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かるがもやゆりかもめが泳ぎまわる高浜運河 補強された五色橋の水門

港南地区発展のシンボル
品川グランドコモンズと
JR品川イーストビル
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月　日 開 催 場 所 時　間 内　容

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

男女平等参画センター（リーブラ）４F

※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。

13：30～15：00

13：30～15：00

13：30～15：00

13：30～15：00

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）

かるがもくらぶ（第2回）

問合せ  区民課保健福祉係  電話：６４００－００２２

問合せ  協働推進課地区政策担当  電話：６４００－００１３

運河での徐行を呼びかけています！

　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と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

　芝浦港南地区の運河では、水上バイク等
が高速で航行したり、ルーレット航行等の危険
な航行をしたりして、一般の船舶利用者や近
隣にお住まいの方々に引き波と騒音等の迷惑
をかけています。
　運河での危険な航行等を見かけましたら、
電話で「118」（海上保安庁＜海のもしも＞）へ
通報してください。土曜日、日曜日、祝日でも対
応しています。
　芝浦運河ルネサンス協議会では、8月に、
①芝浦西運河沿緑地、②高浜西運河沿緑地、

③浦島橋北側、④新芝
浦橋北側の４か所に運
河での徐行を求める横断幕を設置しました。
　東京都港湾局、港区芝浦港南地区総合支
所は、芝浦運河
ルネサンス協議
会とともに、安全
で快適な運河
環境を創りだす
ための取組を支
援しています。

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

台場保育園（台場分室・多目的室）

①10：00～11：30 ②11：00～12：00 
③13：00～14：30

①10：00～11：30 ②11：00～12：00
③13：00～14：30

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）

①②こうなん保育園
③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

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）

芝浦アイランドこども園 ①10：00～11：30 ②11：00～12：00
③13：00～14：30

①10：00～11：30 ②11：00～12：30
③13：30～14：30

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）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ ①10：30～12：00 ②13：00～14：30 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ ①10：30～12：00 ②13：00～14：30 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

台場児童館 ①10：30～11：45 ②11：45～13：00 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

台場児童館 ①10：30～11：45 ②11：45～13：00 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

台場児童館 ①10：30～11：45 ②11：45～13：00 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

港南子ども中高生プラザ

①10：30～12：00 ②13：00～14：30

①10：00～11：30 ②13：00～14：30

①計測、相談 ②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）

①②10：00～11：30 ③13：00～14：30

①②こうなん保育園
③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

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）①②10：00～11：30 ③13：00～14：30

①②こうなん保育園
③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

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）①②10：00～11：30 ③13：00～14：30

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）

台場保育園（台場分室・多目的室） ①10：00～11：30 ②11：00～12：30
③13：30～14：30

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）

台場保育園（台場分室・多目的室） ①10：00～11：30 ②11：00～12：30
③13：30～14：30

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）

　私は3才と1才の子ども
の母親です。3年前からべ
いあっぷ編集会議に参加し
ていますが、私は最初はべ
いあっぷの存在すらよく知
りませんでした。でも、子ど
もが生まれた家庭にこそ、
地域の情報誌が必要では
ないかと考え、提案をして
きました。今では多くのマ
マさん達が読んで下さって
いるようで、そのことでず
いぶん声をかけられるよう
になりました。子どもを持
つ家庭が地域と関わる、べ
いあっぷがそのきっかけに
なればと思っています。

古川 葉子



3べいあっぷ

特集

2 べいあっぷ

特集

マスコットキャラクター「ゆりーと」も登場！ 校長先生も応援！

白熱のレース

模擬店も盛況！

二階ランチスペース

区民協働コーナー 多目的室

乳幼児プレイルーム 屋上広場

集会室

海水水槽壁面アート

絵本コーナー

園庭全景

１位でゴール！

港南小学校鼓笛隊

港南地域優勝！

問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話：6400ー0013

港南地域

芝浦・海岸2・3丁目地域

台場地域

1位

2位

3位

地域総合地域総合地域総合地域総合

JAMヘッドライン

ウサ子ちゃん

お台場学園5年とがシ～ズ

芝浦地域

台場地域

台場地域

地域対抗ボートレース大会
第6回芝浦港南地区

水辺フェスタ水辺フェスタ

　9月22日（土）、都立お台場海浜公園で、第6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。今年の参加チーム数は過去最多で、子ど
もの部7レース21チーム、一般の部18レース54チームの

合計25レース75チーム、450人の選手がレインボーブ
リッジを望むお台場の白い砂浜で白熱のレースを繰り広
げました。
　レースの結果、４年連続で港南地域が優勝しました！

202点

184点

164点

　レースの間には、芝浦チアリーディングクラブエン
ジェルス、港南小学校鼓笛隊、台場のハーラウ オ プー
ラマ ケ アロハ、芝浦のハーラウ ラニオケカウアナオ
カラー、東京工業大学附属科学技術高等学校吹奏
楽部、台場の「凪」の出演で観客を沸かせてくれま
した。
　芝浦・海岸2・3丁目地域、台場地域からは模擬店
が出店しました。御協力ありがとうございました。

特 別 賞特 別 賞特 別 賞特 別 賞

　港南四丁目に整備を進めていた「港区立たかは
ま保育園」「港区立港南子ども中高生プラザ」「港
南区民協働スペース」の3つの施設が12
月1日ついに開所しました。施設の開設に
は平成18年度に整備を決定後、これまで
区民参画組織を始め、計画段階から多く
の区民の方に参加をいただきました。
　11月25日には3施設の開所式及び内覧

会が開催され、700名以上の方が施設を見学され
ました。

港南四丁目に複合施設が開所港南四丁目に複合施設が開所港南四丁目に複合施設が開所港南四丁目に複合施設が開所

港区立たかはま保育園

　緊急暫定保育室である「たかはま保育室」を、定員を
拡大して引き継いだ区立認可保育園です。延長保育や
一時保育のほか、在宅子育て家庭への支援事業を実施
します。

港南区民協働スペース

　区と協働して行う地域
課題解決のための活動や
公共的、公益的な活動をす
る団体が多目的に利用で
きる施設です。

港区立港南子ども中高生プラザ

　これまで本館及び学童クラブ分室にわかれて運営し
ていました。今回一箇所に再整備されるとともに、学童
クラブの定員も拡大されました。今後も子ども達の遊び
場を提供すると共に、子育て家庭支援活動を実施して
いきます。

港区立たかはま保育園  電話：5781-0255
港区立港南子ども中高生プラザ  電話：3450-9576
港南区民協働スペース  電話：3472-8750

問合せ

環境に関する取組み

　本施設には地球環境への配慮から、国産木
材を積極的に使用しています。地球温暖化防
止と国内の森林整備を促進することを目的に
昨年１０月に開始された、みなとモデル二酸化
炭素固定認証制度における認証第二号となり
ました。また、地球環境に配慮した施設整備の
一環として、国が実施する「木のまち整備促
進事業」の助成を受け、木質化施設第一号と
なりました。



第7回プラリバまつり
●9月29日

第3回ワールドシティタワーズ秋祭り
●10月14日

芝浦工業大学との連携事業「芝浦・臨海物語」
●10月6・13・20日

みどりがつなぐ交流事業
●10月20日
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区
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4 べいあっぷ 5べいあっぷ

ほのぼの作品展
●10月17・18日

～腕自慢たちの力作が勢ぞろい！～
　今年も芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ、港南いき
いきプラザゆとりーむ、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。北京市
朝陽区高齢者書画交流展も同時開催されていて、日中の
お年寄りによる書道をはじめ、各施設の利用者を中心とす
る方々の絵画や写真、工芸品などが並びました。

芝浦アイランド島祭り
●10月21日

保育園児による創作ダンス にかほ市物産店

なまはげ登場

小西自治会長による挨拶

～つなぐ・ひろがる・♥の輪～
　近隣の子ども達の手伝いも板についてきたプラリバま
つり、大人も童心にかえり、お店を廻り食べたり飲んだり
で楽しんでいましたが、主役はやはり子ども達。今年舞
台デビューのキッズ
ダンスグループの愛
らしい踊りにはカメラ
の大包囲網が出来
ていました。

～おいしいお米を鳥たちにもおすそ分け～
　港区スポーツセンター前の水田で5月に行われた田植えから約
5か月が経過して、いよいよ収穫の時期が到来。今回も新潟県
JA北魚沼の皆さんのご指導のもと、たわわに実った稲を刈り取り
ました。出来栄えは例年並みだそうですが、だいぶ鳥に食べられ
てしまったそう。しかしそこはご愛嬌。栄養満点のおいしいお米を
食べて、芝浦の鳥
はどこの鳥よりも元
気かもしれないね
と参加者たちは笑
いあっていました。

毎日練習した成果でバッチリ

とっても楽しそうに
踊っていました

豊洲運河付近  新芝運河付近 講師

東北復興への祈りは今年も続きます

こまやかさが手作りの王道

芝浦会場ではおしるこの
サービスもありました

滑るデッキでも若さが弾ける見事なダンス

ひろーい公園でノンビリひと休み

～併せて初めての防災訓練もおこなわれました～
　港区の南端に位置し隣接する港南緑水公園で行われたワールドシティ
タワーズの秋祭り。
　今年は災害時の自助共助を目的に組織された防災会の訓練も併せて行わ
れました。高層マンションで一番問題となる停電によるエレベーター停止に備
え、桟橋がある利点を活かして実際にタンカーを横付けし、自家発電用燃料の
補給訓練を実施。実現までに様々
な困難も有った画期的な試みです
が、居住者の一致協力と関係者の
熱意で実現しました。祭りに華を添
えるよさこいもチアダンスも時折の
霧雨の中、見事な踊りを披露してい
ました。当日は講師による運河の今
昔について学ぶ運河巡りも行われ、
地域の財産でもある運河の魅力も
再発見した有意義な秋祭りでした。

～住民・地域間の交流を実現～
　暑いくらいに気温が高くなった10月21日、区立プラ
タナス公園にて芝浦アイランド島祭りが開催されまし
た。お菓子プレゼントには、祭り開始前から子どもとそ
の保護者が長蛇の列をつくっていました。オープニン
グセレモニーでは秋田県の「なま
はげ」が出演し、見事な演技を披
露。また、会場には地域からの出
店とあわせて、秋田県にかほ市
物産店も出店しました。第４回目
となる今回は住民同士の交流だ
けでなく、地域間交流も実現して
いました。

～地域資源の発見と活用の可能性～
　芝浦港南地区総合支所と芝浦工業大学の連携事
業として「芝浦・臨海物語～地域資源の発見と活用の
可能性～」を開講しました。10月6日（土）は20人が参加
し、芝浦工業大学豊洲キャンパスの桟橋から船で運河

を巡りました。10月13日（土）は17人が参加、20日（土）
は14人が参加し、芝浦工業大学芝浦キャンパスで講師
の方からこの地域の歴史、変遷、地域資源等について
の講義を受けました。

白バラが色水で青バラに プロ顔負け？の見事な出来栄え 七夕まつりで作った鶴の飾りが玄関を飾ります

みんなでよさこい踊りましょ
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ヨーイ・ト�ン！
小林 稔さんの作品

「レインボーブリッジと屋形船の競演」

松岡 栄子さんの作品
「東京湾花火大会」

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。

 次回の締切は
2月8日（金）必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

…………………………………… ……………………………………

港区総合防災訓練
●11月4・11・17日

～官民協力して訓練の成果を見せる～
　11月4日、今年度の港南会場の総合防災訓練が港南
中学校と港南和楽公園を会場として実施されました。昨
年3月11日の東日本大震災発生以来、防災意識の高まり
と共に、各地で防災訓練が活発に開催されています。こ
の日は、警察、消防、港区役所など行政側の参加者と共
に地域住民も数多く参加して、実のある訓練が繰り広げ

られました。盛りだくさんな内容で行われましたが、圧巻
は高輪消防団による消火訓練、団員のキビキビとした動
きで日頃の訓練の成果を披露しました。
　この後11月11日に芝浦会
場、11月17日に台場会場でも
総合防災訓練が行われ、同
じく多くの人が参加しました。

～人気の中心はマグロと伊勢海老～
　東京海洋大学の年に一度のお祭り、海鷹祭が
11月2～4日、品川キャンパスで開催されました。
　学園のお祭りに相応しい快晴に恵まれたキャ
ンパス内は例年にも増して大勢の来場者で賑わ
いました。正門を入るとキャンパスを貫く道の両側には多数の屋台が
ならび、威勢のいい掛け声と美
味しそうな食べ物の匂いが
漂っています。今年も人気の中
心はマグロの解体ショー。伊勢
海老を具に入れたみそ汁の屋
台も大勢の人だかりができてい
ました。

海 鷹 祭
●11月2・3・4日

大きな看板が掲げられた正門 解体したマグロの切り身はジャンケンで貰えます

伊勢海老汁の屋台来場者をのせて高浜運河を航行するカッター

台場児童館まつり
●10月27日

～好天のなか大勢の児童があつまりました～
　オープニングでは広場で女の子たちによる一輪
車のエキシビションが行われました。隣接の野外テ
ントには児童による手作り販売のチョコレートフォン
デュやスーパーボールすくいな
ど各出店や風船ダーツの会場
が設営されていました。館内を
のぞくと射撃、くじ引き会場、カ
フェ、お化け屋敷など会場はど
こも元気な子どもたちでいっぱ
いとなりました。

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。
※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。

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

読 者 ギ ャ ラ リ ー

　ブルザイズ東京は日本社会人アメリカンフットボール Xリーグ（一部リーグ）に
所属するクラブチームです。設立以来、他のチームのような特定企業のスポン
サーを持たずに活動し、現在は「複数市民オーナー制」を採用し個人オー
ナー、後援会員や法人スポンサーの支援のもとに運営されています。
　港南地区をホームタウンとし
て練習するほか、毎年、海の日
には東京海洋大学を会場とし
たチャリティスポーツイベントの
開催や港南地区の祭りである
「港南ふれあい桜祭り」に参加
するなど、地域と関わりの強い
注目のチームです。

芝浦港南地区のスポーツチームを紹介ブルザイズ東京ブルザイズ東京ブルザイズ東京ブルザイズ東京ブルザイズ東京ブルザイズ東京 BullseyesBullseyesBullseyesBullseyes

泥谷 隆史さんの作品
「ヨーイ・ドン！」

小坂 善男さんの作品
「お台場イルミネーション」

台場 にじ子さんの作品
「秋の夕陽」
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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

「べいあっぷ」の編集にあなたも参加しませんか

編集委員募集！！ 芝浦港南地区
カレンダーができました！

企業清掃活動
品川グランドコモンズ街づくり協議会

大きく拡がる活動の輪

　芝浦港南地区では地域の住民、企業、団体と区の協働により、
芝浦港南地区安全・美化協議会が活動しています。
　今年度も芝浦・海岸、港南、台場の地域において清掃活動や
防犯パトロール等のキャンペーンを無事実施することができまし
た。ご参加、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
　来年度も、環境美化推進、生活安全確保のための活動を継続
します。皆様のキャンペーンへのご参加をお待ちしております。

芝浦港南地区安全・美化協議会芝浦港南地区安全・美化協議会

　アドプトとは「養子にする」という意味であり、地域の道路、公園
等を「養子」に、それらの場所で維持管理の活動いただく方を
「里親」に見立て、区ではアドプト・プログラムを実施しています。
港区に在住・在勤・在学する方であればどなたでも参加すること
ができます。活動をご希望の方には清掃用具の貸し出しや草花
の支給等（数量の限界あり）の支援を行います。

　清掃、美化、緑化などのアドプト活動を通じて、地域の道路、公
園等が活動される方だけでなく利用する方にもより親しまれてい
くことを目指しています。

アドプト・プログラム紹介アドプト・プログラム紹介

べいあっぷ編集部

　ちぃばすで若いお母さんを多く見かけます。ベビーカーで
スヤスヤ眠っている乳児や抱っこされおっとり顔の赤ちゃんに
は誰もが笑顔になります。先日、半泣きの赤ちゃんが乗ってき
ました。スマホ片手のママは座るなり画面に夢中、耐えきれず
泣き続ける子も省みず驚いたことに無言でベビーカーに付い
ていたオシャブリをボンとわが子の口へ!!慣らされているのか、
汗まみれの男の子は手足をバタつかせながらも泣きやみまし
た。何故、どうしてと居たたまれない思いでした。
　どんな子でも人間として生まれた時から、無意識に何でも

記憶に残る。遥か昔から連綿と繋がってき
た命、ひとつの命でも成長していく過程で、
数え切れない程多くの人 と々関わり繋がり
良くも悪くも影響を与えることを考えれば、
子は親の私物じゃない。昔から三つ子の
魂百までもといわれる乳幼児期の子育て、
少子化が叫ばれ公的支援も多々ある今時の子育て、周囲の
手もかり知恵もかり目をかけ手もかけ子育てを楽しんで欲し
いものです。        　 　 　　　 区民編集委員  石井 弘子

連載コラム連載コラム アッという間に終わり
　　　老後に結果の出る子育て

　私はボランティアでべいあっぷ
編集委員をしています。編集会
議に3才と1才の子を同席させて
います。上の子が0才の時に、地
域のお祭りで声をかけられ、参加
するようになりました。地域に対す
る意見を楽しく語り合い、それが

情報誌として形になっていくことに、やりがいを感じてい
ます。夕方から小さな子どもを連れて出かける苦労以
上に、多世代の方 と々本音をぶつけ合えることが面白
く、欠かさず出席しています。私達とぜひ一緒に、水辺
のこと、子ども達のことについて語り合いませんか。

（区民編集委員 古川 葉子）

　毎年、御好評をいただいている芝浦港南地区カレン
ダーの2013年版ができました。
　港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトの皆さん
が、芝浦・海岸、港南、台場で撮影された応募写真を
厳選して、こだわりのあるカレンダーに仕上げました。
　現在、芝浦
港南地区の区
施設等で無料
配布中です。
ぜひ、御家庭
等で活用してく
ださい。なお、
数に限りがあり
ますので、品切
れの際はご了
承ください。

　芝浦港南地区総合支所では、10月から、ベイエリア・ミュージック・バンクを始
めました。地域のミュージシャンを募集して総合支所に登録し、町会・自治会等
のイベント、総合支所主催の各種事業等に紹介して出演していただくもので
す。イベント等に音楽的な彩りを添えるとともに、ミュージシャンに発表の場を
提供します。
　登録したいミュージシャンは、港区芝浦港南地区総合支所のホームページか
ら登録用紙をダウンロードし、問合せ先に提出してください。
　登録されたミュージシャンに出演を依頼したい場合は、ホームページから紹介
依頼用紙をダウンロードし、提出してください。登録ミュージシャンの一覧は、ホー
ムページで閲覧することができます。クラシック、ジャズ、ボサノバ、フォルクローレ
など5組の登録をいただいています。

ホームページアドレス　http://www.city.minato.tokyo.jp/shibakou-chikusei/by_music/index.html

スマホママとベビーカー
ベイエリア
・

ミュージック
・
バンク

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下さい。
報酬などの支払いはございません。

【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問合せ

・ 道路、公園等の花壇・植栽管理　・ 道路、公園等の清掃
・ 公園等の安全パトロール

【芝浦港南地区管内で活動を希望される方】
協働推進課 土木係  電話：6400-0032問合せ

　品川グランドコモンズ街づくり協議会では、2008年から毎年2
回、品川駅港南口で清掃活動を行っています。活動の輪は毎
年どんどん拡がり、今回は街づくり協議会加盟企業だけでなく、
近隣企業やグランドコモンズのビルに入居しているテナント企業
も加わり、9社65名の有志が参加しました。地域への貢献活動
に皆心地よい汗を流していました。
　参加企業；大東建託、太陽生命保険、GKフランクフルト、三
菱UFJ信託銀行、三菱重工業、キヤノンマーケティングジャパ
ン、京王電鉄、電通国際情報サービス、ストリングスホテル東京
各企業の有志の皆さんご苦労様でした。

アドプト活動中の高浜運河沿緑地　花壇の様子

主な活動

平成２５年元日の朝、都立芝浦南ふ頭公園が開放されます。

都立芝浦南ふ頭公園で初日の出を
見ることができます！

2013
年版

平成25年1月1日（火） 午前6時から
都立芝浦南ふ頭公園（海岸3丁目33番20号）

日 時
場 所 芝浦南ふ頭公園

運動広場 レインボー
ブリッジ

海岸三丁目
（ちぃばす）
海岸三丁目
（ちぃばす）

田町駅田町駅 芝浦ふ頭駅
（ちぃばす）
芝浦ふ頭駅
（ちぃばす）

芝浦ふ頭駅芝浦ふ頭駅

海岸
通り

ゆ
り
か
め
め

検 索ベイエリア・ミュージック・バンク

↑
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「お台場海苔づくり」参加者募集！ １月は固定資産税（償却資産）の
申告月です（23区内）

都税についての
お知らせ

お知
らせ

平成25年1月1日現在、償却資産を所有している方

償却資産とは

申告が必要な方

平成25年1月31日（木）申　告　期　限

申　   告　   先 償却資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係

検索エルタックス

みなと祭（問合せ：港特別支援学校3471-9191）

1/7（月）

1/16（水）

2/9（土）

2/16（土）

3/6（水）

未　定

11：00～12：30

未　定

16：30～17：30

9：20～14：30

未　定

13：00～18：00

9：00～17：00

1/3（木）

1/9（水）

1/11（金）

1/26（土）

2/1（金）

2/3（日）

かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児対象、当日参加可能 11：00～11：15受付）

もちつき会（問合せ：こうなん保育園3450-3800、
要事前申込み、定員10組、3歳児以上とその保護者・在住者）

海の科学を学ぼう（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、小学校１～３年生対象、定員100名程度）

節　分
（問合せ：ゆとりーむ3450-9915、ゆとりーむ利用者対象）

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10：00～13：00

14：00～14：40

10：00～12：00

10：30～11：00

13：00～16：30

10：30～11：15

15：30～16：45

1/24、2/28、
3/21（木）

1/31～2/2
（木）～（土）

1/15～18
（火）～（金）

3/26（火）
雨天時は3/27（水）

1/12、19、26
2/2、9、16（土）

2/7・8
（木）・（金）

2/13～15
（水）～（金）

2/14～16
（木）～（土）

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）

おもちつき会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
要事前申込（1ヶ月前から）、定員15名、0～5歳児対象）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、要事前
申込（1ヶ月前から）、定員15名、誕生月の0～5歳児・保護者対象）

作品展
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574）

学校公開
（問合せ：芝浦小学校3451-4992）

音楽発表会
（問合せ：芝浦小学校3451-4992）

卒業会
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

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：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

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：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター

主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園

主催：港区（児童館長会）
場所：港南子ども中高生プラザ3階屋上広場

主催：港特別支援学校
場所：港特別支援学校

主催：ゆとりーむ
場所：ゆとりーむ

芝　 浦  ・  海　岸

新年のつどい
（問合せ：ゆとりーむ3450-9915、ゆとりーむ利用者対象）

14：00～

9：00～11：35

11：40～16：45

未　定

10：00～15：00

未　定

14：00～

9：40～11：35

未　定

未　定

1/19（土）

1/19（土）

1/25（金）

2月初旬予定

2/12（火）

2/16（土）

2/16（土）

2/22（金）

3/9（土）

3/22（金）

3/27（水）

港　 南

フリークライミング（問合せ：台場児童館5500-2363、
小学1年生以上対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

おもちゃの病院（問合せ：台場児童館5500-2363、
台場地域の方対象、詳細は館便りをご覧ください）

港区教育委員会研究パイロット校 研究発表会
（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

学校公開・作品展（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

小学校持久走大会
（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

親子絵本の読み聞かせ教室（問合せ：台場区民センター
5500-2355、要事前申込み、幼児とその父母・祖父母）

地域の保護者向け陶芸教室（色付け)
（問合せ：台場児童館5500-2363、台場地域の子育て中の保護者で
型作りに参加された方対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

親子そばうち体験
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み、
年長児以上の親子対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

中高生入学・進級おめでとう会
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み、
小学6年生以上対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

小6卒業おめでとう会
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み、
小学6年生対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

陶芸の集い（色付け）
（問合せ：台場児童館5500-2363、小学1年生以上で型作りに参加
された方対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

ひとりじゃないさ区民センターファミリー！「英語で遊ぼう」
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、
保護者が港区在住・在勤・在学、事前往復はがきで申し込み）

ブリッジフェスタ（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、ゆとりーむ3450-9915、台場高齢者在宅サービス
センター5531-0520、主催各施設利用者対象）

ウィンターライブ（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
出場希望者は要事前申込み、中学１年生～高校３年生対象、
定員100名程度）

港区児童館ローラーホッケー交流大会
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
参加希望者は要事前申込み、小学校１年生～高校３年生対象）

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、
小学校4年生以上中学生まで、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

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

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

場所：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：台場区民センター
場所：台場区民センター和室

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：台場児童館
場所：未定

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ、
　　  ゆとりーむ、台場高齢者在宅サービスセンター
場所：芝浦港南区民センター

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3階
　　 ミニホール（予定）

主催：高輪子ども中高生プラザ
場所：港南子ども中高生プラザ3階
　　 ミニホール

1/31、2/1 
   14：00～15：30
2/2  9：00～11：30

7日  8：40～14：40
8日  8：50～15：25

10：30～12：00（1回目）
14：00～15：30（2回目）

10：00～14：00
（12：00～13：00を除く）

主催：ゆとりーむ
場所：ゆとりーむ

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

14・15日
   8：30～15：30
16日  8：30～11：35

海苔づくりの様子は、ブログでご覧いただけます。 ＵＲＬ：http://odaiba-env.net/
問合せ 協働推進課 台場担当　電話：5500-2365

　この冬で８シーズン目を迎えた海苔づくり。お台場学園港陽
小学校５年生の総合的な学習の時間を活用して、「お台場海
苔づくりの会」という実行委員会を地域の方 と々一緒に実施
しています。
　今回は、お台場海浜公園内お台場学園前の海辺で、12
月15日（土）にひび（支柱）立て、22日（土）に海苔網張りを
行っています。
　お台場の自然が
身近に体験できる
海苔づくりにぜひと
もご参加ください。

場所は、両日共にお台場学園港陽小･中学校およびお台場海浜公園

会社や個人で、工場や商店などを経営している方
が、事業のために用いることができる構築物、機
械、器具、備品等

詳しくは、「申告の手引き」または主税局ホームページをご覧いただくか、資産が
所在する区にある都税事務所へお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 資産が所在する区にある都税事務所の償却資産係
港都税事務所（償却資産係） 03-5549-3814

償却資産の申告には、
電子申告（eLTAX:エルタックス）もご利用できます

【電子申告についてのお問い合わせ先】

（地方税ポータルシステム）

ホームページ　http://www.eltax.jp/

ヘルプデスク
0570-081459（IP電話・PHSから：045-759-3931）

※午前8時30分から午後9時00分まで（土日祝・年末年始（12/29～1/3）を除く）
1/15・29、2/26
（火）

8：00～17：30

10：30～12：00

14：30～16：30

1/7（月）

1/16（水）

台　 場

新春お楽しみ会（問合せ：台場児童館5500-2363、小学校1年生
以上（幼児の参加は保護者同伴）、詳細は館便りをご覧ください）

音楽と落語の宅配便
（問合せ：台場区民センター5500-2355、要事前申込み、大人向け）

百人一首大会・もちつき大会
（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
未就園児園庭開放、2/26は11：40からおはなし会あり）

主催：台場児童館
場所：富士急ハイランド

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：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
　　 （おはなし会はみなと図書館主催）
場所：にじのはし幼稚園

●中間刈り取り・押し葉づくり：平成25年1月19日（土）午後
●海苔摘み取り・海苔すき作業体験：平成25年2月2日（土）終日
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