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）　

①保育園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

①保育園であそぼう　②計測、相談　③くつろぎタイム（計測可）

①計測、相談　②くつろぎタイム（計測可）

「なぎなた競技」を2日間観戦・
取材しました。何か物足りない
と思って観戦してました。それ
は、ガッツポーズがないという
事に気付いたのです。他のス
ポーツでは、勝利者のガッツ
ボーズが当たり前のようにあ
りますが、「なぎなた競技」で
は、一切ありません。勝っても
負けても「凛」としていて、クー
ルなのです。武道の「競技相手
を尊ぶ心」がこの競技では徹
底しているのだなと思いまし
た。私もクールにと思います
が、できるクールビズくらいで
しょうか。

奈良 信一

問合せ  区民課保健福祉係  電話：６４００－００２２

耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する
固定資産税・都市計画税を減免します（23区内）

　保健師、助産師、栄養士によるプロジェクトチームが、次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歳から入園前までのお子さんを持つ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、ぜひご利用下さい。
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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

都税についての
お知らせ

減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該
家屋に代えて、平成21年１月2日から平成27年12月
31日までの間に、耐震化のために新築された住宅のう
ち、一定の要件を満たすもの
減免の期間と額
新築後新たに課税される年度から3年度分について居
住部分の固定資産税・都市計画税を全額減免（減免の
対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります）

減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減免申請期限が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。

減免対象
昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成20年１月
2日から平成27年12月31日までの間に、現行の耐震
基準に適合させるよう一定の改修工事を施したもの
減免の期間と額
改修工事完了日の翌年度分から一定期間、居住部分で
１戸あたり120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都
市計画税を耐震減額適用後全額減免

港都税事務所  電話:5549-3800

●期　間：平成24年8月から平成27年9月まで
　　　　　（予定）
●問合せ：土木課道路橋りょう係
　　　　　電話：3578-2320

●期　間：平成24年8月から平成27年9月まで（予定）
　　　　　 工事の進捗状況により、移設期間が変更になる場合があります。
●問合せ：土木課交通対策担当　電話：3578-2278
　　　　  ㈱フジエクスプレス　電話：3455-2213　　

　夕凪橋は架替工事のため、車両通行止め
となります。ただし、歩行者・自転車の通行は
できます。ご不便をおかけしますが、ご理解・
ご協力をお願いします。

　夕凪橋架替工事に伴い、車庫発着便で０番「芝浦車庫」の
バス停を移設します。移設するバス停の位置は、車庫発着便

（「芝浦車庫」から「田町駅東口」間）の各バス停及びバス車内
に掲示します。詳しくは下記までご連絡ください。

夕凪橋架替工事に伴う「ちぃばす」車庫発着便の
バス停移設のお知らせ



港南ふれあい桜祭り
●4月1日 

2年ぶりの「品川クラシックカーレビュー イン 港南」
●4月15日 

3べいあっぷ

港南緑水公園ドッグラン・オープン
●4月1日 特集

　はじめまして！ふれあい相談室の海江田太司と田中
千月です。芝浦港南地区のふれあい相談員は２名とも
社会福祉士の資格を持つ、福祉の専門家です。
　住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、４月
から６５歳以上のおひとり暮らしの方のご自宅を訪問し
ています。突然の訪問に戸惑われるかもしれませんが、
ぜひお顔を見せて生活のご様子を聞かせてください。
活動している中で、地震に備えて家具を固定したい、蛍
光灯を交換したいけど手が届かない、腰が痛くて掃除
がつらいのでヘルパーに来てもらいたい、近所付き合い

の悩みなどのご相談を受け、ご希望に添えるよう対応し
ています。
　なお、訪問した時には、港区独自のサービスをご紹介
しています。例えば、病気や火災で身動きがとれなくなっ
た場合に警備員が自宅に駆けつける緊急通報システ
ム、緊急連絡先を救急隊へ伝えられる救急医療情報
キット、電話相談員が週一回ご自宅にお電話して話を
伺う訪問電話などあります。
　毎日、自転車に乗って地域を回っています。見かけた
ら気軽にお声掛けください！

　特別養護老人ホーム港南の郷では、ボランティアの協力
をえてアニマルセラピーを実施しています。今回、べいあっ
ぷ編集部にて当日の様子を見学させていただきました。
　愛くるしい犬達がボランティアの飼い主さんに連れられ、
この日を心待ちにしていた入所者の方々とふれあっていま
した。
　飼われている犬が狂犬病予防注射を受け、他の犬や人
に馴れていれば（吠えたり、威嚇したりしない。噛み癖が無い
など）、どの飼い主さんもボランティアとしてご参加いただけ
るとのこと。また見学も可能とのことでした。
　ご協力いただける方、興味をもたれた方、港南の郷に足
を運んでみてください。

　今年度から芝浦港南地区にもふれあい相談室が設置され
ました。２名のふれあい相談員が積極的に地域に出て、ひとり
暮らし高齢者等の支援のために活動されています。お二人に
話を伺いました。

こんな異変に気づいたら、ふれあい相談室にご連絡ください！

問合せ  芝浦港南地区ふれあい相談室  電話：3450-5512　 高齢者支援課在宅支援係  電話：3578-2400

ボランティアに関する問合せ
港南の郷  担当者 近藤 電話：３４５０-５５７１

●実 施 日 ： 毎月第１水曜日（８月を除く）　雨天時は中止
●実施時間 ： １４：００～１５：００（１３：５０ごろまでにお越しください。）

ふれあい相談員の海江田さん（左）、
田中さん（右）

郵便物が
たまっている

見たことのない
人が出入りしている

あざや怪我があり
理由を話したがらない
大声が聞こえる

ここ数日
見ていない気がする

部屋が乱雑
衣類の汚れ・臭い
髪がボサボサ

アニマルセラピーボランティア募集

芝浦港南地区
ふれあい相談員の

紹介
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花よりも人でにぎわう桜祭り 消防艇による放水

オープンを記念して
噴水があがる

元気に駆け回る
犬たち

武井区長挨拶

～花は少し早いが人で盛り上がる～
　寒さの長かった今年の春、つぼみは完全にふ
くらみ、開花直前の高浜運河の都営住宅前の
桜並木の周辺で恒例の港南ふれあい桜祭りが
開かれました。11時の開始時間にはすでに待ち
かねた人たちで会場は賑わっていました。港南
小学校鼓笛隊の演奏、消防艇の放水実演など
盛りだくさんなイベントで、花の少ないまつりも大
いに盛り上がりました。

～警視庁騎馬隊の先導で品川駅前をパレード～
　春の交通安全運動に因んで開催されるクラシックカー
のパレード、去年は東日本大震災のため開催を見合わ
せましたが、今年は多数の愛好家が参加して4月15日、
盛大に開催されました。いつものように品川駅港南口前

の広場には仮設のステージが設けられ、午後1時の開場
時には広場は車と人で埋まりました。今年はタレントの小
林麻耶さんとえりんぬさんが高輪警察署から一日署長、
副署長に任命され、会場を盛り上げました。

～御楯橋から自転車専用道路の先に噴水が見える公園～
　4月1日、ひんやりした風も心地良い晴天の日、港南緑水公園
及びドッグランのオープン式典が開催されました。この公園は自
衛隊の駐屯地だった約２ヘクタールの国有地を港区が地域の
人口増加も踏まえて防災機能を備えた公園として整備したも
のです。
　公園の名称を公募で決定し、地域の皆さんの参加による7
回のワークショップを経て、本整備に向けた基本計画が策定さ
れました。
　当日は武井区長以下関係者の挨拶がありましたが、港南緑水
公園ワークショップのメンバーを代表して港南町会の大島会長
が、行政側と協力してどのような公園を作るか協議を重ねて地元
の人たちの意向が反映された、と話されたのが印象的でした。
　公園のシンボルともいえる噴水には、ワークショップメンバーを
含めた招待者や港南小鼓笛隊の子ども達からも歓声が挙がり
ました。ドッグランでは多くの犬たちが駆け回り、愛犬家達からこ
ちらも歓声が続きました。

特集

むじころうとむじこりん初登場駅前通りを行進クラシックカーの展示

ひとり暮らし高齢者の見守り推進

大型犬も小型犬も
参加可能です

港南の郷



港南子ども中高生プラザ交通安全教室開催
●4月18日

熱く、クールな戦い。なぎなた競技
●5月26日・27日

ちかん・盗撮に注意 !!
●6月4日

自転車交通安全教室及びひったくり実演教室
●4月30日

みどりがつなぐ交流事業「田植え体験」
●5月20日
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区
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ア

4 べいあっぷ 5べいあっぷ

時速約5kmの衝突を体験 内輪差による巻き込み事故を再現自転車の乗り方も指導

ひったくり被害の再現

～港南小新一年生は163名！！～
　学童クラブ登録児童数だけでも176名、他大勢の子ど
も達が集う港南子ども中高生プラザでは、全国交通安
全週間に併せ高輪警察署の協力で『交通安全教室』を
開催しています。18日は安全
な通学のための注意点など
の女性警察官との問答や
DVDの映像を交えた教室が
開かれました。放課後の開放
感からか賑やかな子ども達

ですが、プロジェクターに映し出される映像には釘付け
でした。伊東館長のもと非常勤を含め27名の職員が
日々体力勝負？で奮闘しているというのが参加しての感
想でした。

～東京代表、見事に完全優勝。3冠に輝く～
　5月26日（土）、27日（日）の2日間、第53回都道府県対抗
なぎなた大会が港区スポーツセンターで開催されました。こ
の大会は、来年開催予定の第68回国民体育大会のリハー
サル大会でもあります。
　今大会は、女性のみの大会で、各都道府県の各代表者
による団体戦による大会です。
　試合競技は、二人一組の演技者によって行い、その技の

優劣を競い合う「演技競技」と剣道のように防具を身につ
けて２人で有効な打突（２本先取）を競う「試合競技」で行
われます。今大会は、両競技とも東京が勝利し、演技競技
は2年連続、試合競技は昭和５１年の岡山大会以来３６年
振りの優勝で、総合優勝という見事な結果を残しました。
　また、大会期間中には、港区スポーツセンター前路上に
て、岩手県、福島県、茨城県の被災地の復興支援を目的と
した『物産展』も開催されました。

～お台場の海に棲む生物とは？～
　今年も、お台場海浜公園で、地引網と干潟観察会が行
われました。
　当日は晴天に恵まれ、台場児童館の子どもたちを中心
に、約30名が、ヨイショ、ヨイショと大きな声で網を引きまし
た。10メートルほど引いた網の中には、マハゼやボラ、スズ
キ、ヒラメの幼魚や、エビなどがいました。網にかかった生
物について指導員から説明を受けると、子ども達からはたく
さんの質問が上がり、熱心に観察をしていました。

　お台場の海には、想像以
上にたくさんの生物が棲ん
でいます。環境について考
える良い機会となりました。

　朝の通勤通学時間帯にあわせ、品川駅港南口広場で初
の痴漢被害防止キャンペーンが行われました。警視庁から
高橋副総監、JR東日本、JR東海、東京メトロ、京急電鉄、
高輪防犯協会、東京都交通局の各代表者、2011年度ミス
インターナショナル日本代表村山和美さん、タレントの穂のか
さんなどが列席。
　冒頭、高橋副総監から痴漢逮捕者数は年間2,000件で

増加傾向にある旨発言がありました。痴漢対策護身術の実
技も行われ、ちかんの足の甲を踏む実技には女性達から
納得の声が聞かれました。本間高輪警察署長が、痴漢対
策に一番効果的なのは声を出し周囲の人々に知らせる事
だと力説されていました。
　当日は併せて交通課による「自転車五原則」問答や実技
も行われ、実のあるキャンペーンとなりました。

～目指せ！ 交通事故ゼロの町！～
　春の大型連休の１日、芝浦小学校跡地にて、港区、
三田警察署、三田交通安全協会、三田防犯協会主催
の「自転車交通安全教室及びひったくり実演教室」が開
かれました。
　映画やテレビドラマで活躍するカースタントチーム

「スーパー ドライバーズ」がリアルに交通事故を再現し

たほか、会場には衝突体験機も登場。交通事故の怖さ
と、交通ルールを守る
大切さを心から実感す
るプログラムでした。

～水田の生き物と泥の感触に都会っ子は大歓声！～
　港区スポーツセンター前のお米作りも今年で4年目、
水田が出来てからは3年目を迎えます。今年も新潟県
JA北魚沼のご協力のもと田植えが行なわれました。毎
年楽しいサプライズを用意してくれるJA北魚沼の皆さ
ん。今年はアマガエルとおたまじゃくしの卵をプレゼント
してくれました。約40m2の小さな水田は大渋滞の盛況

ぶり。集まった都会っ子たちは小さな水田の生き物に大
喜びでした。害虫を食べてくれるアマガエルの活躍で、
今年は大豊作が期待できるかも!?

女性警察官が優しい声で

高橋副総監のお話 足の甲を踏まれて動けなーい何度も投げ飛ばされる署員 自転車五原則 中学生もお勉強

あぶないな～と注目してます

～『痴漢被害防止キャンペーン』声を出して助けをもとめよう！～

お台場ふるさとの海づくり事業「地引網」
●5月28日
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問合せ　東京海洋大学 総務部総務課 広報室　電話：5463-1609　E-mail：so-koho@o.kaiyodai.ac.jp

地域対抗ボートレース大会選手募集！！第6回水辺フェスタ

問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話6400-0013
6 べいあっぷ

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。

読 者 ギ ャ ラ リ ー

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。

 次回の締切は
8月17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

リアルKYさんの作品
「運河沿いは春爛漫」

泥谷隆文さんの作品
「春日」

ドワーフミンククジラ骨格

※過去の掲載作品を一部抜粋

海岸501さんの作品
「日の出からの「日の出」」

しゅん＆りんママさんの作品
「生後1ヶ月の笑顔」

港南かるがもさんの作品
「港南から見たスカイツリー」

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジと東京港」

台場 にじ子さんの作品
「お台場公園の春」

平成24年度東京海洋大学｢海の日｣記念行事のお知らせ
日本唯一の海洋系総合大学である東京海洋大学では、一般の皆様に、海に親しみ、興味をもっていただくとともに本学が
行っている最先端の教育研究活動をわかりやすくご紹介するために、「海の日」記念行事を開催します。多数のご来学をお待
ちしています。なお、すべての行事は無料となっております。

○ イベントは変更する可能性がありますので、最新の情報は「東京海洋大学ホームページhttp://www.kaiyodai.ac.jp/」にてご確認ください。
○ 「青鷹丸」東京港体験クルーズは天候等の都合により中止することがありますのであらかじめご了承願います。なお、屋外での乗船となりますので、帽子
等での防暑対策をお願いいたします。また、心臓疾患の方、気分がすぐれない方の乗船についてはお断りする場合があります。

○ 駐車場がありませんので、ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。
○ 品川キャンパス～越中島キャンパス間に連絡バスを運行します。（所要時間：約30分、4往復）

●日　時 ： 7月16日（月・祝）10：00～16：00（開場9：30）
●場　所 ： 港南4-5-7（東京海洋大学品川キャンパス）
　　　 　　※当日は越中島キャンパスでも多数の催し物を行っています。（無料連絡バスあり）
●催し物 ： ☆水産資料館の特別公開　☆鯨ギャラリーの公開　☆海の生き物タッチングプール　

☆素人金魚名人戦、金魚無料配布会　☆海の森を守る技術と各地の取り組み　
☆図書館公開　☆練習船「青鷹丸」東京港体験クルーズ（要事前申込）

　　　　　「青鷹丸」は中学生・高校生を対象とした事前申込制です。申込方法・締切等詳細については同大学のホームページを
ご覧いただくか、下記へお問合せ願います。

●開催日時
●開催場所
●対　　  象
●競技方法・部門

：平成２４年９月２２日（土）秋分の日　午前１１時～午後３時１０分（予定）
：都立お台場海浜公園
：芝浦港南地区（芝浦および海岸２・３丁目、港南、台場）に在住・在勤・在学の方
　  ：６人のチームをつくり、出場する部門①・②を選んでください。

●定　　員

●申込方法

●申込期間

：各地域（芝浦および海岸２・３丁目、港南、台場）ごとに15チーム・９０人程度（合計４５チーム・２７０人程度）
 応募者多数の場合、各地域ごとのチーム数が一致しない場合等は、抽選により調整することがあります。
：代表者の氏名・住所（勤務先）・年齢（学年）・電話番号、他の選手５人の氏名（分かる範囲で）、
  出場する部門を、電話で「みなとコール」☎５４７２－３７１０（受付時間：午前９時～午後５時）へ。
：平成２４年７月３日（火）～７月２０日（金）

競技方法 部　門
①子どもの部

②一般の部

１８歳以上１人と、子ども（小学３年～６年生）５人のチーム　

大人（中学生以上）６人のチーム

チーム編成

６人乗りゴムボート
による地域対抗戦

　今大会での更なる活躍を期待し、皆さん、注目・応援
してください。

　今年７月１４日からカナダのトロントで開催される第二
回世界ろう者陸上競技選手権大会に、港南地区にお
住まいの高田 裕士（たかだ ゆうじ）さんが日本代表
選手として出場されます。
　高田さんは先天性聴覚障がいをもつアスリートとし
て競技に取り組まれ、第１回世界ろう者陸上競技選手
権大会ではアジア及び日本新記録を残され、２００９年
に開催の台北デフリンピック（※）にも日本代表選手とし
て出場されました。

作りのプレゼントが乳幼児に手渡される様子や民生・
児童委員による紙芝居をご覧になられました。

　６月１１日、天皇皇后両陛下が区立芝浦アイランドこ
ども園及び区立芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
を御視察になりました。
　施設の概要についてお話を聴かれた
後、芝浦アイランドこども園にて２歳児クラス
の保育をご覧になりました。園児や保育士
も楽しげに両陛下とお話をしていました。
　また、芝浦アイランド児童高齢者交流プ
ラザでは乳幼児と高齢者による合同誕生
会が開かれており、ボランティアによる手

　お台場の街が誕生してから15周
年を迎え、過去から現在までの自然
や景色、催しを魅力的に伝える作品
を募集して、写真集を作成しました。
　この写真集は、芝浦港南地区管
内区有施設で配布しています。
　ぜひご覧になってください。

※デフリンピック･･･聴覚障
がい者のための国際総
合競技大会。国際ろう者
スポーツ委員会により主
催され、第22回夏季大会
は2013年にブルガリアの
ソフィアで開催予定

天皇皇后両陛下による御視察

芝浦港南地区のアスリート

台 場 地 域 の 写 真 集 を 配 布 中 ！

【配布場所】
芝浦港南地区総合支所・芝浦港南区民センター・港南いきい
きプラザ（ゆとりーむ）・港南図書館・芝浦港南地区総合支所台
場分室・台場区民センター・台場高齢者在宅サービスセンター

【問 合 せ】
芝浦港南地区総合支所  協働推進課台場担当
住所：港区台場1-５-１  電話５５００-２３６５

…………………………………… ……………………………………
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港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
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活　動　報　告

問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話：6400-0013

平成２４年度総会

緑のカーテン応援隊活動開始緑のカーテン応援隊活動開始

●対　 象　 者
●活  動  内  容
●活動予定期間
●募  集  期  間

：芝浦港南地区管内（芝浦・海岸２～３丁目・港南・台場）に在住、在勤、在学の方
：水やりなど、日常の管理に関すること
：９月ごろまで
：随時募集

芝浦港南地区総合支所 協働推進課 まちづくり推進担当

電話：６４００-００１７

緑のカーテン応援隊を募集します！　　 電話または FAX で、住所・氏名・電話番号をお知らせください。

申込み
・

問合せ

企業清掃活動
グランドコモンズ

小さな輪から大きな輪へ

芝浦港南地区カレンダー作成のための風景写真募集

　カルガモプロジェクトでは、平成19年12月、芝浦西運
河に、人工では初めてのカルガモの営巣場所を設置し
ました。翌年5月に初めてカルガモのヒナが誕生して以
降、毎年人工巣からは多くのヒナが誕生し、その可愛ら
しい姿で周辺住民にひと時の安らぎを与えています。

　今年度も、人工巣・休憩
場所の清掃、野鳥に関する
講習会、地域の子どもたち
向けの講座の実施など、カ
ルガモを通じた地域交流・
世代間交流の場となる事業
に取り組んでいきます。

カルガモプロジェクト
　水辺や、子ども・子育てに関する情報等の地域特
性を踏まえたテーマに基づき、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
発行しています。
　港区ベイエリア・パワー
アッププロジェクトの発足
当初から活動しています。
創刊号から毎年４回発行
し、本号で第２４号となりま
した。今年度も引き続き、
地区内の情報を皆さんに
お届けします。

べいあっぷ編集部

地域の魅力アッププロジェクト
　４月２６日、平成２４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。
　今年度も多くの新メンバーを迎え、53人でスタートを
切りました。メンバーは、地域の魅力アッププロジェクト、
カルガモプロジェクト、べいあっぷ編集部のいずれかに
所属し、1年間活動します。
　総会では、各プロジェクトの概要やこれまでの活動
経過を説明しました。終了後、各プロジェクトに分かれ
て会議を持ちました。

　メンバーの皆さんが平成24年度の活動テーマを出
し合って、検討を重ねています。
　平成22年度と23年度に開催してきた「ウォーキング」
は、「ＭＩＮＡＴＯベイエリアウォーク」という芝浦港南地
区総合支所の地域事業になりました。
　今年度もベイエリアの魅
力を再発見するウォーキン
グの開催に向けて、5月15日
にメンバーによる「まち歩き」
を実施しました。

【まち歩きでの主な見学地】
新芝運河沿緑地、横須賀線の湧水、高輪橋架道橋、
東京海洋大学海洋科学部附属水産資料館等

今年5月上旬に確認されたヒナ

交差点も花でいやされる

　平成25（2013）年芝浦港南地区カレンダーを作成します。この地区の魅力的な
風景、イベント等の写真を募集します。応募者には、カレンダーを差し上げます。

港区在住・在勤・在学者
芝浦港南地区（芝浦、海岸2･3丁目、港南、台場）内で撮影したデジタルカメラの写真
（人物を特定できるものは不可。未発表の作品に限ります。）
住所・氏名・電話番号・匿名またはペンネーム使用希望有無・撮影した場所・年月日
を書き、デジタルカメラのデータ（CD-R）を同封の上、郵送または直接、芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当へ。
〒108-8547 港区芝浦3-1-47 港区芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当  電話6400-0013
9月28日（金）必着
※採用作品は、港区が無償で使用できるものとします。作品は『港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト』カレンダー部会にて
選考します。採用となった場合、お名前（ペンネーム・匿名可）を掲載する場合があります。応募作品は返却しません。

対 象 者
募集写真

応 募

住 所
応募締切

　長年好きなだけで緑を育てていますが、「ビオトー
プ」といえば小さな水溜まりにアメンボウがいて茅など
水草があるところくらいの認識しかなく、港区環境課
が力をいれている生き物調査も虫嫌いもあり関心が
ありませんでした。
　去年、ビオトープとはドイツ語のＢＩＯ（生き物）＋ＴＯ
Ｐ（場所）のことで、水辺だけでなく森林などの樹林ビ
オトープ、草地ビオトープがある事、ビオトープによって
生き物が違うこと、人間を含め全ての生き物が繋がり
あって出来ている生態系の事など少しずつ意識する
ようになりました。公園だけでなく街のアチコチに緑が

あればそれが緑のビオ
トープネットワークとなり
トンボや蝶が飛び雀が
虫を啄み、都会でも自
然の息吹を感じること
が出来ます。今年、火
力発電稼動が増え二酸化炭素も増える、節電も必
要、だから、緑のカーテンだけじゃなく二酸化炭素を
吸収し光合成で酸素を放出してくれる緑を増やし維
持する努力が今まで以上に必要ではないでしょうか。

区民編集委員  石井 弘子

連載コラム連載コラム ビオトープのこと、街にもっと緑を

　芝浦港南地区総合支所では建物外壁の一部を利用し、緑の
カーテンを育てる活動を実施しています。
　活動にあたっては毎年「緑のカーテン応援隊」を募集していま
す。５月１１日には天気にも恵まれ、苗の植え付
けを行いました。今年は「沖縄アバシゴーヤ」と

「巨大輪朝顔」を使い、建物への日差しを遮
り、見た目にも涼しい緑のカーテンを作ります。
　今後も「緑のカーテン応援隊」の皆さんとと
もに日々の水やり等を通じて、生長を観察して
いきます。緑のカーテンの生育状況について
は、随時「ゴーヤだより」を発行し、港区ホーム
ページ等にてお伝えしています。

　５月２２日、小雨の中、品川駅港南口で働く約40人の仲間が、
時折起る突風の中、ＪＲ品川駅から八ツ山アンダーパス交差点ま
での約400ｍの清掃活動を行いました。
　企業の地域への貢献活動として、平成21年に1社から始めた
清掃活動も今年で４年目を迎え、グランドコモンズ街づくり協議
会参加企業とその周辺企業の合計7社へと輪が広がっていきま
した。「自分達が働くこの街をきれいにしたい」という思いが、冷
たい雨を温かい汗に変え、やり終えたあと皆充実感で一杯にな
り、街への愛着がより一層増しました。



10 べいあっぷ 11べいあっぷ

7/21・22
（土）・（日）

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園 2階テラス
主催：品川駅港南商店会
場所：品川駅港南口駅前広場
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：未定
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：都営港南4丁目第3アパート中央通路
主催：芝浦水再生センター
場所：芝浦水再生センター
主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園 2階テラス他
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南和楽公園

7/18（水）

7/21（土）

7/24（火）

7/27（金）

９/5（水）

９/29（土）

11：00～12：30

17：00～21：00

8：00～17：00

11：00～12：00

9:00～14：00

11：00～12：30

12：30～16：00

かもめっこデー（未就園児対象）

こうなん打ち水大作戦
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576）

プラリバまつり2012
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576）

低学年バスハイク（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
小学1年生～3年生対象、要事前申込み）

芝浦水再生センターサマーフェスタ2012

かもめっこデー（未就園児対象）

品川駅港南夏まつり

港　 南

ビーチサッカー（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください）

かもん亭スペシャル<中高生のつどい>（問合せ：台場児童館
5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）
金魚博士教室（問合せ：台場区民センター5500-2355、
往復はがきで申込、7/14（土）消印有効）
台場地区防犯パトロール・クリーンアップ・
みなとタバコルールキャンペーン

地域の大人向け事業アロマの虫除けスプレー作り
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）

7/４・11（水）

7/7(土)

7月中旬

7/28（土）

9月中旬

16：15～

10：30～12：00

13:30～15：00

17：00～18：00

9：00～15：30

9：00～10：00

主催：台場児童館
場所：お台場海浜公園 
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：台場区民センター
場所：台場区民センターホール
主催：芝浦港南地区安全・美化協議会
場所：台場1～2丁目（台場分室前集合）

台　 場

8/2（木）雨天時は
8/3（金）に順延

※雨天：
　台場区民センターホール

主催：台場一番自治会
場所：集会室前広場

主催：お台場学園
場所：お台場学園港陽小学校夏休み作品展

自主防災訓練

東京工業大学 公開講演会
「東工大の最先端研究」 平成24年度 第一期 開催

　東京工業大学では昨年度に引き続き、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」を開催しています。

　東工大 都市地震工学センター主催。行政・民間企業・NPOの防
災関係者・学生および防災に関心のある一般の方々を対象に、各々
の専門家が、都市地震工学のそれぞれのテーマについて、わかりや
すく解説するものです。●日　　時：平成24年7月４日（水）、11日（水）、18日（水）、25日（水）

　　　　　   19：00～20：30
●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

グローバルCOE
「震災メガリスク軽減の都市地震工学国際拠点」

基礎から始める都市地震工学シリーズNo.4 「第2回一般セミナー」

●日　　時：平成24年8月3日（金） 14：00～17：00
●申込方法：下記WEBサイトをご覧ください。
　http://www.cuee.titech.ac.jp/Japanese/Events/seminar.html

お問合せ先：東京工業大学  都市地震工学センター・大岡山事務局
TEL&FAX：5734-3200
メールアドレス：office@cuee.titech.ac.jp

港区ベイエリア・港区ベイエリア・

7/1（日）

7/5（木）

7/7（土）

7/14（土）

8/25（土）

9/1・2（土）（日）

9/8（土）

９/17（月・祝）

9/23（日）

9/27（木）

9/29（土）

９/22（土・祝）

9/26（水）11：00～

19：00～20：30

10:30～11：30

14：00～16：00

17：30～

14：00～15：30

10:30～11：30

16：00～20：00

10：00～15：00

13：30～15：30

10：00～17：00

10：00～15：00

主催：メゾン田町自治会
場所：メゾン田町駐車場
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F 第1・第2集会室
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：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F 第1・第2集会室
主催：ひごろ会（芝浦四丁目第二アパート自治会）
場所：芝浦四丁目第2アパート内
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター1Fホール
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：足柄 ふれあいの村

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：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F 第2集会室
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：芝浦運河まつり実行委員会
場所：なぎさ通り、新芝運河沿緑地周辺
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：草ぶえの丘
主催：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

芝　 浦  ・  海　岸

7/1～9/18
第１、第３（火）

8/22・23
（水）・（木）

7/20・21
（金）・（土）

8/23（木）・
9/27（木）

七夕まつり

ひごろ会納涼大会

東港自治会夏まつり

プレーパーク

防災フェスタ

芝浦運河まつり

「映画史への招待」（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、
途中参加可、大学生以上　※４月から開講中の講座です）
七夕・誕生会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、要事前申込み）
初めての香道「組香」
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込み）

夏休み子ども大会（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、
幼児・小学生とその保護者対象）
高学年キャンプ（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、要事前申込み、小学校高学年対象）

和のふれあい一日体験講座 書道 「和歌の書」
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込み）

乳幼児バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、要事前申込み、乳幼児とその保護者対象）

誕生会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、要事前申込み）

芝浦港南フリーマーケット（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、出店については要事前申込み）

7月14日(土)・15日（日） 18：00～21：00

実施場所 : 船路橋前広場
主催団体 : 芝浦二丁目商店会、芝浦二丁目町会

納涼盆おどり大会

7月28日（土） 16：00～

実施場所 : 港南和楽公園
主催団体 : 港南四丁目第3アパート

港南四丁目第3アパート夏祭り

８月24日（金） 17：００～21：００  ８月25日（土） 11:00～20:00

実施場所 : レインボー公園
主催団体 : お台場夏まつり実行委員会

お台場夏まつり

７月27日（金）～29日（日） 17：00～21：00
※29日は神輿のみ 11：00～

実施場所 : なぎさ通り
主催団体 : 芝浦三・四丁目町会、芝浦商店会

芝浦まつり

８月４日（土） 12：00～14：00

実施場所 : 南浜町児童遊園
主催団体 : 芝浦一丁目商店会

芝浦一丁目夏祭り

７月22日（日） 9：00～13：00

実施場所 : 港南2丁目
主催団体 : 港南町会

港 南 町 会 祭 礼

８月３日（金）・４日（土） 18：00～

実施場所 : ふ頭公園
主催団体 : 海岸二・三丁目町会

海岸二・三丁目盆踊り大会

８月25日（土） 18：00～21：00

実施場所 : 港南公園遊歩道
主催団体 : 都営港南四丁目自治会

都営港南四丁目自治会納涼大会
９月８日（土） 15：00～20：00

実施場所 : 港南3丁目遊び場
主催団体 : 港南三丁目合同まつり実行委員会

港南三丁目合同まつり

夏祭りをちょっとご紹介夏祭りをちょっとご紹介 （写真は昨年の様子です）

主催：東港自治会
場所：東港自治会団地内
主催：芝浦港南地区総合支所協働推進課
場所：プラタナス公園

11：00～15：10

10：30～11：30

9/6～9/12
（木）～（水）

主催：芝浦港南地区総合支所・水辺フェスタ実行委員会
場所：お台場海浜公園
主催：にじのはし幼稚園
場所：お台場学園視聴覚室

第6回水辺フェスタ　地域対抗ボートレース大会

クルポンズ劇場　幼稚園説明会

9月中旬～12月
毎週（水） 10：00～15：00 主催：台場児童館

場所：台場区民センターホール
ラート（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み、
詳細は館便りをご覧ください）

※日程は変更になる可能性があります。

●会　　場：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）

●参 加 費：無 料
●定　　員：各１００名  ※参加には、お申し込みが必要です（先着順）。

お問合せ先：東京工業大学  社会人教育院事務室
TEL：3454-8804／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
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