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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

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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新芝運河沿緑地

芝浦西運河のカルガモ人工巣
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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

※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

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）

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

　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。

石
井 

弘
子

奈
良 

信
一

松
浦 

奈
緒
子

田
井
中 

功
次

香
取 

ゆ
き

西
田 

浩
一

喜
家
村 

麻
美

宮
尾
　
賢

古
川 

葉
子

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

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

①②台場保育園 ③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

①②10：00～11：30 ③13：00～14：30

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）

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）

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）

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）

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）

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たかはま保育園
③港南こども中高生プラザ

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）

①②台場保育園 ③台場分室・多目的室 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）

①②台場保育園 ③台場分室・多目的室 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）

　芝浦を紹介する時は、「運河」
と「乗り物」をキーワードとして
います。「運河」は言わずと知れ
た水の町のシンボルです。「乗り
物」は、船やモノレール、ゆりかも
め、新幹線、色々なバス、意外な
ところで都電も関係深いです。
　明治の終わり頃から、埋め立
てられた地なので、何百年も経
つ古い歴史ある建造物はない
のですが、芝浦となって積み重
ねられた時間が、色々な所で熟
成されて貴重なものになって
います。
　ぜひ芝浦を散策して、新しい
発見をしていただけたらと思
います。

西田 浩一

　芝浦港南地区の３つの地
域（芝浦および海岸２･３丁目、
港南、台場）での、６人乗りゴム
ボートによる地域対抗のボート
レース大会も、今年で７回目を
迎えます。ひとつのボートに乗
り込み、家族と、仲間と、地域の
人と、楽しく汗を流して、笑顔
の輪を広げましょう！
　この大会に選手として参加
する方を、各地域から募集し
ます。

地域対抗ボートレース大会選手募集！！第7回水辺フェスタ

●開催日時
●開催場所
●対　　象
●競技方法・部門

：平成２５年９月２３日（月）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。
：希望の部門番号およびチーム名、代表者の氏名・住所（勤務先）・年齢（学年）・電話
番号、他の選手5名の氏名（分かる範囲で）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２５年６月２１日（金）～７月１０日（水）
  ◇出場選手全員に参加賞、各レースの１位のチームの選手全員にメダルと副賞があります。 
  ◇選手は救命胴衣を着用し、行事保険に加入します。
  ◇大会開催前に、ボート操作の練習会を行います。
  ◇大会当日は、芝浦および海岸地域、港南地域に選手や応援者の送迎バスを運行
　する予定です。
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□港区みなと保育サポート事業□

□□港区子育てひろば□□

　パートタイム勤務や短時間勤務等により、児童を保育
できないご家庭を対象に、原則として1日8時間及び1ヶ月
160時間を上限に保育を行います。

みなと保育サポート事業とは…

隣接する港南四丁目保育室
 黄色いチューリップのような可愛い帽子が特徴的！！

大人も聞き入ってしまうほどの読み聞かせでした カラフルな玩具がたくさん 保育サポートの帰りに利用される方も

朝のおあつまりの時間 きれいで広々したスペース

みなと保育サポート港南四丁目

髙田室長
時間帯定員２０名でお預かりを
行っております。事前の登録、予約
が必要となりますので、まずはお
電話ください。お子さまが楽しく
過ごせる場所にしていきたいと
思っています!!

上野施設長
“和”の心を大切にしたアットホームな施
設づくりを目指しております。笑顔いっぱ
いのスタッフが皆さんをお迎え致します
ので、ぜひ遊びにいらしてください!!

　区内2箇所目となる、みなと保育サポート事業！！
　2013年4月にオープンした「みなと保育サポート港南四丁目」
を見学してきました。
　温かい雰囲気の8名の保育士さんたちに迎えていただきま
した。園内は光が差し込むとても明るい雰囲気。目の前には港
南和楽公園があり、とても環境に恵まれています。

　保育室のとなりに、子育てひろばが併設されています!!
利用時間は、10時～18時です。　
　交流、相談、情報の場として子育て中のママやパパ
が子供と一緒に活用できます。対象年齢はおおむね３
歳未満。無料で使用することができます。月に何度かイ
ベントが開催されており、毎日午前午後に絵本の会が
行われています。

あっぴぃ港南四丁目

〒108-0075 東京都港区港南4-2-4  都営住宅1F
ＴＥＬ：03-5796-8861

港区みなと保育サポート事業
みなと保育サポート港南四丁目

〒108-0075 東京都港区港南4-2-4  都営住宅1F
ＴＥＬ：03-5796-8862

港区子育てひろば
あっぴぃ港南四丁目

子 育 て 応 援 特集

新連載

6月8日（土） 運動会の様子学校外観

　「こんにちは、校長先生」コーナーには、芝浦港南地
区（芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場）内の小中学校の
校長先生が登場します。
　ご自身の趣味、健康法、昔の思い出等、人間味あふ
れるお話も盛りだくさんです。ぜひお楽しみください。
　第1回目は、お台場学園港陽小・中学校校長 白石 
亨先生です。

　お台場学園港陽小・中学校は、平成22年4月に港区
で初めての小中一貫教育校になりました。

　生まれは東京ですが、育ちは千葉県です。
幼少期は佐倉市に住み、自然環境の豊かな
土地で育ちました。夏は早起きして近くの雑
木林にカブトムシを取りに行ったり、竹林から
竹を採取してナイフを使って竹筒の空気鉄
砲をつくったりしました。地域の親分格の小
学生と一緒に、毎日夕方遅くまで野外で遊ん
でいた記憶があります。理科の教員になった
のは、この頃の自然体験やものづくりの経験
が基になっているのかも知れません。

　趣味は写真です。子供が生まれてから写真
を撮るようになり、写真を撮る楽しさを知りま
した。フルサイズの一眼レフカメラを買った
り、某白レンズを購入したりと、奥さんに叱ら
れながら機器を少しずつ揃えています。また
２０代の頃はウインドサーフィンをしていまし
た。お台場の海でも、海岸が整備される前の
まだ浜辺に一軒の売店があった頃、数度とな
く通い、真冬でもウインドサーフィンをしてい
ました。

　ここ数年の運動不足がたたり、体重が○○キロも増えて
しまいました。洋服のサイズが合わなくなり、一時期減量し
てサイズダウンしたのですが、リバウンドしてしまいました。
　健康のため、食事の量に気を付けるとともに、日々の生
活の中でできるだけ歩くことや、エレベーターを使わないよ
うに心がけています。ううっ…でもあまり効果ないなぁ～。

　「一期一会」です。人と人との出会いは一生の宝です。特に
教員をしていると、春先は人と人との「別れと出会い」を経験
します。児童・生徒、同僚との別れ、そして新たな子供たち、
教職員等との出会いがあります。人と人との出会いを大切に
して、そして結び付きや絆を深めたいものと思います。

①「こころの処方箋（河合隼雄）」：かなり前に一度読んだ本
ですが、最近読み直す機会がありました。この本を読む
と、ひとの心の複雑さを考えさせられます。
②「我輩ハ苦手デアル（原田宗典）」：ユニークな文体・内容
のエッセイです。気持ちが落ち込んだときなど、明るく
ユーモアあるエッセイ集を読むと元気が取り戻せます。

どのような子ども時代を
過ごしましたか。1

2

3

4

5

港陽小・中学校の学級数・児童生徒数（平成25年6月1日現在）

学級数
児童生徒数

男
165名
  32名

港陽小　12
港陽中　  3

女
156名
  33名

合計
321名
  65名
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品川駅港南口に往年の名車が勢揃い4月
14日

　毎年、「春の交通安全運動」に合わせて開催される「品川クラシックカー
レビュー イン 港南」が今年も、4月14日（日）午前9時から開催されました。
　JR品川駅港南口前の広場には朝早くから関東各地のクラシックカー
のオーナーの皆さんが自慢の愛車に乗って駆け付けました。どの車も手
入れがいき届いて、ピカピカに磨きあげられています。今年は例年にも増
して車の種類も豊富で、台数も多く、見ごたえのある展示でした。

港南小学校の鼓笛隊

間近で見る高浜水門3年生の防災講座

防災運河めぐり

会場全景

高輪警察署長を囲んで
クラシックカーのオーナーの皆さん

パレードの先頭に立つクラシックカー

みんなではいち～ずいつもありがとうお台場学園児童による合唱

防災がんばるぞ！

～誇り高いクラシックカーのパレードにファンが大声援～～誇り高いクラシックカーのパレードにファンが大声援～

みどりがつなぐ交流事業「田植え体験」5月
26日

　今年も港区スポーツセンター前の水田で、田植えが
行われました。今回も新潟県ＪＡ北魚沼の皆さんのご
協力で、都会では貴重な農業体験ができました。
　植えたのは、新潟県魚沼産「コシヒカリ」、秋田県産
「ひとめぼれ」、古代米「紫式部」の3種類の苗です。
秋には稲刈りも行うので、豊作になると良いですね。
　田植えを体験したのは50人以上で、子どもたちの
参加が多く、とても賑やかでした。初めての田んぼに戸
惑う子や豪快に泥んこになる子、様々でした。田植えの
後に、子どもたちに「雪」とカエル、ザリガニ、おたまじゃく
しなどの「生き物」のプレゼントがあって、それも楽しかっ
たようです。子どもたちの歓声がとても爽やかでした。

～子どもたちに土の体験を～

お台場レインボーバス１周年記念式典4月
18日

～お台場レインボーバス運行開始１周年！～

東京防災隣組認定式が行われました。4月
21日

　4月21日（日）、都庁第一本庁舎5Fホールにおいて東京防災隣
組第二回の認定式が行われ、港区では芝浦港南地区管内の4団
体が認定を受けました。（右表）
　認定式では、秋山副知事からの認定証授与、認定団体の事例
発表、防災システム
研究所の山村武彦
氏による講演などが
行われました。
　出席者は、各団体
の取組に刺激を受
け、あらためて防災
活動への意欲を高
めていました。

～芝浦港南地区管内4団体が認定～
東京防災隣組とは…
大都市東京における共助の仕組みとして、地域におい
て意欲的な防災活動を行う団体を「東京防災隣組」と
して認定し、その取組を広く地域に発信し、地域の防災
活動の活性化を図る東京都の事業です。

団体名

港区の認定団体・取組内容 

取組内容

芝浦小地区防災協議会

港南防災ネットワーク

お台場学園防災Jr.ティーム
～学校から広がる地域防災の輪～

高層住宅における避難生活の
仕組みづくり

お台場学園港陽小・中学校、
お台場地区防災協議会

町会・自治会・事業所を一つにした
地域防災ネットワーク

高層マンションにおける隣近所の
助け合い活動

シーリアお台場5番街
6号棟となり組

　この記念式典は、お台場地域の住民で組織された
「台場シャトルバス運営協議会」の委員の発案・主催で
開催されました。
　安全運行とあたたかなサービスに努めてくださったお
台場レインボーバスの関係者、特に運転手の皆様へ、地

域の感謝を表すためのものです。
　式典では、お台場学園の５年生のみなさんが、「感謝
のうた」を合唱し、関係者から感謝状や記念品の贈呈を
するなど、終始和やかな雰囲気で行われました。お台場
と田町・品川間の移動時は、是非利用しましょう。

港南中学校での防災教育4月
18日

～船から見る地域の特性～
　4月18日（木）港南中学校で全生徒を対象に、防災知識・行動力の向上
を目的として、防災教育を行いました。防災運河めぐりでは、港南防災ネッ
トワークの皆さんによる解説のもと、高浜運河、天王洲運河、京浜運河をぐ
るっと回りました。普段とは違い船上からまちを見
ることで、地域の特性を再認識できました。
　防災講座では、1・2年生がＤＶＤ学習、3年生
が首都直下型地震についての講義学習を行いま
した。秋の港区総合防災訓練に向けて、防災意
識を高める授業になりました。

　5月26日（日）、今年も芝浦港南地区総合支所の外壁で、
ゴーヤによる緑のカーテン作りが行われました。当日は天気も
良く、参加の皆さんとゴーヤの苗を植えました。
　ゴーヤは生長が旺盛なので、上手に育てられると、日差しを遮って部屋
の中や建物の温度を下げてくれます。昨年は芝浦港南地区総合支所の
3階の窓の下まで育ったので、今年の目標は4階の窓全部です。
　これからの約4か月間は、水やりや摘心など手間もかかりますが、生長す
る葉や花を見たり、実を収穫できる楽しみもあります。
　何より環境問題を考えるきっかけになれば、これからのライフスタイルの
向上に役立つのではないでしょうか。

～できることからはじめよう～

緑のカーテン応援隊5月
26日
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※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が主催し、4年
に1回、世界規模で行われます。

芝浦港南地区のアスリート

読者ギャラリ ー6月
4日

6月
10日

地引網を引きます

お台場の海の魚を観察近くですくって見てみよう

　

～第22回夏季デフリンピックに出場します～

芝浦港南地区カレンダー作成のための風景写真募集
平成２６（2014）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27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

　ご夫婦で陸上競技に取り組まれ、視覚障がい（全盲）のあ
る奥様も、リオデジャネイロパラリンピックの日本代表強化指定
選手に選ばれています。
　今大会での更なる活躍を
期待して、皆さん応援しま
しょう。

　今年7月26日（金）からブルガリアのソフィアで開催される
第22回夏季デフリンピックに、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、2012年トロント世界ろう者陸上競技選手
権で4×400メートルリレーの決勝で3位に入賞し、銅メダル
を獲得しました。このリレーでのメダル獲得は、アジア初の
快挙です。

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

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
8月9日（金）必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

石さんの作品
「こいのぼり」

松岡 栄子さんの作品
「お台場海浜公園バンジージャンプ」

台場 にじ子さんの作品
「オリンピック招致への念い」

泥谷 隆史さんの作品
「モノレールと船と桜」

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジとビル群」

あさみさんの作品
「京（けい）誕生」

にかほ市夏休み自然体験教室2013 参加者募集！募 集

パブリックビューイング in 芝浦

～芝浦は日本代表チームが初の国際試合を戦った場所です～
　日本中のサポーターが固唾を飲んで見守ったサッカーW杯アジア最終予選、
日本対オーストラリア戦の興奮を地元の人に伝えようと、芝浦港南地区総合支
所主催のパブリックビューイングが芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ4階の
体育室で開催されました。
　開場と同時に熱心なサポーターが続 と々集まり、会場の熱気は上がる一方で
す。キックオフ時には補助椅子も含めて立錐の余地もない盛況。試合中は、日本
代表のユニフォームを着込んだ親子連れ、若い
カップル、勤め帰りのサラリーマンなどが２００イ
ンチの大スクリーンも割れんばかりの声援と拍
手を送りました。
　結果はご承知の通り、1対1のドロー。でも、終
了3分前、日本のエース本田選手の見事なPK
に皆満足、気持ち良く家路につきました。

お台場ふるさとの海づくり事業「地引網」

～どんな生物に出会えるかな？～
　6月10日（月）梅雨空の下、お台場海浜公園で台場保育園と台場児
童館の子どもたちが地引網を体験しました。
　海に仕掛けた網を子どもたちが「よいしょ！よいしょ！」と、地域の皆さ
んと一緒に引きました。引き上げた網の中には、スズキ、マハゼ、ボラ、
カレイ、アサリ、シオフキ（二枚貝）などたくさんの生物がいました。
　子どもたちは網にかかった魚や貝、お台場の海についての指導員の
説明に聞き入り、水槽に入れた魚や貝を熱心に観察していました。
　目の前に広がるお台場の海にも、たくさんの生物が棲んでいます。
子どもたちもふるさとの海の環境について考えるいい機会となりました。

　平成２２年度から始まった、港区芝浦港南地区と
秋田県にかほ市の交流事業です。
　にかほ市のご家庭のホームステイや、湿原散策、
野菜の収穫、そばうちなど、にかほ市の豊かな自然を
体験しましょう。

日　　程 　平成25年8月20日（火）～8月22日（木）（2泊3日）
費　　用 　7,000円
募集対象　芝浦港南地区在住の小学4年生～6年生
募集人数　20名
　　　　　※募集人数を超えた場合は抽選になります。
申込方法　芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）、港南

子ども中高生プラザ（プラリバ）、台場児童館または芝浦
港南地区総合支所協働推進課へお申し込みください。

　　　　　※参加申込書は上記施設で配布しています。
申込期限　平成25年7月12日（金）

問合せ先　港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課
　　　　　〒108-8547 港区芝浦3-1-47
　　　　　TEL：03（6400）0031　FAX：03（3452）4902

芝浦商店会キャナルカフェが臨時出店 試合開始前に松原良香さんの見どころ解説

日本同点ゴールに沸く会場

詳しくは、芝浦港南地区総合支所ホームページ
または下記の問合せ先まで。
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活　動　報　告

問合せ　〒108-8547 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 FAX：3452-4902

空飛ぶ家畜のナゼ？連載コラム連載コラム

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

江戸前の魚を通じて東京湾の環境を考える江戸前の魚を通じて東京湾の環境を考える

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

4月20日（土）、21日（日）

　それは静止画でもザワッとするし、実物はもっとザ
ワザワする気がしましたが、銀座だけでなく港区にも
あったの？と興味もわき、連日花粉情報が報道されて
いた春先、赤坂ＴＢＳビル屋上の養蜂プロジェクトを見
学しました。木箱にお目通りも初めてだし、勝手な思
い込みと偏見で、雄蜂を従え君臨しているやのイメー
ジだった女王蜂は、メタボどころか儚げな程小柄、支
えているその集団は、微かな羽音を震わせ休みなく
働いているせいか黒褐色ではなく小麦色でした。
　高度な社会生活を営む一族の主役集団「働き蜂」
が、人間に喩えれば男性ではなく女性群だった！！豆粒
みたいなその躰で巣箱から半径3キロも飛び、太陽の
角度で花のある方角を8の字やサークルダンスで仲間
に情報伝達し花蜜を集める等、八面六臂の働きには

驚くばかり。ローヤルゼリーや蜂蜜は人間が生き物を
殺さず得られる尊い栄養源。私達が毎日当たり前の
ように食している安全な果物や野菜も、ひとえに働き
蜂のおかげだと「百聞は一見にしかず」を改めて実
感した港区環境課の研修会でした。
※屋上養蜂場は現在50箇所あまり、産業としての養蜂場
を管理しているのは農林水産省畜産部で、蜜蜂は虫で
あっても家畜と見なされている。養蜂業を守り蜜源植物
を保護する重要性を指摘した法律が昭和30年「養蜂振
興法」として定められているが、国内で職業としての養
蜂家は5,800人足らずとか。 　　　　　　 

区民編集委員  石井 弘子

　港南子ども中高生プラザでは、近隣の東京海洋
大学の協力を得て毎年様々なイベントを開催してい
ます。今回は東京湾の環境を考える催しの一環とし
て、海洋大佐々木剛准教授と学生7名の協力のも
と、20日は『親子魚料理教室』を、21日には『東京湾ク
ルーズ』で年間約6,000隻の外国船が入港する東京湾の水質問題
や災害時水門の役割などを学びました。19組が参加した料理教室
では、蒸したアサリの身を取り出すのにも四苦八苦の子がいたり、東
京湾産のスズキを見事な手つきでさばくプロの料理人高橋講師に
感嘆の声をあげる男の子がいたりで盛り上がっていました。
　今回親子での参加に意義があり、知識と共に楽しい想い出として
記憶に残る催しだったと思いました。

　5月23日（木）、港南地区クリーンアップ・みなとタバコ
ルールキャンペーンを実施しました。
　今年度最初のキャンペーンということもあり、町会・自治
会、商店会、老人クラブ、周辺企業、警察・消防等から71名
の方々にご参加いただきま した。品川駅港南口周辺の清
掃活動を行うとともに、みなとタバコルールの啓発品を通行
人に配布し、路上喫煙とポイ捨ての防止を呼びかけました。

　４月２２日、平成２５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２５人の新メンバーを迎え、５５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、地区版基本計画
検討プロジェクト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。

平成２5年度総会

　メンバーの皆さんが平成25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年度から5回の実績を重ねている「べいあっぷ
ウォーキング」を始め、台場、運河などの水辺のまちの魅力
発信、文化活動等
さまざまな活動テー
マが出ています。
　芝浦港南地区の
資源を生かした魅
力的な取組ができ
るようにがんばって
いきます。

地域の魅力アッププロジェクト

　水辺や子ども・子育てに関する情報など地域特性を踏
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２8号となりまし
た。今年度は、3名
の新規編集委員が
加わり、早速取材や
記事の執筆を行っ
ています。

　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、6
年連続で多くのヒナが誕生し、可愛いカルガモの子育て
風景を見ることができます。
　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

地区版基本計画
　　　   検討プロジェクト

べいあっぷ編集部

　芝浦港南地区版計画書（平成27年度～平成29年度の
3か年計画）の策定に向け、地域事業の状況確認、地域
資源の活用方法の検
討、地域の課題の検討
等を行い、区への提言を
まとめます。
　5月12日には、地域を知
るとともに、メンバー同士
の交流を目的として地域
めぐりを実施しました。

赤坂の女王蜂はスレンダーだった！

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

地区版基本計画
検討プロジェクト

芝浦港南地区ならではの地域資源である豊かな水
辺の魅力を情報発信し、地域の魅力を一層高めるこ
とを目指し、活動します。
メンバー数：19人

芝浦アイランド付近の運河にカルガモを呼び戻し、地域
のコミュニティづくりを行うことをテーマに活動します。
メンバー数：10人

地区のさまざまな情報を収集し、地域を知り、人と
人とのつながりを探るための地区情報誌を企画・編
集します。
メンバー数：11人

芝浦港南地区版計画書の策定に向け、地域事業の
状況確認、地域資源の活用方法の検討、地域の課
題の検討等を行い、区への提言をまとめます。
メンバー数：25人（公募11人、無作為抽出14人）
＜地区内在住の方から500人を無作為抽出し、14人が参加＞

  今年度上期のキャンペーン予定
芝浦・海岸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
●日時：6月27日（木）  午後5時から
●集合場所：田町駅東口デッキ下～エレベーター前集合
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
●日時：8月1日（木）  午後5時から
●集合場所：台場区民センター（台場コミュニティーぷらざ）
  　　　　 2F台場分室入口前に集合

　どなたでもご参加いただけます。当日、集合
場所まで直接お越しください。
　たくさんの皆様のご参加をお持ちしております。

※複数のプロジェクトに重複して参加される方もいます。

5月12日の船での地域めぐりの様子



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。7月～9月

10 べいあっぷ 11べいあっぷ

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）

芝　 浦  ・  海　岸
13：30～14：30

10：15～11：00

11：00～

未　定

16：00～18：30

14：00～15：30

未　定

13：30～14：30

未　定

13：30～14：30

14：00～16：00

13：00～

10：00～17：00

7/1・8
第1、2（月）

地引網体験（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、乳幼児親子・高齢者対象）

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）

夕涼み会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、要事前申込み）
夏休み子供大会“人形劇”　“マジックショー”
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、当日先着順）

芝浦子ども祭り
（問合せ：芝浦小PTA3451-4992）

第68回国民体育大会なぎなた競技会
※大会期間中は、港区スポーツセンター前道路で被災地復興
　支援の物産展等を開催します。
※9/29（日）は、芝浦運河まつりと連携してイベント開催します。

和のふれあい１日体験講座 初めての香道（秋）
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込み）

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、小学校高学年対象、要事前申込み）

低学年バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、小学校低学年対象、要事前申込み）

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：メゾン田町自治会
場所：メゾン田町駐車場
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：お台場海浜公園
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：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：茨城県自然博物館
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：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：山梨県南都留郡山中湖キャンプ場
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
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：芝浦小PTA
場所：芝浦小学校

主催：港区
場所：港区スポーツセンター

主催：芝浦運河まつり実行委員会
場所：新芝橋上及び運河沿遊歩道

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
主催：台場児童館
場所：台場児童館

主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター

芝浦運河まつり

七夕まつり

ひとりじゃないさ区民センターファミリーはじめてのエンジョイタヒチアンダンス
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込み） 午後（詳細は未定）

18：00～20：00

 8：45～11：45

15：45～16：30

ひとりじゃないさ区民センターファミリーはじめてのエンジョイタヒチアンダンス
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込み）

ひとりじゃないさ区民センターファミリーはじめてのエンジョイタヒチアンダンス
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込み）

7/7（日）

7/20（土）

7/20（土）

8/1（木）

9/28（土）

9/28（土）

9/29（日）

8月中旬

9/7（土）

9月中旬

7/4・8/22・9/26
（木）

9/6・20
第1、3（金）

8/22～24
（木）～（土）

9/29～10/1
（日）～（火）

9：00～17：00
（10/1のみ
 13：00まで）

9/2・9
第1、2（月）

8/5・12
第1、2（月）

7/20・21
（土）・（日）

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

工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申し込み制。
詳細は館便り・チラシをご覧ください）

工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申し込み制。
詳細は館便り・チラシをご覧ください）
かもん亭＜中高生のつどい＞（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便り・チラシをご覧ください）

道徳授業地区公開講座

金魚博士教室（問合せ：台場区民センター5500-2355）

レッツ3・4・5（3、4、5歳児のつどい）（問合せ：台場児童館
5500-2363、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

第7回水辺フェスタ 地域対抗ボートレース大会

えほんタイム（問合せ：台場児童館5500-2363、直接児童館に
お越しください。詳細は館便り・チラシをご覧ください）

７月13日（土）・14日（日）
18：00～21：00

実施場所 : 船路橋前広場
主催団体 : 芝浦二丁目町会、芝浦二丁目商店会　

芝浦二丁目納涼盆おどり大会

8月2日（金）・3日（土）
18：00～

実施場所 : 埠頭公園
主催団体 : 海岸二・三丁目町会

海岸二・三丁目町会盆踊り大会

8月10日（土）
16：00～18：00

実施場所 : 南浜町児童遊園
主催団体 : 芝浦一丁目商店会

７月26日（金）・27日（土）
17：00～21：00

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 芝浦一丁目夏祭り

7月13日（土）
18：00～21：00

実施場所 : 芝浦四丁目第二アパートピロティ
主催団体 : 芝浦第二アパート自治会

ひごろ納涼大会

8月31日（土）
17：00～20：00

実施場所 : サンコーポラス芝浦
主催団体 : 東港自治会

東港自治会夏祭り

８月23日（金）は前夜祭17：00～21：00
８月24日（土） 11：30～20：00

実施場所 : お台場レインボー公園
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21日（日）
9：00～13：00

実施場所 : 港南二丁目
主催団体 : 港南町会

港 南 町 会 祭 礼

9月7日（土）
15：00～20：00

実施場所 : 港南三丁目遊び場
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

7月19日（金）・20（土）
17：00～21：00

実施場所 : 港南ふれあい広場
主催団体 : 品川駅港南商店会

品川駅港南夏まつり

8月31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

7月27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

9/23（月・祝） 11：00～15：10

港　 南

9：00～14：00

未　定

12：30～16：00

7/31～8/2
（水）～（金）

「海の日」記念行事（問合せ：東京海洋大学5463-1609）

芝浦水再生センターサマーフェスタ2013

品川クラシックカーレビュー イン 港南

主催：東京海洋大学
場所：東京海洋大学品川キャンパス
　　 （越中島キャンパスも同時開催）

主催：港南子ども中高生プラザ
場所：晴天  ふなばしアンデルセン公園
　　　雨天  千葉市科学館

10：00～16：00
（開場9：30）

サマーキャンプ（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、小学校3年生～6年生対象、要事前申込み）

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）

主催：芝浦水再生センター
場所：芝浦水再生センター

主催：港南子ども中高生プラザ
場所：千葉市少年自然の家
主催：品川駅港南商店会
場所：品川駅港南口駅前広場（ふれあい広場）

プラリバまつり（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576） 主催：港南子ども中高生プラザ場所：港南和楽公園

7/25（木）

9/15（日）

9/28（土）

7/15（月・祝）

主催：台場児童館
場所：お台場海浜公園
雨天：台場区民センターホール

1、2年生
15：30～16：15
3年生以上
16：15～

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。
1、2年生の部は、申し込み定員になりました）

7/3（水）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

主催：台場児童館
場所：台場児童館周辺

主催：台場児童館
場所：台場児童館

15：45～16：30

15：00～

7/8（月）

7/12・19
第2、3（金）　

18：00～20：00
19日は21：00まで

9：30～16：00
（予定）

主催：台場児童館
場所：お台場海浜公園
雨天：お台場学園アリーナ

ビーチフェスタ＆お台場運動会
（問合せ：台場児童館5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）

えほんタイム（問合せ：台場児童館5500-2363、直接児童館に
お越しください。詳細は館便り・チラシをご覧ください）
かもん亭＜中高生のつどい＞（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便り・チラシをご覧ください）

7/6（土） 12：30～16：00

10：30～11：457月～8月

7/4（木）

幼児プール（問合せ：台場児童館5500-2363、直接児童館に
お越しください。詳細は館便り・チラシをご覧ください）

主催：台場区民センター　
場所：台場区民センターホール13:30～15：007/27（土）

午後（詳細は未定）7/16（火）

主催：台場児童館
場所：台場児童館午後（詳細は未定）9月未定 工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申し込み制。

詳細は館便り・チラシをご覧ください）　

レッツ3・4・5（3、4、5歳児のつどい）（問合せ：台場児童館
5500-2363、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：台場児童館周辺午後（詳細は未定）9月未定

台　 場

7/24（水） 7：30～17：30
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