芝浦港南地区

時

間

内

容

全 域

1/6 （月） 男女平等参画センター
（リーブラ）
4F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第1回）

2/3 （月） 男女平等参画センター
（リーブラ）
4F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第2回）

3/3 （月） 男女平等参画センター
（リーブラ）
4F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第1回）

3/27（木） 男女平等参画センター
（リーブラ）
4F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第2回）

1/9 （木） 芝浦アイランドこども園

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）

1/23（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら） ①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30

芝
浦

2/6 （木） 芝浦アイランドこども園

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

2/13（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら） ①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30
3/6 （木） 芝浦アイランドこども園

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

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。

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）

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

①②たかはま保育園
2/10（月）
③港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

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）

南

（プラリバ）
2/20（木） 港南子ども中高生プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

3/10（月）

①②こうなん保育園
③港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

（プラリバ）
3/20（木） 港南子ども中高生プラザ

①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30

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）

1/20（月） ①②台場保育園 ③台場分室・多目的室

①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30

1/27（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

2/17（月） 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）

2/24（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

3/17（月） 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）

3/24（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

賢

編集部

喜家村 麻美

12 べいあっぷ

香取 ゆき

男女平等参画センター
「リーブラ」
4階
（芝浦港南地区総合支所と同じ建物）港区芝浦3-1-47
1回100円（材料費）
特定非営利活動法人エブリィ 電話：6435-2323
芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係 電話：6400-0022

古川 葉子

場 所
費 用
問合せ
担 当

3月14日 ＊健康スポーツ：下半身を使った体操 ＊植木鉢作り：金のなる木を植える
いずれも金曜日 午後1時30分〜午後3時30分

石井 弘子

高齢者が、住み慣れた地域で孤立することなく安 「骨が喜ぶお話し」を伺い、後 半は季 節の折り紙
心して生活できるよう、地域の連携と協力による芝浦 を楽しみ、大盛況の会でした。
港南地区における高齢者の居場所作り・セーフティ
毎月1回、第2金曜日の午後1時30分から午後
ネットワーク作りを目的として、
この会ができました。
3時30分まで、楽しい催し及び交流の場を設けて
初 回の1 0月1 1日には、芝 浦 生まれ・芝 浦 育ち います。
の、みなと整形外科内科クリニックの中林院長から
当日、気楽にお越しください。
（ 予約不要）

西田 浩一

高齢者セーフティネットワーク事業 〜みずべネット〜 にご参加ください。

田井中 功次

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２

松浦 奈緒子

※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。

1月10日 ＊健康講座：内科医の東医師から安心して暮らせる医療のお話し ＊箸置き作り
2月14日 ＊健康スポーツ：上半身を使った体操 ＊ひな人形作り

「べいあっぷ」
創刊号が発行さ
れたのは平成18年10月、それ
から丸まる7年の歳月が経ちま
した。その間、区 民 編 集 委員と
支所の担当スタッフの顔ぶれは
変わりましたが、
「 人と人、町と
町をつなぐふれあい情報誌」と
いうコンセプトは一貫して持ち
続けてきたと自負しています。
全体として人口減少、
高齢化、
少子化が進むこの国のなかで、
芝 浦港 南地区は人口が増 加し
町として発展する活気が感じら
れます。
「べいあっぷ」を通じて、
この地区の力強い息 遣いや鼓
動をお伝えできれば、と念じて
います。
宮尾 賢

奈良 信一

場

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）

編集後記

宮尾

台

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

今後の
日 程

人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

〒108−8547 港区芝浦3-1-47
電 話:6400-0031
FAX:3452-4902
Eメール:

※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・

①②こうなん保育園
①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30
1/16（木）
③港南子ども中高生プラザ
（プラリバ）

①②たかはま保育園
①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30
2/27（木）
③港南子ども中高生プラザ
（プラリバ）

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部

sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

3/13（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら） ①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30

（プラリバ）
1/30（木） 港南子ども中高生プラザ

第30号

ご要望をお待ちしております（送り先は下記へ）。

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。
開催場所

平成 25 年 12 月

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・

芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト（平成26年1月〜3月）
日

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

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・

総合支所だより

月

芝浦港南地区情報誌

編集部では全員がボランティアで参加する区民

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

ゴヨウ
（は）
ナーニ ミナト
（コールです）

03-5472-3710

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 25028-2435

熱戦が続いた第7回芝浦港南地区水辺フェスタ
（上段の写真は、
ベイエリア写真ワークショップ参加者が撮影したものです。）

［特集］水辺フェスタ

第7回芝浦港南地区地域対抗ボートレース大会… P2
・［連載］こんにちは、校長先生 ……………………… P3
・港区ベイエリアイベントリポート…………… P4〜6
・読者ギャラリー……………………………………… P7
・環境リポート………………………………………… P8
・パワーアッププロジェクト活動報告 ……………… P9
・ベイエリアイベントカレンダー……………P10〜11
・総合支所だより…………………………………… P12
次号（第31号）は平成26年3月中旬発行予定

水辺フェスタ

第7回芝浦港南地区

地域対抗ボートレース大会

連

載

台場地域

学校外観

港南地域

芝浦・海岸2・3丁目地域

芝浦港南地区の年に一度の大型
イベント、水辺フェスタも今年で第7回目
を迎えました。
スタート当初は港南、台
場、芝浦・海岸と持ち回りで開催され
ていたこの大会も、数年前からお台場
海浜公園が会場として定着しました。
参 加チームの数も年々増 加して、
この大会が地域の人々に愛され、支
持されるイベントとなったことの証で

応援にも力が入ります

しょう。今年は子どもの部に21チーム
が競う7レース、一般の部では54チー
ムが競って18レースの熱戦が繰り広
げられました 。子どもの 部 、一 般 の
部、両方で女性の活躍が目立ったの
が今年の大会の特徴で、年々強くな
る女 子 力を如 実に表しています 。優
勝は港南地域で、5年連続の記録を
樹立しました。

港南小学校鼓笛隊

港南地域が5連覇！

大会当日は第3回ベイエリア写真ワークショップも同時に開催されました。ベイエリア写真ワークショップ参加者、
水辺フェスタスタッフが撮影した大会記録写真が支所ホームページでも見られます。

特 別 賞

1位

港南地域

204点

2位

芝浦・海岸2・3丁目地域

174点

3位

台場地域

172点

問合せ

一般の部

芝浦・海岸地域
芝浦・海岸地域

子どもの部

台場地域

協働推進課 地区政策担当

ラニオケギャルズ
芝浦Angels Extreme

どのような子ども時代を
過ごしましたか。

よく小川や田んぼにはまって泥んこになっ
て家に帰っては母親に叱られていました。と
にかく家に帰るとランドセルを投げ入れてす
ぐに 遊びに 行ってました。魚 捕りや 虫 捕り、
ビー玉、ぱった遊び（※）、
ベーゴマそして野球。
秋は、山に栗採りやきのこ採り、自然の木の

港南中学校の学級数・生徒数（平成25年12月1日）

この施設には総合支所のほか、男女平等参画セン
ター、消費者センター、
スポーツセンター、介護予防総
合センター等を整備します。
建 物 全 体 の 愛 称を公 募した結 果 、今 年 9月に

て楽しくってたまらなかったです。7月は鮎の
解禁で1週間朝4時に釣りに行っていました。
※ぱった遊び…福島地方の言葉でめんこ遊びのこと。

2

趣

味

早朝や夜中に捕りに行くのが楽しいです。セミ
は、幼虫から殻から抜け出しセミになるまでの

「みなとパーク芝浦」に決定しました。
この施設は地区の災害対策の拠点となるほか、
工事状況
（平成25年11月13日撮影）

学級数
2
7

男
6名
118名

生徒数
女
3名
83名

合計
9名
201名

※上段の数は、特別支援学級です。
（外数）

3

健康法

入浴の仕方（お腹をよく温める。そして全身を）を健康法
として実 践しています。東 洋 医 学 の 発 想に健 康（ 生 命 ）は
「五臓」にある。おなかを擦れば何処が悪いのか分かるとい
うドクターの健康法です。
理 想 体 重を目標に食 事 の 摂り方やウォーキングを心が
けています。

実を採りに行きました。
自転車に乗れるように
なると、行動範囲も広がり遊ぶのが楽しくっ

子供のときは、魚捕り。四季折々の魚を捕り
に行きました。鮎釣りは高校生のときまで行っ
ていました。虫捕りも色々やりました。虫も魚も

芝浦港南地区総合支所等が入った複合施設は、
平成２６年夏の開設に向けて、現在建設中です。

2 べいあっぷ

1

電話：6400ー0013

完成予想図

訓練や炊き出し訓練などに参加しています。地域との
つながりを大切にした取組を行っています。

港南中学校は、今年度創立50周年を迎え、11月30日
（土）に創立50周年記念式典が盛大に行われました。
港 区 総 合 防 災 訓 練では芝 浦 港 南 地 区 総 合 支 所や港

お台場学園6年生チームＢ

芝浦港南地区総合支所が新しくなります！

低炭素化への取組、誰もが安心して利用できるよう
ユニバーサルデザインに基づき設計しています。

「こんにちは、校長先生」第3回目は、港南中学校校長
渡辺一信先生です。

南防災ネットワークと連携し、中学生全員が初期消火

応援合戦もますます華やかに繰り広げられました。港南地域からは港南小学
校鼓笛隊、台場地域からはハーラウ オ プーラマ ケ アロハ、芝浦及び海岸二・
三丁目地域からは芝浦チアリーディングクラブ エンジェルスが、それぞれの地域の
勝利を願う力強い声援を送りました。

地域総合

創立50周年記念式典の様子

過 程を昆 虫 採 集にして夏 休みの 宿 題として
出していました。大人になってからはスキーに
はまり、
日本各地のスキー場に滑りに行きまし
た。海外にも行きました。最近は力のスキーか
ら楽に滑るスキーをしています。

4

好きな言葉

「Hope is a Wish for Something to Come True
by Action with Others.」（リチャード・スウェッドバーグ）
「希望には力」がある。
「 希望の力」
とは、希望をもつ、
くじけ
ない。あきらめない。努力するという力がわいてくるのです。
そして、希望は伝播していく
玄田有史「希望のつくり方」

5

最近読んだ本

「オー！ファーザー」伊坂幸太郎
「ブラックチェンバー」大沢在昌
「閉じられた国の幻写楽」島田荘司
ジャンルは異なりますが、
それぞれ内容に惹きこまれる楽し
さがあります。電車の中で束の間のひと時を過ごしています。
べいあっぷ 3

28日

10月

第8回プラリバまつり

6日

〜世代を超えたフェスティバル〜

芝浦アイランド島祭り

〜広がる交流の輪〜
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。

時折秋風も感じられる港南和楽公園で行われたプラリバ（※）
まつり。近 隣 の 協 力もすっかり板につき、年ごとに増えている来

小学生以下の子ども達先着400名にはお楽しみお菓子セットの無料

場 者も、舞 台を見たり模擬店を回ったりスイスイと肩を触れ合い

プレゼントがあり、会 場は親 子 連れで大 賑わいとなりました。フード

ながらも和やか、笑顔の親子連れが目立ったイベントでした。

ブースには近隣の自治会や地域の名店が出店し、大好評でした。
第5回目となる今

※プラリバ…港南子ども中高生プラザの愛称

回は、住 民 主 体の
ブ ー スも 多く、住
民・地 域 間の交 流
を実 感 するお 祭り
広さもまつりにちょうどいいかも？
エイヤーと気合十分

9月
29日・30日

板がバキッと割れた！
！

6日

芝浦運河まつり

雨上がりで芝生の緑も鮮やかな港南緑水公園で行われたワールドシティタワーズ
秋祭りは、港南小学校鼓笛隊65名による堂々の入場行進から始まりました。広々とし
た港南緑水公園のウッドデッキの舞台には、爽やかな秋風が吹きわたり、恒例となった

なた競技会と重なり、芝浦界隈はひとき
では 運 河クルーズや 町 内 対 抗 ボート

第4回ワールドシティタワーズ秋祭り

〜都心でもマイナスイオンが〜

今年の芝浦運河まつりは国体のなぎ
わ賑やかに盛り上がっていました。運河

でした。

10月

〜芝浦の秋の風物詩〜

メイン

ステー

町内対抗ボートレース

ジのシ

ョータ

「よさこい」の各メンバーも、活き活きと伸びやかな演舞を披露し、拍手喝采を浴びてい
ました。各公的機関や近隣の協力はもとより、安売り野菜やフリーマーケットも主婦層

イム

に人気が定着してきたようです。

レースが行われ、運河遊歩道では
フリーマーケットの「 芝 浦ざこ市
場」、新芝橋のメイン会場ではカナ
ルコンサート……。心地よい秋の
休日、人々は思い思いに憩いの
時間を過ごしていました。
芝浦ざこ市場

9月29日
〜

港区ベイエリア

9月

10月1日

運河クルーズ

第68回国民体育大会なぎなた競技会

10月
5･12･19日

〜日本武道の素晴らしさを再発見〜

芝浦工業大学との連携講座「芝浦・臨海物語」

〜船でめぐる芝浦の運河〜

港区スポーツセンターで「第68回国民体育大会なぎなた競技会」が開
催されました。選手や応援団が全国から訪れるとあって、田町駅東口周辺

芝浦港南地区総合支所と芝浦工業大

は歓迎ムード満点。会場前の「おもてなし広場」には、東北の物産展やテ

学との連携講座「芝浦・臨海物語〜お台

レビ局のブースなども並び、多くの人で賑わっていました。

場・芝浦めぐり〜」
を昨年に引き続き開講し

ところで国体のなぎなた競技会には、少年女子と成年女子の部があり、
男子の部は無いそう。女性主体の奥ゆかしいスポーツかと思いきや、会場

ました。初回は船で芝浦地区の運河、お台
様子
会場の

講師の難波先生

講師の桑田先生

場、浜離宮をめぐりました。2回目

では闘志みなぎる

と3 回目は芝 浦 工 業 大 学 芝 浦

白熱の試 合が繰

キャンパスでの講義で初回の運

り広げられていて

河めぐりを振り返り、芝浦・台場

びっくり。
日本武道

地域の過去・現在・将来や地域

特有の凛とした緊

資源について学びました。

張感に清々しさを
感じました。
4 べいあっぷ

ウェルカムボード

ゆりーとのふわふわ

東北の旨いものも集結！

渚橋脇の桟橋から乗船

小雨の降る寒い中での運河めぐり
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港区ベイエリア

10月
17日

読 者ギ ャ ラ リ ー

ほのぼの作品展

〜皆さんの力作が勢揃い〜
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あい
ぷら）、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。

台場 にじ子さんの作品
「初秋のレインボー公園」

初日は台風の影響で中止になりましたが、

おのっちさんの作品
「東京五輪開催決定特別ライトアップ」

2日目は天気にも恵まれ、皆さん笑顔で「ほの

笹尾 昭宏さんの作品
「お台場のモアイ像」

ぼの作品展」
に来られていました。会場内には、

匿名さんの作品
「夕日とウインドサーフィン」

手作りのとても暖かい作品がたくさん集まって
いました。皆さんがどの作品に対しても熱心に
見ている姿が多かったです。

10月
29日

老人クラブ対抗ボッチャ競技大会

〜スポーツの秋、活き活きと〜
芝浦港南地区総合支所では、管内の老人クラブ同
士のコミュニケーションを深めるため、平成22年度か
らボッチャ練習会を行い、平成23年度からは、練習の

※ボッチャ… 的となる白ボールに、
赤 ボールと青ボールをそれぞれ
6球ずつ投げたり、転がしたり、他の
ボールに当てたりして、
いかに近づ
けるかを競います。
パラリンピックの
競技種目にも採用されています。

しば うら子さんの作品
「橋のコミュニケーション」

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジよりお台場」

皆川 展広さんの作品
「港南の朝焼け」

港南のココア千賀子さんの作品
「田町のお米を守るハロウィン案山子」

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。

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。

成果を披露する場として、港区スポーツセンターを会
場に大会を開催しています。今年度は、総勢61名の
方々が参加し、20チームに分かれ熱戦が繰り広げら
れました。優勝は港・プラチナ会チーム、準優勝は港
南シルバークラブチーム、3 位は芝 浦 3・4 丁目O B 会
チームでした。

11月
10日・16日

※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。

次回の締切は
2月7日
（金）
必着です

港区総合防災訓練

〜高めよう地域の防災力〜
芝浦港南地区では、港南、台場の2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。
（ 芝浦会場は台風接近により中止）
両会場では、隔壁破壊・避難はしご降下の連動型訓
練などの高層住宅居住者向けの実践的な訓練が取り
入れられました。
また、今年度の新たな内容として、水害に備えた水圧
体験訓練、実際の消火器を使用したリアル消火器訓練
や女性の視点に配慮した避難所・ペットの防災対策・要
介護者や乳児などの様々なニーズへの備えの展示を行
いました。
港南中学校やお台場学園の生
徒が、防災資器材の指導役や炊き
出し・配給訓練で活躍するなど、
防災

※過去の掲載作品を一部抜粋

ご存じですか？

問合せ
・
作品の送付先

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

わが町の「青少年委員」と「スポーツ推進委員」

青少年委員及びスポーツ推進委員は、教育委員会が委嘱
して、中学校区ごとに活動し、地域の皆さんが健康で楽しく豊
かな毎日を送るための幅広い活動を行っています。
青少年委員は、
「 みなとキャンプ村」、区民まつりや地域で
の行事等をはじめ、青少年健全育成の中心的役割を担って
おり、
また、地域と行政とのパイプ役です。
一方、
スポーツ推進委員は、地域スポーツ教室の企画運営、
行政機関が行うスポーツイベント等のサポートをしています。地域
スポーツ教室は、年間８回前後実施され、
その案内は、区の関係
各所、町の掲示板、区のホームページ等を通してその都度行っ
ています。是非参加して、仲間作りや健康維持のきっかけとし
てみては如何でしょうか。
各種お問い合わせは、右記まで遠慮なくご連絡ください。

青少年委員とスポーツ推進委員との交流会の様子

お問い合わせ
青少年委員について
生涯学習推進課生涯学習係 電話：03-3578-2743
スポーツ推進委員について
生涯学習推進課スポーツ振興係 電話：03-3578-2747

住民組織、防災関係機関、学校が
一体となった訓練となりました。
6 べいあっぷ
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活

芝浦港南地区安全・美化協議会は設立10年目を迎え、環境美
化、防犯、みなとタバコルールを三本柱として活動しています。
今年度も芝浦・海岸、港南、台場の各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。
参加人数が100名を超える回もありました。
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。
どなたでも参加可能で、清掃用具はお貸し出しいたしますの
で、皆様のキャンペーンへのご参加をお待ちしております。

問合せ

【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

自ら進んで行う
グランドコモンズクリーン活動拡大中

東京都水道局からのお知らせ

高度浄水100%
になりました。

東京都水道局では、三郷浄水場など利根川水系の
浄 水 場 への高 度 浄 水 施 設の導 入を進めており、1 0月
から、港区に利根川水系から供給される全ての水が、
より安全で、おいしい高度浄水になりました。
ミネラルウォーターとの飲み比べでも、約半数の方が、
水道水の方がおいしいと感じています。皆さまも是非この
機会に、水道水を直接飲んでみてください。

問合せ 東京都水道局港営業所

告

「べいあっぷウォーキング」

品川グランドコモンズ街づくり協議会では、2009年から継
続し毎 年 2回、品川駅 港 南口の清 掃 活動を行っています 。
2013年も5月21日に引き続き、11月12日に協議会加盟企業
だけでなくテナントや近隣企業も加わり、回数を重ねるごとに
参 加 者も増 加し、今回は、約 6 0 名の有 志が参 加しました。
今後も単なる清掃活動ではなく、
「 良き企業市民」の一員と
して地域社会との共生を図ってまいります。

水道事業への皆さまの
ご理解、ご協力により、
港区内の水道水は、

報

地域の魅力アッププロジェクト

品川グランドコモンズ街づくり協議会

企業清掃活動

動

港区三田1−３−２７ 電話：5444−2091

10月6日
（日）、
「 第6回べいあっぷウォーキング〜運河沿いを歩く
〜」
を開催しました。参加者は、88人です。芝浦港南の運河沿い
を歩きながら、芝浦アイランド島祭りを開催中のプラタナス公園、
ワールドシティタワーズ秋祭りを開催中の港南緑水公園、秋咲き
のバラが美しい芝浦中央公園などの魅力的なスポットを巡りました。参加者全員に
お菓子（ヒューマンプラザのスノーボール）、特製手拭いをプレゼントしました。
第７回べいあっぷウォーキングは、来年２月に開催する予定で計画中です。

べいあっぷ編集部
一緒に誌面をつくってみませんか？

「べいあっぷ」はプロのライターやカメラマンに頼ら
ず、芝浦港南地区在住の区民編集委員がつくる地域
情報誌です。
今 年 度 は 、二 人 の 新し
い編集員が加わり、地域の
お祭りやイベントに積 極 的
に参 加し、記 事をつくって
います。取材や編集を通じ
て地域の魅力を再発見す
ることもできます。ぜひお気
軽にご参加ください。

芝浦港南地区
カレンダーができました！

2014
年版

編集委員募集！
！

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2014年版ができました。
芝 浦・海 岸 、港 南 、台 場で撮 影された応 募 写 真を
港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトの皆さんが
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、品切れの際は御了承ください。

活 動 内 容 年４回の発行ごとに平日の夜3〜4回 1回2時間程
度の編集会議への参加、イベントの取材など
対
象 芝浦港南地区在住、在勤、在学の方で、情報誌作
成や地域のイベントなどに興味のある方
申し込み方法 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メールなどでお申込みください。
そ の 他 報酬などの支払はございません。

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

8 べいあっぷ

区民編集委員 石井 弘子

都立芝浦南ふ頭公園で初日の出を
見ることができます！！！

り

通

岸

芝浦ふ頭駅

↑田町駅

海
海岸三丁目
（ちぃばす）

芝浦ふ頭駅
（ちぃばす）

め

たといいます。彼女いわく、
「人は生まれた時からチャンと記憶
する能力も感情もある一人の人間、
だから赤ちゃんの時から
色々な場所にも連れて行き体験もさせる、親の代わりに目標を
実現させようとする期待は駄目、大勢の中で遊ばせ、友達選
びなどで垣根を作らない、
自宅もオープンにし幼少時個室は
不要、小さい時可愛がられた
子は強い子に、強い子は優
しい子に育つ」等々、今更で
すが孫育てに参考にしたい
と思いました。

め

オリンピック招致の明るいニュースが日本中を駆けめぐり、
高齢者仲間でも弱者に優しいバリアフリーな街づくりがす
すむから良かった、港区民で良かったね等と話が盛り上が
りました。
その席である友人が、子育てもバリアフリーが良いと言
い出しました。平素から独特の子育て論を展開する彼女は
初孫で、両親から甘やかされ叱られた記憶がなく、母親は
友 達をも選びアレコレ習い事も薦め、教 育 熱 心な社 交 家
だったそうです。彼女は幼少時疎開先で、違った環境の中
色々な出会いがあり、親族の中で女児1人だったこともあり
周りの人達から可愛がられて育ち、
とても貴重な体験だっ

甘やかしと可愛がるは違う

か

ノビノビ、フリー子育て

り

連 載 コラム

電話：6400-0013 FAX：3452-4902

ゆ

べい あっぷ

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

芝浦港南地区安全・美化協議会

平成２６年元日の朝、都立芝浦南ふ頭公園が開放されます。
日

時

平成26年1月1日（水）午前6時から
（公園は、午後９時に閉門します。）

平成26年1月1日

日の出時刻

問合せ

午前6時51分

芝浦南ふ頭公園
運動広場

協働推進課 地区政策担当

レインボー
ブリッジ

電話：6400-0013
べいあっぷ 9

港区ベイエリア・
芝

浦 ・ 海

1月〜3 月

※日程は変更になる
可能性があります。

1/10・24・
2/7・21
（金）

岸
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、
要事前申込み）

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

1/15
（水）

主催：芝浦港南区民センター

1/15・2/19・
3/19
（水）

1/7
（火）

10：00〜13：00

1/11･25
2/8･22
3/8･29
（土）

①13：30〜14：15 ①一般コース②学生コース（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、 場所：芝浦港南区民センター
②14：30〜15：15 在住・在勤・在学者、小学校高学年以上、和太鼓初心者対象、要事前申込、
区民ホール

1/14
（火）
〜
1/24
（金）

9：00〜15：00

1/15
（水）
1/17
（金）
1/22・2/5・
2/12
（水）

ひとりじゃないさ区民センターファミリー！「和太鼓エクササイズ」

各コース定員14名）

芝浦小 書き初め展
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
芝浦小保護者・地域の皆様対象）
おもちつき会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
10：00〜12：00
要事前申込
《1ヵ月前から》
、
0〜5歳児対象、
定員15名）
地域の方と遊ぼう会
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
地域の方・
13：00〜13：30
昔遊びを教えてくださる方対象）
未就園児の会
「りんごちゃんくらぶ」
9：30〜11：30
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児親子対象）

1/23・24（木）
（金） 9：00〜14：00
1/23･2/27･
3/20(木）
1/25
（土）
1/31・2/1
（金）
（土）
2/3
（月）

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ヵ月前から》
、
誕生月のお子様と保護者対象、
定員15名）
（問合せ：芝浦一丁目商店会広報
（鈴木酒店）
19:00〜21:00 ワインの会芝浦
（受付開始18:30 開演19:00） 3451-7715、
チケット制
（有料）
）
10：30〜11：00

2/15
（土）

13：45〜

9：00〜11：00
13：00〜16：30

2/18・19
（火）
（水）

18日 8：30〜15：30
19日 8：30〜14：30

3/5
（水）

15：30〜16：45

3/21
（金・祝）

10：00〜15：00

3/21
（金・祝）

13：00〜15：00

3/25
（火）

港

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

10：00〜11：30

1/16
（木）
1/17・18
（金）
(土）
1/21・22
（火）
（水）
1/25・2/22･
3/22
（土）

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

2/6
（木）

13：45〜

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

2/8
（土）

主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園

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、4、5歳の未就学児対象、要事前申込、定員20名）

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：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館

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 主催：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、
5443-7338、
港南いきいきプラザ3450-9915、
台場高齢者在宅サービスセンター
台場高齢者在宅サービスセンター5531-0520、
高齢者の方対象） 場所：芝浦港南区民センター

Winter Live
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
中高生対象）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館

主催：港南地域連合会
場所：港南小学校南門集合

主催：港区
場所：お台場レインボー公園
（予定）

2/21
（金）

9：40〜11：35

小学校持久走大会
（問合せ：お台場学園5500-2572）

主催：お台場学園
場所：お台場海浜公園

2/28
（金）

10：00〜15：00

おもちゃ病院
（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。
）
かもん亭スペシャル<中高生のつどい>
（問合せ：台場児童館
18：00〜21：00
5500-2363、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
卒業おめでとうバスハイク
（高学年バスハイク）
未 定
（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。）
1・2・3タイム 4・5・6タイム
（問合せ：台場児童館5500-2363、
未 定
事前申込制、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）

お知
参加者募集！
らせ 「お台場海苔づくり」
この冬で9シーズン目を迎えた海苔づくり。お台場学園5年生
の総合的な学習の時間と連携して、
「お台場海苔づくりの会」
と
いう実行委員会を地域の方々と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
21日
（土）
にひび（支柱）立て及び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。

●中間刈り取り・押し葉づくり：平成26年1月18日
（土）午後
●海苔摘み取り・海苔すき作業体験：平成26年2月1日（土）終日
場所は、両日共にお台場学園及びお台場海浜公園

未 定

主催：台場児童館
低学年バスハイク
（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください。
） 場所：未定

主催：お台場学園
場所：お台場学園

お台場 親子絵本の読み聞かせ教室
主催：台場区民センター
（問合せ：台場区民センター5500-2355、
幼児と保護者の方対象） 場所：台場区民センター1階和室

主催：港南子ども中高生プラザ、
高輪子ども中高生プラザ
場所：港南子ども中高生プラザ

主催：港南小学校
受付13：30〜 新1年保護者会
開会14：00〜 （問合せ：港南小学校5477-3110、平成26年度入学予定保護者対象） 場所：港南小学校
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14：00〜15：30

主催：台場区民センター
場所：台場区民センター1階ホール

お台場雪まつり

日程未定

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館

13･14日
8：30〜15：20 学校公開・作品展
15日
（問合せ：お台場学園5500-2572、5500-2575）
8：30〜11：35

主催：お台場学園港陽小学校
場所：お台場学園

未 定

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

2/20
（木）

（火）
1/7

2月15日・16日
（土）
（日）
（予定）

3/26
（水）

未 定

場

2/15
（土）

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

1/26
（日）

台

2/13〜15
（木）
〜
（土）

（金）
3/14

もちつき会
主催：こうなん保育園
（問合せ：こうなん保育園3450-3800、要事前申込、3歳以上10組まで） 場所：こうなん保育園
かもめっこデー
主催：港南幼稚園
11：00〜12：30
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児対象、
当日参加可能） 場所：港南幼稚園
（問合せ：港南小学校5477-3110、
保護者・ 主催：港南小学校
17日 8：10〜15：55 学校公開・書き初め展
場所：港南小学校
18日 8：10〜11：55 次年度以降通学予定保護者等対象）
主催：さんぽーと港南、こうなん保育園、港南いきいきプラザ
雪あそびと雪明かりの夕べ
未 定
場所：港南和楽公園
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576）
港南ふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

新1年保護者会
（問合せ：お台場学園港陽小学校5500-2572、
平成26年度入学予定保護者対象）
お台場 音楽と落語の宅配便
14：00〜15：30
（問合せ：台場区民センター5500-2355、
大人の方対象）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

9：45〜11：30

10：00〜11：00

主催：台場高齢者在宅サービスセンター

ふれあいコンサート
共催：港区青少年対策お台場地区委員会
（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター5531-0520、
入場無料） 場所：台場区民センター

①15：00〜15：45 フリークライミングにチャレンジ
主催：台場児童館
②15：50〜16：35
場所：台場児童館遊戯室
（問合せ
：
台場児童館5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください。
）
③16：50〜17：35

主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園

南

1/10
（金）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

1/29・2/5
（水）
2/10
（月）

主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館

学校公開
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
芝浦小児童保護者・地域の皆様対象）
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
卒業会
5443-7338、
小中高生対象）
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、出店は港区在住・在勤・在学者対象、要事前申込、80店舗）
芝浦小学校歌花隊1周年記念コンサート
（問合せ：芝浦小学校3451- 4992、
静かにご鑑賞ください。
）
芝浦小 卒業式
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
芝浦小6年生の保護者・関係者対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

13：30〜15：30

新1年保護者会
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
平成26年度芝浦小新1年生保護者のみ対象）
芝浦小 音楽発表会
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
静かにご鑑賞ください。
）

ノルディックウォーク教室（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター5531-0520、 主催：台場高齢者在宅サービスセンター
場所：お台場海浜公園

15：00〜16：30 港区在住60歳以上の方対象、参加費無料、貸ポール有り）
えほんタイム
（問合せ：台場児童館5500-2363、
直接児童館に
1/20
（月）
15：45〜16：30
お越しください。
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
レッツ３・４・５
（問合せ：台場児童館5500-2363、
1/21・2/18
（火） 14：45〜16：00
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
1/25
（土）

主催：芝浦幼稚園
1月31日 14：00〜15：30
作品展
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
保護者・地域の方対象） 場所：芝浦幼稚園
2月1日 9：30〜12：00

2/8・15・22
14：00〜14：40
3/1・8・15
（土）
2/15
（土）

幼稚園公開
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
地域の方対象）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校内

らっこ、
あひる
乳幼児グループ
主催：台場児童館
11：00〜11：30
場所：台場児童館遊戯室、
プチグループ
ぺんぎん、
かもめ
学童クラブ分室等
詳細は館便りをご覧ください。
）
11：00〜11：45 （問合せ：台場児童館5500-2363、
かもん亭<中高生のつどい>
（問合せ：台場児童館5500-2363、 主催：台場児童館
18：00〜20：00
場所：台場児童館
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
主催：台場児童館
15：00〜17：00 新春おたのしみ会
場所：台場児童館
詳細は館便りをご覧ください。
）
（予定）

1/9･10・16・17・23・24・
30・31 2/6･7･13・14・
20・21・27・28 3/6・7・
13・14（各木・金曜日）

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

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：台場児童館

ベイエリア
・
ミュージック
・
バンク

芝浦港南地区総合支所では、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
「ベイエリア・
ミュージック・バンク」
を実施しています。
登録されたミュージシャンを紹介します。
イベ
ントへの出演を依頼したい場合は、芝浦港南地区総合支所の
ホームページから紹介依頼用紙をダウンロードし、問合せ先に
検 索
ベイエリア・ミュージック・バンク
提出してください。
ミュージシャン名
メンバー数
清水 裕
（バイオリニスト）
1人
山口 益人
（バイオリニスト）
1人
ル ヴァン ドゥ メール
5人
ロス・アビオネス
6人
スイング ビーズ ジャズ オーケストラ 25人
MTビッグバンド
12人
MT社交ダンスバンド
6人
Kissポートスイートベルズ
8人
ミナト ジャズ セブンス
25人
八丈太鼓はなみずき
6人
お台場小林クインテット
５人
女声合唱団
「のんの」
15人
タケダサチコ
1人
マオヒ
3人
薬師丸 淳治
1人
アザバン
（麻布ミュージックジョイバンド） 15人
はーとふるばんど
7人

ジャンル
クラシック・映画音楽
フォーク・Ｊポップ・クラシック
ジャズ・ボサノバ・クラシック
フォルクローレ
ジャズ
ジャズ、
ボサノバ、社交ダンス、
ラテン
ジャズ、
ボサノバ、
ダンス
クラシック
ジャズ
邦楽
ジャズ
コーラス
Jポップ
ハワイアン、
タヒチアン
タンゴ
ジャズ、
ボサノバ
フォーク、
ダンス
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