芝浦港南地区

時

間

内

容

全 域

（リーブラ）
４F
4/16（水） 男女平等参画センター

10：15〜11：30

かるがもくらぶ
（1コース 第1回目）
対象：25年11月〜26年2月生まれ

5/21（水） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

10：15〜11：30

かるがもくらぶ
（1コース 第2回目）

6/18（水） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

10：15〜11：30

かるがもくらぶ
（2コース 第1回目）
対象：26年1月〜26年4月生まれ

4/3 （木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら） ①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測、
相談

4/17（木） 芝浦アイランドこども園

①10：00〜12：00 ②13：30〜14：30

①②計測、
相談

芝

5/1 （木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら） ①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測、
相談

浦

5/15（木） 芝浦アイランドこども園

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

6/5 （木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら） ①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①こども園であそぼう ②③計測、
相談
①②計測、
相談

4/10（木）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

4/21（月）

①こうなん保育園
②港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

（プラリバ）
4/24（木） 港南子ども中高生プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①こうなん保育園
5/19（月）
②港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

（プラリバ）
5/22（木） 港南子ども中高生プラザ

4/28（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

5/12（月） ①台場保育園 ②台場分室・多目的室

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

5/26（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

6/9 （月） ①台場保育園 ②台場分室・多目的室

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

6/23（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

※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、施設等の都合により、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。
※かるがもくらぶ（予約制）
：みなと保健所主催のうさちゃんくらぶに参加できなかった方、
2人目以降の方を対象にしています。

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２

象 ： 芝浦港南地区管内（芝浦、海岸2･3丁目、港南、台場）在住・在勤・在学者
容 ： イベントの企画・運営※報酬等の支払はありません。
数 ： 10人程度※会議の開催は、原則として平日の夜間（４回程度の予定）
込 ： 電話で、4月4日（金）までに、みなとコール（午前9時〜午後5時受付）へ。
電話:5472ー3710

問合せ 協働推進課地区政策担当 電話：６４００−００１３
12 べいあっぷ

喜家村 麻美

9月に開催予定の水辺フェスタ〜地域対抗ボート
レース大会を一緒に企画し、盛り上げていただける
実行委員を募集します。

西田 浩一

芝浦港南地区水辺フェスタ
実行委員会 実行委員募集

編集部

香取 ゆき

①②計測、
相談

大 量 の広告入り新 聞を 筆 頭
に 、様 々 な 媒 体 を 通して 情 報
が溢 れウン ザリですが、
「広 報
みなと」は毎回目を通している
つ もりだった の に、2 月1日 発
行 分 が「N o.18 9 6 号」な のに
初めて！気づきました。ちな み
に同日発行の東 京都広報は
「8 2 2 号」でした から、港 区 は
それだけ 行政 サービスが 多い
のかと改めて思い至りました。
広報みなとの地域版「べいあっ
ぷ」も、ご提言 等 寄 せられるこ
とも多くなりました。赤ちゃん
からご高 齢 者 の方々まで見て
いただけたら幸いです。
石井 弘子

古川 葉子

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

適正に管理します。

石井 弘子

（プラリバ）
6/26（木） 港南子ども中高生プラザ

ついては港区個人情報保護条例に基づき、

賢

①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

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

宮尾

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・

田井中 功次

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①こうなん保育園
6/16（月）
②港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

松浦 奈緒子

①②計測、
相談
①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

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:

奈良 信一

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①たかはま保育園
6/12（木）
②港南区民協働スペース

場

①②計測、
相談
①保育園であそぼう、
計測、
相談
②計測、
相談

台

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

南

①こども園であそぼう ②③計測、
相談

港

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

①たかはま保育園
5/8 （木）
②港南区民協働スペース

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部

編集後記

6/19（木） 芝浦アイランドこども園

●対
●内
●人
●申

第31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 26 年 3 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4月〜6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

レインボーブリッジ南ルートから見える第三台場

お台場雪まつり
雪の滑り台を
楽しむ子どもたち

・
［特集］子育て応援

「港区地域こぞって子育て懇談会」に参加してきました！… 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32号）は平成26年6月下旬発行予定

第三台場

子 育 て 応 援 特集

1月25日 港区立子ども家庭支援センター・
明 治 学 院 大 学 社 会 学 部 付 属 研 究 所主催
「港区 地域こぞって子育て懇談会」に参加
してきました！

連

載

全体会の後、6つの部屋に分かれて井戸端会議が開かれました。
1. 多世代･地域・つながり〜子ども時代を遊びきる〜
2. ゲーム・スマホetc.のトラブル急増中！どうする？親は？子どもは？
〜現役中高生といっしょに考えよう
！〜
3. 家族が増えるとどう変わる？ママ・パパの期待と不安
〜家族が楽しく生きるには〜
4. どの子も過ごしやすい地域づくり
〜子どもの発達の課題に視点をおいて〜

学校外観

5. 大学生の放課ＧＯ
！
？〜地域の子育て、大学生にできること〜
6. 子育て・家族・地域etc.な〜んでもしゃべり場
その中から、今回私が参加した、
「どの子も過ごしやすい地域づくり
〜子どもの発達の課題に視点をおいて〜」について出たお話をお知らせします。
子どものその行動、お母さんのせい？
発達障害の子の行動に悩んでいるお母さんの絵を見
て話し合いました。多くの方が、理解のない人から母親
のしつけについてひどい言葉を投げかけられる様子を想
像しましたが、実際には気を遣われること
の方が多いとの意見も出ました。
しつけの
問題でないことを皆が理解し、その子の長
所を褒めるとお母さんも安心するのでは、
と話し合いました。

ひとりの問題は、みんなの問題。
発達障害の子が行動の特性によって周りの子に迷惑
をかけてしまった時、周りの子が自主的に解決しようと
する力を持つことが大切では、との意見が出ました。子
どもは、障害というほどでなくても発達の
バランスは良くない子の 方 が 多いくらい
です。それに対して周囲のひとりひとりが
考え、共に生きることが大切ではないか、
と話し合いました。
取材・文／区民編集委員 古川 葉子

意外に知らない自転車のルール
自転車安全利用五則を守りましょう！
1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法では、
自転車は軽車両と位置付けられており、
歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
※歩道通行ができる場合があります。
・道路標識などで認められているとき
・児童、幼児、70歳以上の高齢者及び身体に障がい
がある人が運転するとき
・車道または交通の状況から歩道通行することがやむ
を得ないと認められるとき
（道路工事・違反駐車等）
2. 車道は左側を通行
自転車は、道路の左端に寄って通行しなければなりま
せん。
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道を通行できる場合でも、車道寄りの部分をすぐ停
止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げる場合は
一時停止しなければなりません。
2 べいあっぷ

4. 安全ルールを守る
・飲酒運転、二人乗り、並進走行の禁止
・夜間はライトを必ずつけましょう。
・交 差 点では信 号を必 ず 守り、一 時 停
止と安全確認を忘れずに。
5. 子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘ
ルメットをかぶせるようにしましょう。
（自転車の安全利用の促進について
（内閣府）
「自転車安全利用五則」
より）

2月13日に実施され
た芝浦港南地区安全・
美 化 協 議 会 主 催の交
通安全講習・防犯講演
会 で 株 式 会 社 ホンダ
カーズ東京中央のご協
力のもと、
「自転車シミュレーター」
を使って、実際に事
故の危険性や安全運転について学びました。

げんきアップタイムでは
元気いっぱい体を動かします。

「こんにちは、
校長先生」第4回は、港南小学校校長
まこと
古家 眞先生です。
港南小学校は、今年創立50周年を迎えます。地域
との 連 携も強く、総 合 的な学 習 の 時 間には 、地 域 の
方々がゲストティーチャーとして講義いただく場面も
あります。延 べ 4 0 0 0 人 以 上が 参 加した夏 休み港 南
クラブ、楽しみながら運動が好きになるげんきアップ
タイムなど、ユニークな活 動も多く、子どもたちの元
ふるや

1

どのような子ども時代を
過ごしましたか。

気な声があふれている学校です。
また、5・6年生で編
成している鼓 笛 隊 は 、水 辺フェスタや 地 域 のお 祭り
などに参加し、日頃の成果を披露しています。
港南小学校の学級数・児童数（平成26年3月1日現在）
学級数
3
25

男
10名
447名

児童数
女
8名
410名

合計
18名
857名

※上段の数は、特別支援学級です。
（外数）

3

健康法

外で野球をしたり、冬になるとスキーをした
りしていました。小学校２年生からは本を読み
まくり、学 校 の 図 書 館 の 本を全 部 読もうと本

よく食べることです。忙しいときほどよく食
べるのでよく太ります 。しかし 、校 長 になって
11年、風邪をひいた記憶がありません。鼻かぜ

気で考えていました。この本好きは、大学を卒

の状態で、栄養ドリンクの少し高価なものを飲

業し教員になっても続きました。

んで、
「 早く治りましょう」
と念じます。

2

4

趣

味

少し前までは読 書で、小 学 生 時 代は子ども
向け物語、推理・ＳＦ小説、中学生からはいわゆ
る純文学。森鴎外、芥川龍之介、三島由紀夫、
安部公房など新潮文庫の日本近代小説を全部
読 もうと本 気 で 考 えていました 。数 年 前まで
は、北方謙三の時代小説や三国志などを読ん
でいました。
現 在は、海 外で活 躍する野 球 やサッカーな
どスポーツ選手の録画を見ることですが、あま
り時間がなくて、いつも早送りしながら見る始
末です。
ＮＨＫ特集はよく見ています。

好きな言葉
全ては港南の子のために

5

最近読んだ本

辻秀一の「第二の脳の作り方」
また、本ではありませんが、毎週「アエラ」は
読みます。
あ び こ ただひこ
安彦忠彦の「自己評価」は、いつも机の上に
あります。
べいあっぷ 3

〜

港区ベイエリア

12月
1月

1月

ベイエリアのもちつき大会

〜つきたてのおもちっておいしいね！〜

21日・22日
12月1日
芝浦二丁目商店会
謝恩もちつき大会

12月から1月にかけて、芝浦・海岸、港南、台場の各地
域では、町会、
自治会、商店会の主催でもちつき大会が

第8回雪あそびと雪あかりの夕べ

〜将来が楽しみな港区育ちの子どもたち〜
港南子ども中高生プラザ（プラリバ）冬の恒例イベント
「雪あそびと雪あかり
の夕べ」が区立港南和楽公園で開催されました。8回目の雪あそび、滑り台造り
も手慣れ、
アッという間に出来上がり、早く滑りたい子どもまで手伝っていました。

開催されました。

乳幼児が増えた今年は雪だるまの代わりに専用の小高い雪山が造ってあり、

子どもたちもたくさん参加し、大人にまざって、おもちを

力作揃い・

幻想的な雪

ついていました。会場には、おもちをつく杵（きね）の音と参

大勢のオムツ軍団！
？が小さな手で雪の感触を楽しんでいる様でした。園ごとに手を繋いで帰る

加者の賑やかな声が響きまし

際、
「ゴチソウサマデシタ」
とお辞儀をして帰る光景を見かけ、心が洗われたような気がしました。

あかり

た。あんこやおろし、
きな粉な
ど、色々な味のおもちの他、焼
き芋や温かいおでんが振舞わ
れた地域もあり、年末・年始を
感じられるイベントでした。

12月23日
海岸二・三丁目町会
もちつき

12月8日
芝浦一丁目町会
もちつき

1月12日
港南四丁目
第3アパート自治会
もちつき

12月28日 台場一丁目自治会連合会 もちつき

12月

を実施しました！
7日・8日 「江戸前みなと塾〜江戸前の海の開発と保全を考える2日間〜」
〜参加者が考える江戸前の海・東京湾〜
平成23年度から毎年、東京海洋大学と芝浦港南地区
総合支所の連携事業「江戸前みなと塾」
を実施していま
す。今年度は、12月7日・8日、江戸前の海の開発と保全に
ついて「埋め立て」
と
「干潟」
をキーワードに学びました。講
義、船による東京湾の現況見学、
ワークショップ等を通じ
て、参加者、講師、学生、スタッフが全員で今後の江戸前
の海のあり方を語り合い、考えていくという2日間でした。

1月
25日

ワインの会芝浦

〜ワインとダンス・芝浦のお洒落な夜〜
１月２５日
（土）、芝浦一丁目商店会主催の「ワインの会
（東京ポートボウル４階）
で
芝浦」がスタジオアーキタンツ

「 東京
第1回 平成25年12月7日「ワークショップ」
湾 の 埋め立ての歴史」参加者28人 講師：河野博氏
（東京海洋大学）、田中ゆう子氏（東亜建設工業）
第2回 平成25年12月8日「東京港クルーズ」
「 干潟
と生物」
「ワークショップ」参加者26人 講師：今井健三
氏（日本水路協会）、小堀信幸氏（船の科学館）、師田彰
子氏（全国内水面漁連）、加納光樹氏（茨城大学）、河野
博氏（東京海洋大学）

開催されました。
お酒を片手に、気軽にＤＡＮＣＥとＪＡＺＺを楽しむ会。
ワインを飲みつつ、バレエやジャグリング、
ＪＡＺＺを鑑賞。
近 距 離 でのプロのバレエダンサーの 演 技
に、観客はうっとりと見入っていました。最後
は住民の皆さんが参加してのダンスで大盛り
上がり
！お洒落で楽しい芝浦の夜でした。

1月
28日

夏みかんマーマレードづくり

〜爽やかなシトラスの香りに包まれて朝食を〜
芝浦・海岸地区で育った夏みかんで今年もマーマレードを作
2日間ともワークショップでは、6班に分かれ、
「これからの
江戸前の海の開発と保全のあるべき姿」
を話し合い、最
後に各班の提言をまとめて参加者全員で投票しました。
その結 果 、下の二つが「 江 戸 前みなと塾の提 言 」
として
選ばれました。
・自然としての海を体感できる場所、開発と自然の両立
・埋立地で自然を調和させながら多目的な利用をする

昨年度の江戸前みなと塾の提言
（べいあっぷ27号5頁
参照）
では、
クルージングでの港区のアピール、運河の有
効利用等の意見がありました。芝浦港南地区総合支所で
は、運河や東京湾での運河クルーズ、各種講座での船舶
の利用、運河沿いでのウォーキング等といった運河や東
京湾に親しむことのできる事業を充実させています。

江戸前みなと塾の詳しい内容は港区のHPを御覧ください。 江戸前みなと塾
4 べいあっぷ

検索

りました。今年は豊作で昨年の倍以上の収穫があったそうです。
大量の夏みかんを皮と袋と実と種に分けて、
さらに皮を千切り
にして… …とマーマレードづくりは手 間のかかる作
業が続きます 。
しかし手 間をかければかけるほど出
来上がったときの喜びはひとしお。小瓶につめて持ち
帰ったマーマレードをトーストにのせて食べることが
朝のささやかな幸せになっています。
このマーマレー
ドはアイスクリームに加工して秋の芝浦運河まつりで
販売されるので、みなさんもご賞味くださいね！
べいあっぷ 5

港区ベイエリア

2月
16日

読 者ギ ャ ラ リ ー

お台場雪まつり

〜雪の滑り台に感激！〜
２月１６日
（日）、お台場レインボー公園に福島県柳津町の雪がトラック
5台分運び込まれ、雪まつりが開催されました。同日は好天に恵まれ雪
そりを楽しむ子供や屋台で振舞われた柳津町の郷土料理こづゆを楽
しむ人々で賑わいました。前日の降雪で周囲は雪景色でしたが、
ここに
搬入された雪はさすが雪国直送とあり子供たちは本場の雪質を楽しん

永見 義夫さんの作品
「海からの初日の出（芝浦南ふ頭公園）」

でいるように見えました。

泥谷 隆史さんの作品
「雪の朝」

八島 雅之さんの作品
「ブルームーン」

旧協働会館の利活用へ向け整備計画を策定します
かつての芝浦は、海辺沿いの風光明媚な場所として、
料理店や旅館などが建ち並ぶ花街として賑わっていまし
た。旧協働会館（芝浦1-11）
は、昭和11年（1936年）
に、
そ
けんばん
の芝浦花柳界の見番※として建設された建物で、都内に
現存する唯一の見番木造建築です。棟梁は、
目黒雅叙
園も手がけた酒井久五郎で、外装・内装に当時の様々な
か ら は ふ
技巧を見ることができます。特に、正面玄関の唐破風や、
２階の
「百畳敷」
と呼ばれる大広間が特徴的です。
戦後は東京都により港湾労働者の宿泊所として転用
されましたが、芝浦の歴史や文化を今に伝える貴重な財
産として、平成21年に港区に建物が譲渡され、港区指定
有形文化財に指定されています。区では、伝統文化の
継承や地域活動、交流拠点として、旧協働会館を利活
用するため、平成26年度に整備計画を策定します。

宇野 有里加さんの作品
「自宅マンションから撮った夕焼け」

多和 裕二さんの作品
「第6回お台場駅伝競走大会」

松岡 栄子さんの作品
「ビルとの間のスカイツリー」

角 明洋さんの作品
「大雪去り、空気の澄んだ東京」

榎本 喜美子さんの作品
「毛づくろい！
！ね？」

台場 にじ子さんの作品
「台場の街とイルミネーション」

港南 老生さんの作品
「ビル街の朝焼け雲」

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジとお台場のビル」

旧協働会館の正面
※見番：三業組合事務所のことで、
「 置屋」
「 料亭」
「 待合」からなる
「三業」
を取りまとめ、芸者の取次ぎや遊興費の清算をする施設です。

芝浦港南地区総合支所の開設スケジュールを見直します
前号（第３０号）において、芝浦港南地区総合支所等が入る
複合施設「みなとパーク芝浦」が平成26年夏の開設に向けて
建設中とお知らせしましたが、工事の遅れから、区は、4か月の
工期延長を決定し、芝浦港南地区総合支所の開設予定日を平成
26年12月22日
（月）
に延期することとしました。
施設の開設を心待ちにしていただいている皆様には、
ご迷
惑をおかけいたします。年末には新しい芝浦港南地区総合支
所を利用いただけるよう、万全の態勢をとってまいります。
ご理解
のほどよろしくお願いいたします。
6 べいあっぷ

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。

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。

※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
5月9日
（金）必着です
完成予想図

※過去の掲載作品を一部抜粋

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
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港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

お台場海苔づくり 〜本物の江戸前海苔が今年も完成！〜

活

お台場学園の総合的な学習の
一 環として、海 苔 網の回 収 、摘み
取り、加 工などを体 験 する催しが

動

報

告

地域の魅力アッププロジェクト

小 学 校 5 年 生と地 域の方々により
行われました。昨 年 1 2月2 1日にお
台場海浜公園浜辺の沖合い約10
メートルの海中に仕 掛けられた海

「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では、2月16日
（日）、
「 第7回べい
あっぷウォーキング 台場築造160周年雪まつりの台場を散策す
やない づまち
る」
を開催しました。福島県柳津町の雪を使った第1回お台場雪
まつり、築造160周年を迎えた第三台場、白い砂浜、
自由の女神
像、東京みなと館等のお台場の魅力を堪能するウォーキングイベントでした。
参加者には、
「お台場海苔づくり」
をイメージした手拭いをプレゼントしました。

苔網を引き上げると、そこには網全
体にびっしりと生い茂った海 苔 が
生育していました。過去最高の出来栄えの海苔は
手作業で摘み取られ、
これを校門で天日干しにす
ると720枚の江戸前お台場海苔が完成しました。
午後からは海苔の味噌汁試食、海苔の佃煮づくり

【ウォーキングコース】
（参加者122人）
台場区民センター→お台場レインボー公園→第三台場→お台場海浜公園→
自由の女神像→ウエストプロムナード→東京みなと館

教室なども行われました。
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

エコプラザ

充実の講座やイベントを行うエコ発信基地

浜松町1丁目にある区立エコプラザ。環境学習施設
として開設して６年目となり、
より一層地域の人々が気軽
に環境を学べ、交流できる場となるよう、NPOや各種団
体、企業などと連携し、多数の講座やイベントを開催。
港区と地方自治体とで連携して行っている環境活動・
特産品の紹介展示や地元の木材を利用した工作など
のワークショップ、英語と日本語で学ぶ煎茶の楽しみ方
や、
自然の力を取り入れた「ナチュ

エコプラザ
浜松町1-13-1
開館時間：午前9時30分〜午後8時
休 館 日：毎月第4月曜（祝日の場合はその翌日）、
年末年始（12月29日〜1月3日）
電話：03-5404-7764 FAX：03-5404-7765
●ホームページ http://minato-ecoplaza.net/
● facebook https://www.facebook.com/minato.ecoplaza

ラルコスメ」基 礎 知 識 講 座など 、
バラエティ豊かに揃っています。
大人も子どもも、お勤めの方も、
興味のある内容に参加して、港区
の環境を再発見し、エコについて
考えてみませんか。

連 載 コラム

対

象

活動内容

活動期間
募集人員
申込方法
エコプラザビオトープ

シルバー世代は人材の宝庫

定 年 5 0 歳は一 昔 前 、現 在は概ね6 0 歳 、将 来 7 0 歳 定
年もあり得るのに、
「 今後、超高齢化社会で益々社会保
障が大変になる！」などと高齢者が肩身の狭いような悲観
的な論 評 が 多く違 和 感を覚えます 。日本には農 業 、漁
業、林業などの一次産業以外にも様々な技能や能力を
持ち、
自然体で自立した高齢者も沢山いますし80代でも
バリバリ現役の方々もいます。皆それぞれの立ち位置で
この国を支えて来たし、今も支えている人々です 。時の
流れで幼児が老児となって命を引き継いで行くのは、生き
物として当たり前のこと。前期だ後期だと一括りにされる
今時の高齢者、
アチコチ身体の衰えは否めないものの、
人や物 事の本 質を見 抜く見 識や経 験は、それを補って
8 べいあっぷ

港区ベイエリア・
メンバー
パワーアップ
募集
プロジェクト

1階多目的スペース

申込期限
そ の 他
問 合 せ

電話：6400-0013 FAX：3452-4902

芝浦港南地区総合支所は、地域の魅力アップのための活動、地区情報誌の
発行など、地域の皆さんと区がともに考え、行動する組織「港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト」
を設置しています。平成26年度のメンバーを募集
します。一緒に活動してみませんか。

芝浦港南地区（芝浦、海岸２・３丁目、港南、台場）在住・在勤・在学者等で、会議に
参加できる人
①地域の魅力アッププロジェクト
（イベントの企画・実施、地域の課題解決等）
②カルガモプロジェクト
（カヌーによる人工巣の清掃・観察や水辺の生き物の情報
発信などを通じた、世代間交流・地域交流事業の実施等）
③地域情報誌「べいあっぷ」編集部（地域のイベント、地域の団体や個人の活動など、
地域を知り人と人とのつながりを深めるための地域情報誌の企画・編集・取材等）
平成26年4月から27年3月まで
①30人程度 ②20人程度 ③15人程度
郵便番号、住所、氏名、勤務先（学校名）、電話番号、メールアドレス、希望する部会名を記入し、ファックス、
郵送、持参等で下記問合せ先まで
3月31日（月）
交通費・報酬の支払はありません。会議の際、保育を希望する人はご相談ください。応募者多数の場合抽選です。
協働推進課 地区政策担当 電話：6400−0013

高齢化は悪くない

余りある元気な人も多くおられます。PTAのOBや仕事を
リタイア後、私利私欲抜きで地域でボランティアとして活躍
している人たちは、今や社会にとって欠かせない存在で
す。子どもや周囲の人々に迷惑をかけまいと巣鴨詣です
るのも日本独自の思いやり溢れた良い風習かも知れませ
ん。子どもも高齢者も元気で暮らせる社会があってこそ、
世界に誇れる日本と言えるのではないでしょうか。
区民編集委員 石井 弘子

芝浦港南地区のアスリート
〜第22回夏季デフリンピック 陸上で活躍〜
べいあっぷ第28号でご紹介した高田 裕士
（たかだ ゆうじ）
さん
（エイベックス所属）が、
平成25年12月12日、
「 第22回夏季デフリン
ピック成績優秀者厚生労働大臣表彰」
を
受賞されました。
港南地区にお住まいの高田さんは先天性
聴覚障がいをもつアスリートとして、陸上競
技に取り組まれています。平成25年7月26日
から8月4日までブルガリアのソフィアで開催さ

れた第22回夏季デフリンピック競技大会に
出場し、4×400mリレー決勝で日本歴代2位
の記録となる6位に入賞しました。
また、個人
種目の400mハードルでも予選で日本新記録
を樹立し、決勝で7位入賞しました。
今後の更なる活躍を期待して、地域の
アスリートを応援しましょう。

※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。
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港区ベイエリア・
芝

浦 ・ 海

4月〜6月

※日程は変更になる
可能性があります。

岸

台

場

4/11
（金）

13：30〜15：00

1年生 歓迎会
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

4月〜6月
第2･4金曜

18：00〜20：00

かもん亭
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
中学・高校生対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

4/14
（月）
〜
4/16
（水）

15：00〜17：00

一輪車講習会
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生以上対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

4/7
（月）

10：00〜

入学式
（問合せ：芝浦小学校 3451-4992、
新1年児童・保護者対象）

4/7
（月）
〜
4/12
（土）

終 日

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
新入生歓迎週間
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 5443-7338） 場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

主催：台場高齢者在宅サービスセンター
4/16（水）、5/14（水）、
ノルディック・ウォーク（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
15：00〜16：30
6/18（水）
ふれあいだんらん室 5531-0520、要事前申込、60歳以上の区民対象） 場所：お台場周辺

4/19
（土）

14：00〜16：00 （問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、要事前申込、定員28名、

「和のこころ」香道で遊ぶ〜春山櫻香〜

4/17
（木）
・
4/18
（金）

4/24・5/22・
6/26
（木）

10：30〜11：30

主催：芝浦アイランドこども園
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)、定員10名,誕生月のお子様（0〜5歳児）と保護者対象） 場所：芝浦アイランドこども園

4/24
（木）
、
かもめキッズぷち らっこグループ
11：00〜11：30
5月6月毎週木曜
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
生後4ヶ月〜10ヶ月対象）

5/14
（水）

9：30〜11：30

未就園児の会りんごちゃんくらぶ
（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
未就園児親子対象）

主催：台場児童館
4/24
（木）
、
かもめキッズぷち ぺんぎんグループ
11：00〜11：45
5月6月毎週木曜
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
1歳8ヶ月〜2歳4ヶ月対象） 場所：台場児童館

応募者多数の場合港区在住・在勤・在学者優先で抽選）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館

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：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園

15：00〜17：00

初心者ローラー講習会
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生以上対象）

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

5/15・6/19
（木） 10：00〜11：00

こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、 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
要事前申込（1ヵ月前から）、定員15名、0〜5歳児対象）

主催：台場児童館
かもめキッズぷち あひるグループ
4/25
（金）
、
11：00〜11：30
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
歩き始め〜1歳7ヶ月対象） 場所：台場児童館
5月6月毎週金曜

5/25
（日）

10：00〜15：00

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、 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
出店者は要事前申込、80店舗、出店者は港区在住・在勤・在学者）

かもめキッズぷち かもめグループ
4/25
（金）
、
11：00〜11：45
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
2歳5ヶ月〜就学前対象）
5月6月毎週金曜

5/31
（土）

13：30〜16：30 （問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、要事前申込、定員10名、

5月

未 定

6/14
（土）

9：00〜11：50

6/21
（土）
6/21
（土）
・
6/23
（月）

港

「和とエコ」マイ扇子づくり

4/13
（日）

4/26
（土）

11：00〜16：00

主催：港区芝浦港南地区総合支所
場所：区立芝浦公園

4/30
（水）

15：00〜17：00

春のお楽しみ会
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生以上対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

心を育てる教育講座・公開保育
（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
保護者・地域の方対象）

主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園

5月中旬〜
7月上旬
（水）

未 定

ビーチサッカーグループ
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生以上対象）

主催：台場児童館
場所：お台場海浜公園

未 定

道徳授業地区公開講座
（問合せ：芝浦小学校 3451-4992、
保護者・学校関係者・地域の皆様対象）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

5/15
（木）
〜
5/17
（土）

15・16日
8：30〜15：30
17日 8：30〜11：35

未 定

芝浦小学校 学校公開
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
保護者・地域の皆様対象）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

5月日程未定

未 定

1･2･3タイム
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1･2･3年生対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

5月日程未定

未 定

3･4･5タイム
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
3･4･5歳児対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

6/7
（土）

8：50〜15：00

お台場学園・にじのはし幼稚園大運動会
（問合せ：お台場学園 5500-2572、
5500-2575）

主催：お台場学園
場所：お台場学園

6月21日
（土）

未 定

ビーチフェスタ＆お台場運動会
（問合せ：台場児童館 5500-2363、
地域の方対象）

主催：台場児童館
場所：お台場海浜公園

応募者多数の場合港区在住・在勤・在学者優先で抽選）

田植え体験
（要事前申込、
問合せ：芝浦港南地区総合支所
協働推進課まちづくり推進担当 6400-0017）

11：00〜16：00
9：00〜15：00
（予定）

港南ふれあい桜祭り
（問合せ：港南ふれあい桜祭り実行委員会 080-3341-8090）
第18回品川クラシックカーレビューイン港南

主催：港区港南地域連合会
場所：港南四丁目高浜運河一帯
主催：品川駅港南商店会、警視庁高輪警察署、
全日本ダットサン会
場所：品川駅港南口駅前広場（ふれあい広場）

主催：港南子ども中高生プラザ
新1年生をむかえる会
（問合せ：港南子ども中高生プラザ 3450-9576、新小学1年生対象） 場所：港南子ども中高生プラザ

4月16
（水）

午 後

4/19・5/17・
5/31
（土）

8：45〜11：35

4/26・5/24･
6/28
（土）

（一般参加可能）
10：00〜11：00 港南ふれあいクリーン作戦

5/16
（金）
・
5/17
（土）

（問合せ：港南小学校 3474-1501、
保護者・地域の方々 主催：港南小学校
16日 8:10〜15:55 学校公開
場所：港南小学校
16日あるいは17日に道徳地区公開講座あり）
17日 8:10〜11:55 など対象、

5月

未 定

6/3
（火）

11：00〜12：30

6/7
（土）

9：00〜15：00

6/13
（金）

10：00〜11
：30

6月

終 日

10 べいあっぷ

主催：お台場ふれあいフリーマーケット
実行委員会事務局
場所：台場コミュニティーぷらざ広場3階（屋外）

主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター集会室

南

4/6
（日）

お台場ふれあいフリーマーケット
（問合せ：台場区民センター
5500-2355、
港区在住・在勤・在学で20歳以上の方対象）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

学校公開
（土曜授業）
（問合せ：港南中学校 3471-0238、
地域の方・保護者対象、
中学生不可）

プラッとあそぶDAY
（問合せ：港南子ども中高生プラザ 3450-9576）
かもめっこデー
（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
当日参加可能、
未就園児と未就園児保護者対象）

主催：港南中学校
場所：港南中学校
主催：港区港南地域連合会
場所：港南小学校南門集合

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
主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

主催：港南中学校
運動会
（問合せ：港南中学校 3471-0238、地域の方・保護者対象、中学生不可） 場所：港南中学校

港南こどもまつり
（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
当日参加可能、
未就園児と未就園児保護者対象）
デイキャンプ
（問合せ：港南子ども中高生プラザ 3450-9576、
対象未定）

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：未定

6月日程未定

お知
らせ

学校公開
（問合せ：お台場学園 5500-2572、
5500-2575）

東京ベイ・クリーンアップ大作戦（問合せ：公益財団法人港区スポーツふれ

10：00〜11：30
あい文化健康財団 5770-6837、お台場海浜公園内の海底・海浜清掃。
（予定）
海底清掃のみ要事前申込）

港区港南地域連合会

主催：お台場学園
場所：お台場学園

主催：東京ベイ・クリーンアップ大作戦
実行委員会事務局
場所：お台場海浜公園

第4回 港南ふれあい桜祭り

桜の季節、港南地域をあげて「第4回 港南ふれあい桜祭り」
を
催します。多くのみなさんのお出かけをお待ちしています。
●日

時
所
●催 し

平成26年4月6日
（日）午前11時〜午後4時
高浜運河東岸（御楯橋から楽水橋の一帯）
満開の桜を楽しむ
「お花見会」
「地域有志によるステージイベント」
「模擬店」
「物販店」
「フリーマーケット」
「防災コーナー」他
●フリーマーケッ
ト
港南ふれあい桜祭りでは、
フリーマーケットを開催します。
（出店数：約70店）
●主 催 港区港南地域連合会
●場

問合せ 港南ふれあい桜祭り実行委員会

電話：080（3341）8090
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