芝浦港南地区情報誌

芝浦港南地区

総合支所だより

芝浦港南地区 平成26年7月〜9月
子育てあんしんプロジェクト
全 域

月 日

開催場所

7/ 9（水）

男女平等参画センター
（リーブラ）
4F

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。
時

間

内

容

10：15〜11：30

かるがもくらぶ
（2コース 第2回目）

芝 浦

8/ 6（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
（3コース 第1回目）
対象：26年3月〜6月生まれ

9/10
（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
（3コース 第2回目）

7/ 3（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・育児相談

7/17
（木）

芝浦アイランドこども園

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

①こども園であそぼう ②計測・育児相談
③計測・育児相談

8/ 7（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・育児相談

8/21
（木）

芝浦アイランドこども園

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

①こども園であそぼう ②計測・育児相談
③計測・育児相談

9/ 4（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・育児相談

9/18
（木）

芝浦アイランドこども園

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

①こども園であそぼう ②計測・育児相談
③計測・育児相談
①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談
①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談

7/10
（木）
7/14
（月）
7/31
（木）

港

8/ 4（月）

南

8/14
（木）
8/28
（木）
9/ 1（月）
9/11
（木）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース
①こうなん保育園
②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
①こうなん保育園
②港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）
①たかはま保育園
②港南区民協働スペース
港南子ども中高生プラザ
①こうなん保育園
②港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）
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
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測、相談
①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談
①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談
①②計測・育児相談
①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談
①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談

9/25
（木）

港南子ども中高生プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・育児相談

7/16
（木）

①台場保育園 ②台場分室・多目的室

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談

台

7/28
（月）

台場児童館

10：30〜13：00

計測・育児相談

場

8/25
（月）

台場児童館

10：30〜13：00

計測・育児相談

9/ 8（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保育園で遊ぼう、計測・育児相談
②計測・育児相談

9/29
（月）

台場児童館

10：30〜13：00

計測・育児相談

※育児相談の受付は、
終了時刻の30分前とさせていただきます。
※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。保育はありま
せん。上のお子様はお預けになられてからお越しください。

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）。

地域対抗ボートレース大会選手募集！
！

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 8 回目を迎えます。
この大会に出場するチームを、各地域から募集します。ひとつのボートに乗り込み、家族や仲間
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
！
●開催日時：平成26年9月23日（火・祝）秋分の日
午前11時〜午後4時（予定）
●開催場所：都立お台場海浜公園
●出場資格：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
●競技方法・部門：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。
競技方法

部 門
チーム編成
6人乗りゴムボート ①子どもの部 子ども（小学校3年生〜5年生）5人と18歳以上1人のチーム
による地域対抗戦 ②一般の部 大人（中学生以上）6人のチーム
＊同一部門内での複数チームへの選手登録は原則不可。
＊申し込みいただいた方の中から、当日実施予定のリレー形式のボートレース
にも別途出場いただく場合があります。

員：地域（芝浦および海岸2・3丁目、港南、台場）ごと20チーム（120人）程度。
※申込者多数の場合等は、実行委員会で調整します。
●申込方法：出場希望の部門番号、地域、チーム名、代表者の氏名・住所（勤務
先）
・電話番号・選手の氏名・チームのつながり（例：芝浦小3年1組
保護者チームなど）
・学年（子どもの部のみ）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。
●申込期間：平成26年6月21日（土）〜7月10日（木）
受付時間：午前9時〜午後5時
◇選手は全員救命胴衣を着用し、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、港南地域から選手や応援者の送迎バスを運行します。
◇収集した個人情報の取扱については、港区個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
◇雨天等の天候不良により中止する場合があります。

編集
後記

芝浦公園から見たモノレール

子育て応援

「平成 26 年度第 1 回プレーパーク」…2
宮尾

賢

［連載］こんにちは、校長先生

3

港区ベイエリアイベントリポート

石井 弘子

田井中 功次

奈良 信一

4 6

読者ギャラリー

7

環境リポート

8

ベイエリア・パワーアッププロジェクト活動報告

9

ベイエリアイベントカレンダー

10 11

総合支所だより
松浦 奈緒子

古川 葉子

西田 浩一

喜家村 麻美

仲村 淳子

大島 孝康

◆次号（第 33 号）は平成 26 年 9 月下旬発行予定

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 26036-2435

べいあっぷ

‥

●定

主催：芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会 港区芝浦港南地区総合支所（協働推進課） TEL：6400−0031 FAX：03-3452-4902
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人と人、町と町をつなぐ ーふれあい情報誌ー

※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。

べいあっぷ
編集部

号

平成26年6月

〒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

芝 浦 港 南 地 区 で は、
この時期休日になると
あちこちの学校で運動
会が開催されています
ね。真夏のような暑さが続いていま
すが、子供達の賑やかな声にとても
パワーを感じさせられます。
品川ー田町間の新駅設置も決定と
なり、オリンピック・パラリンピッ
クに向け益々活気がついてきたよう
に思います。
今まで以上に人口も増え賑やかな
街になっていくのではないかなと期
待しています。
喜家村 麻美

32

第

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２
第8回水辺フェスタ

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

芝浦中央公園のバラ

12

子育て応援
特集

子供のあそび場 〜プレーパーク〜

連

載

5 月11日（日）港南緑水公園で、平成 26 年度、第 1 回のプレー
パークが開催されました。
港区では有栖川宮記念公園、高輪森の公園、プラタナス公園
などで開催されています。今回は 11日、12日の 2日間で開催されま
した。当日は天気にも恵まれ、気持ちの良いさわやかな1日でした。
「プレーパーク（冒険遊び場づくり）」とは、子供がのびのびと思
い切り遊べるように、禁止事項を少なくして、自分の責任で自由に
遊ぶことを大切にして、活動しているもので全国に広がっています。
プレーリーダーとよばれる遊びの専門家が 3 人くらいで対応して
います。あくまでも自主的に遊ぶことが目的なので、あまり口出しは
しないスタンスとのことです。受付はなく、ふらっと来
て遊べ、1日150 人〜200 人くらいの利用があるそ
うです。今回はダンボールを用意して家を作ったり、
木にロープをつないで水道とホースを使ってシャ
ワーのようにしたり、小さい子用の足だけ入れるよう
なプールなどがありました。
小さな公園でも、大きな穴を掘ったり、木があれ
ばロープでつなげるなど少し工夫をすれば、プレー
パークとして遊ぶことができます。
プレーパークは、実施する場所によって遊び方を変えられるとい
う特性があります。
あくまでも自己責任で、自分たちで様子をみながら、上手に利用
して子供たちが楽しめる、遊び場が一つでも多くなるといいですね。
取材・文／区民編集委員 西田 浩一

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金のお知らせ
消費税率の引上げに際して、所得の低い方や子育て世帯への影響
を緩和するため「臨時福祉給付金」または、
「子育て世帯臨時特例給
付金」を支給します。平成 26 年 1月1日時点で住民票が港区にある人
を対象としており、各給付金を受け取るためには申請が必要です。
対象となる人には、
７月中旬に申請書を送付する予定です。

◆対象者及び給付額

対象者

臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金

平成 26 年度分の区民税（均等
割）が課税されていない人

平成 26 年 1 月分の児童手当の
受給者で、平成 25 年の所得が
児童手当の所得限度額未満の人

（区民税が課税されている人の
（臨時福祉給付金の対象者は対
扶養親族等は対象外です。
）
象外です。）

給付額

対象者 1 人につき1 万円

（老齢基礎年金、障害基礎年金、
遺族基礎年金、児童扶養手当、特 対象児童 1 人につき1 万円
別障害者手当等の受給者には、
5千円の加算措置があります。
）

※平成 26 年 1 月 1 日時点で港区に住民票がある人が対象です。
※生活保護制度の被保護者は、保護基準改定により対応したため対象と
なりません。
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べいあっぷ

◆今後のスケジュール（予定）

申請書の送付・申請受付開始

7月中旬

各給付金支給開始

8月上旬から順次

申請受付終了

1月中旬

※スケジュールの詳細については、広報みなと
（7月1日号）
等でお知らせする予定です。
※区内在住の公務員は、勤務先から配布される「申請書」
と「児童手当（特例給付）受給状況証明書」を申請受付開
始日以降に区に送付してください。

気をつけてください！

区の職員を装った詐欺が発生しています。各
給付金に関する振り込め詐欺や、口座情報等
個人情報の詐取にはお気をつけください。
☆詳細は港区ホームページをご覧ください。

http://www.city.minato.tokyo.jp/

問合せ／臨時福祉給付金担当・
子育て世帯臨時特例給付金担当
電話／ 03−3578−2844〜2846

音楽発表会（芝浦太鼓）

総合的な学習の時間（芝浦米）

「こんにちは、校長先生」第 5 回目は、4 月から芝浦
小学校長に着任された、羽田野庸史先生です。
近年の児童数の増加に伴い、平成 23 年 1 月に現在
の新校舎に移転しました。
児童たちは、人工芝の広い校庭と屋上庭園やいくつ
ものテラスをもつ新校舎で、のびのびと学校生活を
送っています。

1

どのような子ども時代を
過ごしましたか。

子どもの好きなものは「巨人・大鵬・玉子焼
き」と言われた頃に子ども時代を過ごしました。
ジャイアンツのマークの入った黄色い野球帽
（※黄色い帽子であれば、何でも良かった）を
被って学校に通い、休み時間、放課後は、毎日、他
のクラスの子に負けまいと野球の場所取りに明け
暮れました。女の子は、
「サインは V」
「アタック
No1」
の影響で、
バレーボールばかりしていました。
喘息があって、月に 1 回は必ずと言っていい
ほど学校を休んでいたので、4 年生の時に１年
間、親元を離れ、箱根の健康学園に行ってまし
た。磯遊びで採ったウニがあまりにおいしくて、
後でこっそり食べようと友達と物干し台の陰に
隠していたのを寮母さんに見つかって、叱られ
たことも思い出です。

2

趣

味

熱帯魚飼育です。熱帯魚飼育は難しいイメージ
があり、避けていましたが、今から約20年前に引っ
越しを機に始めました。はじめは、初心者向けの
熱帯魚を飼育していましたが、鮮やかな黄色の魚
にあこがれ、水質管理と他の魚との混泳が難しい
アフリカの湖に棲む魚にも手を出してしまいまし
た。最近は、初心者向けなのですが、避けていた
グッピーの繁殖を楽しみたいと思っています。

「芝浦米プロジェクト 2014」や芝浦小学校伝統の
「芝浦太鼓」などさまざまな取り組みを行っています。
芝浦小学校の学級数・児童数（平成26年6月1日現在）
学級数
25

3

男
445名

児童数
女
360名

合計
805名

健康法

健康診断で数値が正常値から外れると、必ずと言っていいほど
「体重を減らしましょう」と言われます。昨年度、体重を減らしたこ
とで、身体の調子も良くなり、健康診断の数値も改善したので、
体重管理の重要性をあらためて感じています｡今年もよく噛んで
食べること、夕食は９時までに食べること、食べ過ぎた次の食事は
抜くことの３つを頑張って体重管理を図りたいと思います。

4

好きな言葉

「ピンチの後にチャンス有り、チャンスの後にピンチ有り」で
す。
「ピンチの後にチャンス有り」はよく言われますが、これに
「チャンスの後にピンチ有り」という言葉を付け加え、座右の銘
としています。ピンチの時にくじけることなくその状況を打破
することでチャンスをものにするとともに、チャンスの時にもそ
の状況に慢心しないで確実にそのチャンスをつかまないと、人
の信頼を失ってしまうという戒めを込めて、
「チャンスの後にピ
ンチ有り」もセットで考えるようにしています。

5

最近読んだ本

「子どもの問題 いかに解決するか」
（魚住絹代）
「都立中高一貫校 10 校の真実」
（河合敦）
「床下仙人」
（原宏一）
教育書だけでなく、一般書なども読んで視野を広げたい
と思っています。最近は、新書版に興味を惹かれるようなタ
イトルの本が次々に出てくるので、困っています。
べいあっぷ
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4月6日

イベントリポート

第4回 港南ふれあい桜祭り開催

〜曇天にもかかわらず盛況でした！〜

4月16日

港南中学校での防災教育

〜防災を考えるきっかけに〜

高浜運河に架かる御楯橋から楽水橋一帯の広々とした運河沿いで、港南地域連合会

港南中学校において全生徒を対象に、防災知識

主催の港南ふれあい桜祭りが行われました。人気の運河巡りは芝浦の鹿島橋改築工事

と防災行動力の向上を目的とした防災教育を行いま

に伴い移設されている浮き桟橋から、

した。1 年生を対象とした防災運河めぐりでは、新港

高浜運河・京浜運河を巡り、防災時

南橋付近の防災船着場を出発し、港南防災ネット

に役立つ運河の利点や橋の由来等も

ワークの皆さんによる解説のもと、8 つの橋と2 つの

学び、地域の財産でもある運河の魅

水門を回りました。水門の構造や橋の名前の由来を

力を皆さん堪能されたようでした。恒

聞き、船の上から自分たちの住むまちを見ることで、地域の特性を知ることができました。

例の消防艇の放水や防災訓練等も

30分間の防災運河クルーズ

また、防災講座として、1 年生は DVD 学習、2・3 年生については首都直下型地震につ

行われ、模擬店にも長い行列ができ、

いての講義を行いました。防災 DVD は、東日本大震災の津波から自力で避難し、多くの

安全で規律ある地域ふれあいの場と

命を救った岩手県釜石市の中学生の行動をまとめた「釜石の奇跡」
と言われた事例を紹

して、桜の生長と共に今後大いに期

介したものです。同じ中学生として、災害時にどのように行動するのかを考えるきっかけと

待の持てるイベントです。

なりました。首都直下型地震についての講話では、過去の地震発生の周期や発生メカニ
2・3年生の防災講座

ズムの説明を通じて、防災活動の重要性を学びました。
4月10日

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザでの交通安全教室

〜正しく横断歩道を渡れるかな？〜
4月10日（木）に芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）で、4 月に小学校に入学した
ばかりの 1 年生を対象に、三田警察署による交通安全教室が行われました。
東京都にひとつしかない、
「歩行者教育システム」
というシュミレー

5月3日〜5月5日

ODAIBA ビーチスポーツフェスティバル2014

〜海辺あそびの祭典〜
風薫るゴールデンウイークの 5月3日
（土）
〜5 月5日（月・祝）、お台場海浜

ションソフトを利用し、4 人 1 組で横断歩道を渡る練習をしました。

公園においてODAIBAビーチスポー

参加した生徒たちは、右を見て左を見て、手を高く挙げて、
しっ

ツフェスティバル2014 が開催されまし

かりと横断歩道を渡ることができました。

た。砂浜では大人から子供までがビー

終盤には警視庁のマスコットキャラクター「ピーポ君」が登場し、
正しい横断歩道の渡り方を披露してくれました。

チ・マリンスポーツを無料体験できる
コーナーが設営され本物の力士に挑戦できるビーチ相撲、

生徒たちは、今回の教室で「交通安全」について楽しみながら、
しっかりと学ぶことができました。

ビーチフラッグス、ビーチテニスなどが開催されました。海上
は水上バイクの噴射の力を利用し空中へ舞い上がるフライ
ボードのエキシビションなどが開催されました。

4月13日

品川クラシックカーレビュー イン 港南

〜カーマニア垂涎〜
4 月13日（日）第 18 回高輪交通安全フェアとして開催され
ました。高輪警察一日署長としてタレントの小林恵美さんが参

間近で見る天王洲水門

加、会場の JR 品川駅港南口ふれあい広場には往年の名車
ダットサン、映画で有名なデロリアンなど計 62 台のクラシック
カーが所狭しと展示され、通路には多くのファンがカメラ片手

5月18日

主催：ＮＰＯ法人日本ビーチ文化振興協会

このイベントには、台場
地域にお住まいの皆様
がボランティアで協 力
しています。

モノレールの下での田植え体験

〜都会の真ん中で自然体験〜
5 月18日（日）に、芝浦公園で田植え体験
が行われました。

にかけつけました。交通安全パレードでは港南小学校児童が

講師の方から子どもたちにも分かりやす

乗車したオープンカーが春暖の街を実走し、通行人の注目を

い説明があり、その後、一人ずつ 2〜3 本苗

集めました。

をもらい植えていきました。今回のお米の銘
柄は「ひとめぼれ」です。岩手県気仙沼産
で、寒さに強く甘みがあるのが特徴とのこと
です。
普段の生活の中でなかなか土の中に入る
ことがないため、子どもたちは、はじめは戸惑いが見られましたが、次第に大胆にどろんこ
になっていました。
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6月1日

イベントリポート

読者ギャラリー

芝浦一丁目こども祭り

〜暑さに負けず「わっしょい、わっしょい！」〜
6 月1日（日）南浜町児童遊園にて「芝浦一丁目こども祭り」
が開催されました。
芝浦一丁目商店会の主催で、昨年まで 8月に開催されてい
ましたが、今年は 6 月に「こども祭り」として開催することになり

当日はよく晴れ、6月とは思えない最高気温 33 度という中で、
子どもたちははっぴを着て「わっしょい、わっしょい！」の元気な
掛け声と共に、一生懸命こども神輿や山車を引き、町内をめぐ
りました。

ました。

6月13日

お台場ふるさとの海づくり事業「地引網」

〜お台場っ子集まれ！どんな生物に出会えるかな？〜
前日までの雨がうそのような青空の中、

台場 にじ子さんの作品
「お台場のハナミズキと新緑」

春日 晴子さんの作品
「団地を泳ぐ鯉のぼり」

八島 雅之さんの作品
「潮干狩り」

松岡 栄子さんの作品
「ビルの谷間の一瞬の朝焼け」

田中 一さんの作品
「小さな東京タワー」

Shuichi Ishiwata さんの作品
「夕明かり」

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
8 月 8 日（金）
必着です
※過去の掲載作品を一部抜粋

お台場海浜公園で台場保育園、にじのは

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

し幼稚園、アスクお台場の子どもたちが力
をあわせて地引網を行いました。
「よいしょ
！よいしょ
！」と海に仕掛けられた
網をみんなで元気よく引きました。雨の影
響もあり、大きな魚はいませんでしたが、小さなマハゼ、ボラ、カニ、あさりなど
が網に入りました。
網にかかった魚やお台場の海についての説明を聞き、熱心に水槽の中を
観察したり、魚にさわったりしていました。網に入った魚の一部は、台場児童
館の水槽で育て、子どもたちの環境学習に役立てています。
お台場の海には、たくさんの生物が棲んでいますが、もっときれいな海にし
て、
もっともっとたくさんの生物がいる海にしたいですね。

にかほ市夏休み自然体験教室 2014

参加者募集！

平成 22 年度から始まった、芝浦港南地区と秋田県にかほ市の交流事業です。
にかほ市でのホームステイや、湿原散策、野菜の収穫、そば打ちなど、にかほ市の豊かな自然を体験しましょう。
日
程
費
用
募集対象
募集人数
申込方法
申込期限

平成 26 年 8 月 20 日（水）〜 8 月 22 日（金）
（2 泊 3 日）
7,000 円
芝浦港南地区在住・在学の小学 4 年生〜 6 年生
20 名 ※募集人数を超えた場合は抽選になります。
（新規の人優先）
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。
平成 26 年 7 月 11 日（金）

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。
問合せ先

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

うみだそう、うみのこと。
第 5 回 国際環太平洋教育者ネットワーク会議 2014 JAPAN
港区内で暮らす人や働く人、訪れる人
など全ての人が守るべきルールです。
港区内全域の道路、公園、児童遊園、
公開空地など屋外の公共の場所では、
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国際環太平洋海洋教育者ネットワークとは、海洋
を含めた水圏に関する教育活動に携わる教育者
のネットワークで、第 5 回目の国際会議を東京海洋
大学水圏環境教育学研究室に事務局を置き、日本
で開催することになりました。
学生発表会では、港区内の小中高等学校の生
徒も発表する予定です。
みなさまのお越しをお待ちしております。

開催日
場 所
内 容

平成 26 年 7 月 12 日（土）
東京海洋大学楽水会館、図書館ラーニングコモンズ
10：00 〜 12：00 学生発表会
「カニ護岸を使った運河学習について」
・
「水質浄化活動について」
港南中学校、山脇学園中学高等学校他
＊港南中学校の生徒は英語で発表を行います！
「被災地におけるボランティア活動について」久慈中学校
13：30 〜 16：30 研究発表会
各会場に分かれてディスカッションを行います。

べいあっぷ
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環境リポート

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・美化協議会のキャンペーンに参加しませんか
芝浦港南地区安全・美化協議会では、地域における安全対
策と環境美化を推進するため、年間を通じて各地域でのキャン
ペーンを行っています。各キャンペーンでは、地域の町会・自治
会・商店会等や事業者、団体の皆さんが協力して清掃活動や
防犯・環境美化に関する普及啓発に取り組んでいます。参加者
の皆様には、安全・美化協議会のタスキやベストを貸し出しま
す。また、清掃用具もご用意いたしますので、お気軽にご参加く

キャンペーン

実施月

時

期

実施場所

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

7月31日
（木）
7月 （予備日 8月1日（金））
午後5時から

港南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

予定：9月中旬〜下旬
午後4時から

港南地域

芝浦・海岸地区クリーンアップ・
予定：10月中旬
10月
みなとタバコルールキャンペーン
午後3時から

芝浦・
海岸地域

台場地区クリーンアップ
キャンペーン

台場地域

9月

台場地域

ださい。

12月

予定：12月上旬〜中旬
午後2時から

皆様のご参加をお待ちしております。

企業清掃活動

自ら行う美化活動

品川グランドコモンズ街づくり協議会
品川グランドコモンズ街づくり協議会では、2009 年から毎年 2 回、品川駅港南口から
八ツ山アンダーパスの間の道路両側、歩道の清掃活動を行っています。今年も5 月16日
に下記企業の皆さん約 65 名が参加し、新緑まぶしい陽気の中、空き缶、空き瓶、たばこ
の吸殻等多くのごみを回収し美しい街並みの維持に貢献しました。
■参加企業
大東建託、大東建物管理、ストリングスホテル、
太陽生命保険、玄海キャピタルマネジメント、三井
不動産ビルマネジメント、大塚製薬、NBF オフィ
スマネジメント、田町ビル、キヤノンマーケティ
ングジャパン、大林ファシリティーズ、京王電鉄、
電通国際情報サービス、京王設備サービス

連載コラム

輪道？歩道？どっち！ 歩道なのに歩道端を！？

春の交通安全週間中、黄色い帽子の子どもたちがラン

子どもたちも増えています。以前に比べ格段にスピードの出

ドセルを揺らしながら海岸通り沿いの歩道端を歩き、その

る自転車が増え危険度が増しているにもかかわらず、ひと昔

横を、誘導員がいる交差点をも我が物顔に、数え切れな

と変わらない危険な歩道がいまだ残っています。歩道を自転

い程の通勤自転車が行き交っていました。
理不尽な事も長く続くと習性になり、ルール

場合や、子どもや高齢者などが基本で、そ

も守れない人々が多い現状に「危ないから

れも徐行がマナーの筈です。最近専用レー

歩道端を歩いて登校する様に」
と安全を危

ンがアチコチに整備されては来ましたが、

惧する学校の指導なのでしょう。

ビクビクせず、驚かされず、不愉快な思い

芝浦港南台場地区は、港区 5 地区の内
（4.76 平方 km）で一番広く、日々インフラも
整備され子育てに良い環境で支所管内の
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車で通行できるのは、安全上やむを得ない
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もせず、子どもや高齢者もノンビリ歩ける安
全な歩道の一日も早い整備が待たれます。
区民編集委員 石井 弘子

平成２6年度総会
4月25日、平成26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。
今年度も新たなメンバーを迎え、計 44 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。

カルガモプロジェクト
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、多くのヒナが誕生し、
周辺住民に親しまれてきました。
今年度も、地域の子どもたち向
けのイベントや野鳥に関する講習
会など、カルガモをはじめとして
水辺の生き物の情報発信を通じ
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。

地域の魅力アップ
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：24 人

カルガモ
プロジェクト

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

べいあっぷ編集部

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：10 人

地域の魅力アッププロジェクト
メンバーの皆さんが平成 26 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7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、
国 際 交 流 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
ように努めていきます。

べいあっぷ編集部
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 32 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。

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 27（2015）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。
対 象 者 ： 港区在住・在勤・在学者
募 集 写 真 ： 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。）
応
募 ： 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 2 階 協働推進課地区政策担当へ。
住
所 ： 〒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
応 募 締 切 ： 9 月 26 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。

べいあっぷ
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港区ベイエリア・イベントカレンダー
日

時

間

主

催

場

所

月

日

時

間

イベント名

主

催

場

所

7/2(水)

1年生15:15〜16:00
2年生以上16:00〜

ビ ー チ サッカ ー グ ル ー プ（問 合 せ：台 場 児 童 館
5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）

お台場海浜公園
（雨天時：台場区民センターホール）

台場児童館

7/5
（土）

9:00〜17:00

夏フェスマラソン＠お台場 2014（問合せ：夏フェスマラソン
実行委員会042-489-0067、詳細はチラシをご覧ください）

夏フェスマラソン実行委員会

お台場海浜公園・
潮風公園

7/2
（水）

9:30〜10:30

わくわくまつり（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
未就園児親子対象）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

7/6(日)

11:00〜

七夕まつり

メゾン田町自治会

メゾン田町駐車場

7/11(金)

18:00〜20:00

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）

台場児童館

台場児童館

7/7(月)

10:15〜11:00

誕生会（たなばた）
（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、誕
生月のお子様と保護者対象、定員15名、要事前申込み（1ヶ月前から））

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

7/14(月)

16:00〜16:45

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、詳細は館便りをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

7/9(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）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

7/15
（火）

午

工 作 の つどい（問 合 せ：台 場 児 童 館 5500-2363、
要事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

7/17(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、要事前申込み（1 ヶ月前から）
）

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

7/16・8/20・
9/17
（水）

15:00〜16:30

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ふれあい
だんらん室5531-0520、60歳以上の区民対象、要事前申込み、貸ポール有り）

台場高齢者在宅サービスセンター

お台場周辺

7/19(土)

9:30〜11:45

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、小学生親子・60 歳以上の高齢者対象）

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

お台場海浜公園

7/17
（木）

午

幼児さんあつまれ（問合せ：台場児童館 5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

7/19(土)

14:00〜16:00

和のこころ 香道（夏）
（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、
港区在住・在勤・在学者対象、定員 28 名、要事前申込み）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

7/26
（土）
・27
（日） 10:00〜15:00

お台場海水浴（問合せ：芝浦港南地区総合支所協働推
進課台場担当 5500-2365）

芝浦港南地区総合支所

お台場海浜公園

7/19(土)

15:30〜18:00

夕涼み会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0〜5歳児対象、定員15名、要事前申込み（1ヶ月前から）
）

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

7月〜8月

10:30〜11:45

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）

台場児童館

台場児童館

7/19
（土）
・20
（日） 14:00〜15:30

夏 休 み 子 ど も 大 会（問 合 せ：芝 浦 港 南 区 民 セ ン タ ー
3769-8864、未就学児と保護者対象、定員150名、当日先着順）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

8/1(金)

未

定

低学年バスハイク（問合せ：台場児童館 5500-2363、
要事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

8/21・9/18
（木）

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

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

8月中旬

午

後

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

台場児童館

台場児童館

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4 〜 6年生対象、要事前申込み）

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

東京YMCA山中湖センター

9/8(月)

16:00〜16:45

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）

台場児童館

台場児童館

9/12・26日
（金）

18:00〜20:00

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）

台場児童館

台場児童館

9/18
（木）
・19
（金）
・
20
（土）

8:30〜15:30
8:30〜11：35

学校公開（20 日 8：45〜11：45 は道徳授業地区公開講
座あり）
（問合せ：お台場学園5500-2572・5500-2575）

お台場学園

お台場学園

10:00〜11:00

8/21
（木）
〜23
（土） 終

日

後

後

8/23・30・
9/6・13・20・27
（土） 14:00〜14:40
全6回

英語で遊ぼう（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、
4 〜 6 才の未就学児対象、定員 15 名、要事前申込み）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

8/28・9/25
（木）

10:15〜11:00

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、誕生月の
お子様と保護者対象、定員 15 名、要事前申込み（1 ヶ月前から））

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

9/19(金)

18:00〜20:00

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）

台場児童館

台場児童館

8/31(日)

9:00〜12:00

レインボーコンサートwith 防災救急フェア（問合せ：芝浦
港南区民センター 3769-8864、定員150名、当日先着順）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

9/23
（火・祝）

11:00〜16:00

第 8 回水辺フェスタ

水辺フェスタ実行委員会・
芝浦港南地区総合支所

お台場海浜公園

9/3(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）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

9月

午

後

幼児さんあつまれ（問合せ：台場児童館 5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

「和とエコ」講座 古布活用ぞうり作り（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員15名、要事前申込み）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

9月

午

後

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

台場児童館

台場児童館

9/10・17・24
（水） 13:00〜16:00

●港南

9/12・17・19・
24・26
（水）
・
（金）

9:00〜9:45

朝活モーニング講座（ウォーキングなど）
（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員20名、要事前申込み）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

9/20(土)

午

芝浦こどもまつり（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、芝浦
幼稚園園児・芝浦小学校児童対象、地域の方の飲食は有料）

芝浦小PTA

芝浦小学校

9/27(土)

9:30〜11:30

運動会（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、未就園児
親子・地域の方対象）

芝浦幼稚園

7/5(土)

8:45〜11:30

学校公開（問合せ：港南中学校 3471-0238、保護者・
地域の方々など対象）

港南中学校

7/9(水)

11:00〜12:30

かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
未就園児親子対象、自由参加・当日参加受付）

港南幼稚園

港南幼稚園

7/12(土)

15:30〜18:30

港特別支援学校夏祭り
（問合せ：港特別支援学校 3471-9191）

港特別支援学校夏祭り事務局

港特別支援学校グラウンド

10:00〜16:00
（開場9：30）

「海の日」記念行事（問合せ：東京海洋大学総務部総務課
広報室 5463-0355、一般参加可能）

東京海洋大学

7/24
（木)

9:30〜14:00

芝浦水再生センターサマーフェスタ 2014（問合せ：芝浦
水再生センター 3472-6411、一般参加可能）

芝浦水再生センター

芝浦水再生センター

7/26・8/23・
9/27
（土）

10:00〜11:00

港南ふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

港南地域連合会

港南小学校南門集合

終

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

7/21(月・祝)

8月19日
（火）

後

日

港南花火大会
（問合せ：港南子ども中高生プラザ 3450-9576）

芝浦小学校校庭
（雨天時は体育館）
港南中学校

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）

港南幼稚園

港南幼稚園

8:45〜11:30

学校公開（問合せ：港南中学校 3471-0238、保護者・
地域の方々など対象）

港南中学校

港南中学校

中高生館内宿泊会（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、要事前申込み）

港南子ども中高生プラザ

港南子ども中高生プラザ

9/20(土)
9/27(土)
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9:00〜16:00
（予定） 第 19 回品川クラシックカーレビューイン港南

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

品川駅港南口駅前広場
（ふれあい広場）

8:45〜11:30

学校公開（道徳授業地区公開講座）
（問合せ：港南中
学校 3471-0238、保護者・地域の方々など対象）

港南中学校

港南中学校

午

プ ラ リ バ ま つ り（問 合 せ：港 南 子 ど も 中 高 生 プ ラ ザ
3450-9576、店舗は一部チケット制（事前購入・当日販売あり））

港南子ども中高生プラザ

港南和楽公園

後

芝浦二丁目納涼盆踊り大会

実施場所：
港南ふれあい広場

実施場所：
三田通り

主催団体：
品川駅港南商店会、
品川駅港南口町会

主催団体：
三田納涼カーニバル
実行委員会

7月25日（金）
・26日（土） 17:00〜21:00
27（日）は神輿のみ
11:00〜17:00

主催団体：
芝浦三・四丁目町会、
芝浦商店会

かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
未就園児親子対象、自由参加・当日参加受付）

9/14
（日）

7月19日（土）
・20日（日） 18:00〜21:00

三田納涼カーニバル

港南子ども中高生プラザ

11:00〜12:30

定

7月19日（土） 16:00〜21:00

実施場所：
なぎさ通り

9/3(水)

（写真は昨年の様子です）

品 川 駅 港 南 夏まつり

東京海洋大学
品川キャンパスグラウンド

定

地域対抗ボートレース大会

7月18日（金）
・19日（土） 17:00〜21:00

未

18:30〜20:00

9/13
（土）
・14
（日） 未

夏祭りをちょっとご 紹 介

港南子ども中高生プラザ

8月23日(土)

9/6(土)

10

イベント名

※日程は変更になる
可能性があります。

●台場

●芝浦・海岸

月

7月〜9月

芝 浦まつり

実施場所：
船路橋児童遊
園前広場
主催団体：
芝浦二丁目町
会、芝浦二丁目
商店会

7月26日（土） 16:00〜

8月1日（金）
・2日（土） 18:00〜

港南四丁目第3アパート夏祭り

海岸二・三丁目町会盆踊り大会

実施場所：
港南和楽公園

実施場所：
埠頭公園

主催団体：
港南四丁目第3
アパート自治会

主催団体：
海岸二・三丁目町会

8月30日（土） 17:00〜20:00

8月30日（土） 18:00〜21:00

9月6日（土） 15:00〜20:00

東 港 自 治 会 夏 祭り

都営港南四丁目自治会納涼大会

港 南 三 丁 目 合 同まつり

実施場所：
サンコーポラス
芝浦
主催団体：
東港自治会

実施場所：
港南公園遊歩道

実施場所：
港南三丁目遊び場

主催団体：
都営港南四丁目
自治会

主催団体：
港南三丁目合同
まつり実行委員会

7月20日（日） 10:00〜13:00

港 南 夏 祭り
実施場所：
港南郵便局前
主催団体：
港南町会

8月22日（金）は前夜祭 17:00〜21:00
8月23日（土）
11:30〜20:00

お 台 場 夏まつり
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

9月28日（日） 10:00〜17:00
29日（月）
17:00〜21:00

芝 浦 運 河まつり
実施場所：
新芝橋上及び
運河沿遊歩道
主催団体：
芝浦運河まつり
実行委員会

べいあっぷ
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