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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

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

　　　　　　  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）。

　港区の国際性や利便性
に魅力を感じ、芝浦エリア
に転居して来て四年目に
なりますが、まだまだ地域

の情報など知らない事ばかりで、毎月
の行事や情報にわくわくしながらこの
編集にかかわらせて頂いております。
　意外に皆様にも知られていない楽し
いイベントや新しい情報が沢山詰まっ
ている地域情報誌『べいあっぷ』を、地
域の方々との繋がりを持ちながら作成
していき、ベイエリアの魅力や生きた
情報を皆様と共有して行ければと思っ
ております。

仲村 淳子

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。
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芝浦港南地区 総合支所だより

芝浦港南地区
子育てあんしんプロジェクト

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。

月　日 開催場所 時　間 内　容

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（4コース 第1回目）
対象：26年5月～8月生まれ10/15（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（4コース 第2回目）11/19（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（5コース 第1回目）
対象：26年7月～10月生まれ12/17（水）

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、相談10/ 2 （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 ②③計測、相談10/16（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、相談11/ 6 （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 ②③計測、相談11/20（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、相談12/ 4 （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 ②③計測、相談12/18（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保育園で遊ぼう、計測、相談 ②計測、相談10/ 9 （木）

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保育園で遊ぼう、計測、相談 ②計測、相談10/20（月）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談10/23（木）

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保育園で遊ぼう、計測、相談 ②計測、相談11/10（月）

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保育園で遊ぼう、計測、相談 ②計測、相談11/13（木）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談11/27（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保育園で遊ぼう、計測、相談 ②計測、相談12/11（木）

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保育園で遊ぼう、計測、相談 ②計測、相談12/15（月）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談12/25（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、相談 ②計測、相談10/ 6 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測、相談10/27（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、相談 ②計測、相談11/ 5 （水）

台場児童館 10：30～13：00 計測、相談11/17（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、相談 ②計測、相談12/ 8 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測、相談12/24（水）

※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。

平成26年10月～12月

問合せ  区民課保健福祉係  電話 ： ６４００－００２２
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人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

芝浦港南地区情報誌 芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

平成26年9月

第33号

港区総合防災訓練（芝浦港南地区総合支所管内）のお知らせ
　区では毎年、防災関係機関の協力を得て、地域ぐるみの防災訓練
を実施しています。煙ハウスなどの参加者体験型の訓練や防災知識
普及啓発のコーナーを設けます。各地区の日程は、次のとおりです。

港南から芝浦方面

東京海洋大学品川キャンパス

港南大橋から品川駅方面を望む

芝浦会場　日　時：平成26年10月26日（日）
　　　　　　　　  午前9時30分から午前11時30分まで
　　　　　会　場：芝浦小学校（芝浦4-8-18）
港南会場　日　時：平成25年11月9日（日）
　　　　　　　　  午前9時30分から午前11時30分まで
　　　　　会　場：港南小・中学校（港南4-3-3他）、港南和楽公園（港南4-2-18）
台場会場　日　時：平成26年10月4日（土）
　　　　　　　　  午前9時30分から午前11時30分まで
　　　　　会　場：お台場学園港陽小・中学校（台場1-1-5）

子沢山なひまわり
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品川駅港南夏まつり7月18日・19日

昔ながらのまつり提灯 ビルの谷間で憩いの一時高層ビルに囲まれたお神輿

芝浦二丁目納涼盆踊り大会7月19日・20日

　船路橋児童遊園にて、芝浦二丁目納涼
盆踊り大会が開催されました。
　子ども神輿や各種模擬店、子ども達に
はお楽しみ券の配布もあり、大人も子ども
も盛り上がっていました。
　また、迫力のある和太鼓の演奏ととも
に、来場された方も楽しく盆踊りを踊って
いました。

～子どもも大人も楽しみました！～

港南夏祭り7月20日

　7月20日（日）に、港南町会と品川駅
港南口町会による港南夏祭りが行わ
れました。
　子どもから大人まで、たくさんの
方たちがお神輿や山車に参加し
ていました。
　駅前を出発し、「わっしょい！
わっしょい！ 」の元気な掛け声と
ともに町内をめぐりました。

～みんなで元気にわっしょい！～

　毎年7月に開催され子ども達の笑顔と緑に囲まれ誰もが癒されるサマー
フェスタ、稼働20周年を迎えた今年、外から見ても変革の様子が感じられ
る様になってきました。32階建ての高層ビルは10月完成予定、昭和6年稼働
で『山手線内側の広さに相当する処理
区域』を誇る芝浦水再生センターは、水
処理と活用能力の進化と共に港区と連携
し「森林をイメージした新しい公園」も来年
3月完成予定、地域密着型のオープン
スペース等々驚くほどの変貌を遂げつつ
ありました。

芝浦水再生センターサマーフェスタ20147月24日

～新たな都市形成のモデル～

　7月25、26、27日（金・土・日） 田町駅東口のなぎさ通り周辺において芝浦まつりが
開催されました。通りの中央のやぐらでは盆踊り、若芝太鼓独演会、カラオケ大会、ゲーム
コーナー、地元団体による模擬店も数多く出店。歩行者天国の通りを埋めつくす家族
連れで大賑わいとなりました。

芝浦まつり7月25日～7月27日

～夕べのなぎさ通りが人で溢れました～

　7月26日（土）16:00～ 港南四丁目第3アパート夏祭りが行われました。こうなん保育園や
港南子ども中高生プラザ（プラリバ）など近隣の施設が参加し、親子連れの姿も多く見られ
ました。中央のやぐらでは和太鼓の披露や盆踊りが催され、猛暑にもかかわらず子供
たちはボールすくいや投げ輪、いろいろな出店に行列をつくっていました。

港南四丁目第3アパート夏祭り盆踊り大会7月26日

～夏休みに子どもたちがくりだしました～

特集
イベントリポート港区ベイエリア

　再開発が進み高層ビルが立ち並ぶJR品川駅港南口周辺にも年に一度、昔
ながらの懐かしいお祭りの雰囲気が戻ります。恒例の品川駅港南商店会主催の
港南夏まつりが7月18・19日に開催されました。地元の住民に加えて、周りのビル
で働く人たちも、この日は仕事帰りの足を止め、ずらりと並んだ屋台のお店で、ビール
やジュースで渇きを癒し、憩いの一時を楽しみました。

～年に一度の祭りでにぎわう駅前広場～

暑いけど消防服を

白バイに元気に試乗！



　お台場レインボー公園に
て、お台場夏まつりが開催
されました。
　前夜祭・本祭りの二日間
にわたり実施され、22日の
前夜祭ではビアガーデンや
フラダンスなどのステージ、
23日の本祭りでは大抽選会
や花火の打ち上げがあり、会場は大いに盛り上がっていました。
　大人も子どもも楽しんだ二日間でした。

　もう20年も続いている『東港の青竹そうめん流し』馴染
みの八百屋さんの協力で調達している青竹も、堅いフシを
削ったり繋げたりで上手くそうめんが流れるように造るのに、
イロイロと苦労されてるようです。ただ素麺を食べるだけじゃ

ない風情のある日本の伝統、次の世代にも引き継いでほし
い行事です。
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特集

　人気のハンバーグを始め、回を重ねるごとに美味しそうな匂いに誘われる
出店の数も増えてきました。4時から始まった数々のイベント、今年は当地
お馴染みの財間さんやチコさんの他に『3丁目町内会』なる女子3人組の
若 し々い歌声も披露され、共に拍手をあび会場が大いに盛り上がっていました。

第9回港南三丁目合同まつり9月6日

～スタッフハラハラの空模様もなんのその♪♬♪～

お台場夏まつり8月22日・23日

～お台場の夏の風物詩～

東港自治会納涼祭8月30日

～子どもたちが集まり賑やかデス～

海岸のまつり8月1・2日

～子どもたちもがんばりました～

イベントリポート港区ベイエリア

　8月1日・2日（金・土）に埠頭公園で、海岸二、三丁目
町会主催の海岸のまつりが開催されました。
　まずは腹ごしらえと家族で食事を楽しむ姿や、子供たち

自作の射的などのゲームに昂じる姿が数多く見受けられ
ました。
　また、この日のために練習した太鼓を順番に披露する
子供たちの様子が微笑ましく、会場を大いに盛りたててい
ました。

都営港南四丁目自治会納涼大会8月30日

～夏に別れをつげる運河沿いのお祭り～
　猛暑もようやく峠を越した8月30日、恒例の都営港
南四丁目自治会の納涼大会が高浜運河沿いの遊歩
道で開催されました。提灯の灯りが運河に映えて、
お祭りの雰囲気を一層盛り上げるなか、近くの介護
施設で働く元気な青年たちの「よさこい踊り」の力強
いパフォーマンスやお馴染みの「炭坑節」や「東京音頭」に
合わせて踊る女性に熱い拍手が贈られました。運河を渡る
風は既に秋の気配を運んでいました。

幼児の方が嬉しそう

バイク置場も売店に

　7月30日に「鳥の島」再発見ツアーが行われました。
　鳥の島は昭和初期に建設された東京港の島式防波
堤で、通常は一般の方の立ち入りが禁止されている場
所です。月日の経過とともに植物が生い茂り、現在では
野鳥の繁殖場所となっています。
　当日は、清掃活動をしながら、自然観察や野鳥観察を行いました。すぐ近くにレインボー
ブリッジを眺めながら、手つかずの自然を体験するという、とても貴重な経験ができました。

お台場海浜公園「鳥の島」再発見ツアー7月30日

～都会で自然体験～

主催：お台場海浜公園「鳥の島」再発見ツアー実行委員会（国土交通省東京港湾事務所、東京臨海副都心グループ）

お台場海水浴7月26日・27日

　「泳げる海、お台場！」を目指すアピール活動として、2020年東京オリンピック・
パラリンピックの競技開催予定地である都立お台場海浜公園にて、2日間限定
の海水浴体験が行われました。
　初日の26日にはオープニングセレモニーが行われ、オリンピック会場となる予定
のトライアスロン競技についてのPRや、台場児童館「地球を救おうグループ」
の子どもたちによる、お台場の環境保全についての宣誓が行われました。
　会場では地引網も行われ、参加者は海水浴を楽しむとともに、お台場の海の
環境を考える機会となりました。

～「泳げる海、お台場！」を目指して～



新連載

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

次回の締切は
11月7日（金）
必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

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。
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読者ギャラリー

7月12日 第5回 国際環太平洋海洋教育者ネットワーク会議

　楽水会館鈴木善幸ホールにて、
第5回国際環太平洋海洋教育者ネッ
トワーク会議が開催されました。
　学生発表会では、港南中学校の
生徒が「品川の運河に関する研究」
について英語で発表を行い、発表後
会場からは「Excellent！！」の声ととも
に、大きな拍手が響き渡りました。

　「がんばれ、フレッシュマン先生！」では、芝浦港
南地区（芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場）内の小中
学校の採用1年目～5年目までの先生に登場してい
ただきます。
　先生になったきっかけや子ども時代のお話など、

普段なかなか聞くことができない先生のお話をお伺
いできるかもしれません！
　第1回目は、お台場学園港陽小学校4年2組担任
の堀 慎一郎先生です。
　堀先生の趣味や子ども時代が分かるかも…?!

　小学生の時は、引っ込みじあんで、人前に出ることがなかなかできませんでした。しかし、運動が大好きで、休み時間になると一目散に校庭に走っていき、野球やサッカーをしていました。自然が多い場所で育ったので、休日は川遊びや木登りをして過ごしていました。　

どのような子どもでしたか？

　子供たちの輝く目、はつらつと活動する姿に
元気をもらいながら頑張っています。私自身も
様々なことに興味を抱き、挑戦していく姿勢を大
切にしています。中学・高校でバスケットボール
部に所属し、大学ではスポーツチャンバラに取り
組んでいました。また、教員になってからも身体
を動かしていますが、新たな分野にも挑戦してい
きたいと思っています。
　趣味は家を見ることで、休日には木造の家や
形が面白い家などを探して散歩をしています。去
年は念願の銀閣寺を見に行くことができ、とても
感動しました。将来は、自分が思い描く木造の家
をデザインして作ることが夢です。

自己紹介

　高校生の時に世界には学びたいのに学ぶ機会が与えられない子供たちがたくさんいることをテレビのドキュメンタリー番組を通して知りました。新聞を読んだりインターネットで調べていくうちに興味をもち、その子供たちの力になれないかと考えるようになりました。そして、「日本で先生になって力をつければいずれ役にたてる」と考え、小学校の先生を目指すことにきめました。

堀 慎一郎先生

先生になったきっかけは
何ですか？

子どもたちへのメッセージを
お願いします。

「にかほ市　夏休み自然体験教室」に行ってきました！

小坂 善男さんの作品
「お台場夏雲」

松岡 栄子さんの作品
「芝浦中央公園のバラ」

皆川 展広さんの作品
「明日への希望の夕やけ」

台場 にじ子さんの作品
「海の日のお台場海浜」

マテリア千賀子さんの作品
「港南３丁目の真夏の夕空」

曽我 康彦さんの作品
「日光浴を楽しむ子ガモ」

フレッシュマン先生！

写真のほかにも
俳句やイラストも
募集しています！

　8月20日（水）から8月22日（金）まで、芝浦
港南地区の子どもたち18名が秋田県にかほ市
へ夏休み自然体験教室に行ってきました。
　2泊3日の期間中、
ホームステイ先での農
業体験やそば打ち体
験、白瀬南極探検隊
記念館見学、バーベ
キューなどを行いまし
た。豊かな自然の中、
都心ではできない貴重
な体験となりました。

　私自身も失敗をおそ
れて何度もあきらめて
しまった経験があり、そ
の時にいつも後悔して
きました。だからこそ、
子供たちには、何事に
も失敗をおそれずに、
全力で取り組んでほし
いのです。挑戦した経
験が、自分の力になり、
自信につながります。
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環境リポートべいあっぷ

カルガモプロジェクト

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

　異常気象で土砂崩れ発生が多かった時期、「林業女子」というニュースが放映されま
した。一時期15万人いた林業従事者が5万人に減少している現状に国が動き、若者向け
に「緑の雇用制度」を導入、補助金や集合研修等で新規参入3千人、うち定着率7割と
いう成果をあげており、林業女子と謳ったのは、著しい重機の進化で女子でも作業が可能に
なり自然の中での作業が生き甲斐になってるのではと言う内容でした。港区が平成19年度
から東京都西部のあきる野市の森林20㌶を借り受け、温暖化防止の為、区民と事業者
が一体となり環境保全に取り組んでいる事業、子ども達の環境学習やシニアボランティアの
間伐作業等に今までどれだけの区民が参加したのでしょうか。なお、国産のヒノキや杉が
近隣諸国の注目をあび人気沸騰とも伝えていました。改めて森林の大切さが注目され始め
ている今、整備された刈寄の森や横沢入の里山に貴方も行ってみませんか。

区民編集委員 石井 弘子

いま、あきる野は連載コラム ログハウスもワサビ田も渓流もあり林業女子もいま～す！

芝浦・海岸地区クリーンアップ・
みなとタバコルールキャンペーン

10月16日（木）
午後3時から
（予備日：10月17日（金））

芝浦・
海岸地域10月

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 9月25日（木）実施 港南地区9月

台場地区クリーンアップ
キャンペーン

12月4日（木）
午後2時から
（予備日：12月5日（金））

台場地域12月

キャンペーン 実施月 時　期 実施場所

皆様のご参加をお待ちしております。

皆様のご参加をお待ちしております。

10月 3 日（金）
11月25日（火）
12月 8 日（月）
 2 月 2 日（月）
 3 月 2 日（月）

ミニ運動会
プレーパークであそぼう
クリスマス
凧あげ
しゃぼん玉あそび

開催日 テーマ

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を実施しました
　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。7月31日（木）には、今年
度3回目の活動となる、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を実施しました。
厳しい暑さの中にもかかわらず、管内の町会・自治会、

商店会、老人クラブ、企業、関係機関等から81名の方々
にご参加いただきました。
　下期も芝浦・海岸、港南、台場の各地域でキャンペーン
を予定しています。
　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、
お気軽にご参加ください。

芝浦運河の生き物観察会と砂入れ体験
　6月25日（水）に芝浦アイランド・カニ護岸にて、芝浦
小学校の生徒が「運河を美しくする会」の指導のもと生き
物観察会と砂入れを体験しました。
　護岸の砂が汚れている状態を確認し、それを改善する

ために自分たちで新しいきれいな砂を補充しました。砂を補
充し環境を改善することで、今後どのように生き物が増えて
いくか観察していきます。

特集
子育て応援

プラリバ移動児童館「プラッと♪ひろば」

＊環境課では年に数回、みなと
区民の森において自然体験・
環境学習を実施しています。
みなと区民の森についての問
合せは区役所環境課まで

カルガモ通信
　6月29日（日）には、芝浦アイ
ランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら）で、昨年に続きカル
ガモプロジェクトのイベント「カ
ルガモマスコット色ぬり会」を開
きました。 
　プロジェクトメンバ－の説明
のあと、小さなお子様から大人
まで、全員がそれぞれエコ素
材のカモマスコットを手にし、絵
筆をもって、まずは全体を白く
下塗りをすることから開始。 
　マガモ、キンクロハジロなど
本物そっくりに作る人、見たこと
もない独創的なカモを作る人、みんな真剣そのもので1時間
30分があっという間にすぎてしまいました。今回も好評でした。

「プラッと♪ひろば」
はプラリバを利用し
た方がない方でも気
軽に参加することが
できます！お子さん
と一緒に遊ぶきっか
けや、仲間作りのきっ
かけに、「プラッと♪
ひろば」を利用してみ
ませんか？

港南子ども中高生プラザ（プラリバ）
港区港南4－3－7　TEL 3450－9576

　9月4日（木）に港南緑水公園にて、港南子ども中高生
プラザ（プラリバ）とたかはま保育園の共同プログラムの
移動児童館、通称「プラッと♪ひろば」が行われました。
　「プラッと♪ひろば」は受付などがなく、気軽に自由に

参加することができ
ます。
　毎月テーマが変わ
り、9月は「しゃぼん
玉」でした。しゃぼん
玉は人気ということ
で、たくさんの方が
参加されていました。

　スタッフや保護者の方が作ったしゃぼん玉を見ている
子、自分でしゃぼん玉をやってみる子など、さまざまでした
が、みんなとても楽しそう
に遊んでいました。

　始まりと終わりには全体で歌を歌ったり、手遊びや絵本
の読み聞かせも行っています。

地域の魅力アッププロジェクト
　平成22年度に開始し、今回で第8回目となる「べいあっぷ
ウォーキング」を10月5日（日）に開催します。建設中のみなと
パーク芝浦をはじめ、豊洲新市場建設地、2020年の東京オリ
ンピック・パラリンピックの選手村や競技会場の予定地など、
変わりゆくまちを感じられるコースになっています。
　ウォーキングのほかにも、芝浦港南地区の地域資源を生か
した魅力的な企画を次 と々実施していきます。
※今回の「べいあっぷウォーキング」の募集は締め切っています。

港南中学校（バス停）

港南四丁目
（バス停）

東京海洋大学
本部前（バス停）

東京海洋大学

区立港南中学校

区立港南
小学校

いきいきプラザ

品川インター
シティ

食肉
市場
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港区立たかはま保育園
港区立港南子ども中高生プラザ
港南区民恊働スペース

10月以降も
楽しそうな
プログラムが
満載です！

水あそびの様子

　これまでに、「水あそび」
や「手作りおもちゃ」なども
実施したそうです。
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港区ベイエリア・イベントカレンダー ※日程は変更になる
　可能性があります。

19:00～20:30 芝浦港南区民センター芝浦港南区民センター10/3・10・17（金） 「和のこころ」落語からまなぶ“落語の国をのぞいてみれば”（問合せ：
芝浦港南区民センター 3769-8864、定員20名、要事前申込み）

終　日 あさひ福祉作業所港南子ども中高生プラザ10/11（土）・12（日） 中高生ワークキャンプ（問合せ：港南子ども中高生プラ
ザ3450-9576、中学生・高校生対象、要事前申込み）

8:45～11:35 港南中学校港南中学校10/18・25・11/15・
12/6・20（土）

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）

12:00～16:00 港南緑水公園ワールド・シティ・タワーズ自治会、
防災会10/19（日） 第5回ワールド・シティ・タワーズ秋祭り

9:00～12:30 港南小学校グラウンド港南幼稚園10/25（土） 運動会（問合せ：港南幼稚園3471-7347、地域の方・保護
者・未就園児親子対象、未就園児対象の種目は当日参加可能）

終　日 茨城県あすなろの里港南子ども中高生プラザ10/25（土）・26（日） 小学1・2年生キャンプ（問合せ：港南子ども中高生プ
ラザ3450-9576、小学1・2年生対象、要事前申込み）

10:00～11:00 港南小学校南門集合港南地域連合会10/25・11/29・
12/27（土） 港南ふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

11:00～12:30 港南幼稚園港南幼稚園10/29・11/12（水） 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（当日受付））

未　定 港区スポーツセンター台場児童館10/1（水） 港区ドッジボール選手権（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）

10:30～12:00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園10/7・28・
11/4・18（火）

にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
未就園児対象、11/4（火）は11:40～おはなし会）

15:00～17:30 台場区民センターホール台場児童館毎週（水）
（10/1・22・12/24・31を除く）

ラートグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、
小学2年生以上対象、定員あり・要事前申込み）

15:00～16:30 お台場海浜公園周辺台場高齢者在宅サービスセンター10/8・11/19・
12/17（水）

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、港区在
住60歳以上の方で、医師から運動制限を受けていない方対象、参加費無料、貸ポール有り）

9:00～12:00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園10/18（土） にじっこ運動会（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
園児・未就園児対象）

10:10～10:55 お台場学園お台場学園10/18（土） セーフティ教室（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

11:30～12:15 お台場学園お台場学園10/18（土） 中学校学校説明会（問合せ：お台場学園5500-2575）

9:00～9:45 台場区民センターホール台場区民センター10/21・28・
11/4・11（火）

朝活・さわやかボティメイキング（問合せ：台場区民センター
5500-2355、18歳以上の港区在住・在勤・在学者対象、要事前申込み）

10:30～11:30 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園10/22（水） 幼稚園説明会・クルポンズ劇場（問合せ：にじのはし幼
稚園5500-2577、未就園児親子対象）

13:30～16:00 台場児童館台場児童館10/25（土） 児童館まつり（問合せ：台場児童館5500-2363、自由
参加、チケット販売9/24～10/24（日曜・祝日を除く））

11:00～16:00 台場コミュニティーぷらざ
広場3階（屋外）

お台場ふれあいフリーマーケット
実行委員会10/26（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、出店者は港区在住・在勤者（20歳以上）優先）

未　定 台場児童館台場児童館10月中旬・11月・
12月初旬

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）

8:50～15:00 お台場学園お台場学園11/1（土） 学芸発表会（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

9:00～12:00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園11/13（木）・14（金） 幼稚園公開（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
地域の方・未就園児親子対象）

8:40～9:40 お台場海浜公園周辺お台場学園11/15（土） 地域清掃（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

9:00～14:00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園11/29（土） にじっこ作品展（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
地域の方・未就園児親子対象）

未　定 あきる野市台場児童館11月初旬 あきる野バスハイク（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）

未　定 台場児童館台場児童館11月・12月中旬 123タイム（小学1～3年生のつどい）（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）

未　定 台場児童館台場児童館11月・12月中旬 456タイム（小学4～6年生のつどい）（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）

午　後 台場児童館台場児童館11月・12月 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）

13:30～15:30 台場区民センター台場高齢者在宅サービスセンター
（港区青少年お台場地区委員会共催）12/13（土） 年末ふれあいコンサート（問合せ：台場高齢者在宅

サービスセンター 5531-0520、入場無料）

18:00～21:00 台場児童館台場児童館12月中旬 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・チラシをご覧ください）

未　定 台場児童館台場児童館12月下旬 子どもの陶芸（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）

未　定 台場児童館台場児童館12月下旬 大人の陶芸（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）

8:50～15:30 芝浦小学校校庭芝浦小学校10/4（土）
雨天の場合10/5（日）

運動会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・地
域の皆様対象）

9:30～11:30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/7（火）・11/26（水） 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）

10:30～11:30 芝浦港南区民センター芝浦港南区民センター10/6・9・13・16・20・
23・27・30（月・木）

「私のビタミン講座」五輪（オリンピック・パラリンピック）で英会話（問合せ：
芝浦港南区民センター 3769-8864、定員15名、要事前申込み）

12:50～13:40 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/9（木） 地域の方と遊ぼう会
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、地域の方対象）

10:45～11:30 芝浦小学校周辺芝浦小学校10/15（水）
雨天中止

奉仕活動（問合せ：芝浦小学校3451-4992、芝浦小児
童・地域の皆様対象）

10:00～18:00 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ港区内いきいきプラザ等10/15（水）・16（木） ほのぼの作品展（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

5443-7338、港区在住60歳以上の方対象、一般の観覧は自由）

10:00～11:00 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園10/16（木）・11/20（木）・
12/18（木）

こども園で遊ぼう（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））

9:30～12:00 芝浦小学校芝浦アイランドこども園10/18（土） 運動会（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））

午　後 プラタナス公園芝浦アイランド自治会10/19（日） 芝浦アイランド島祭り

10:30～11:30 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園10/23（木）・11/13（木）
12/11（木）

誕生会（芝浦アイランドこども園5443-7337、0～5歳の誕生月
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））

24日9:00～14:00
25日9:00～11:50 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/24（金）・25（土） 公開保育（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574）

8:30～15:30 芝浦小学校芝浦小学校10/25（土）～28（火）
27（月）はお休み

学校公開日（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護
者・学校関係者・新1年生保護者・地域の皆様対象）

13:20～17:00 芝浦小学校芝浦小学校10/29（水） 就学時検診（問合せ：芝浦小学校3451-4992、新1年
生保護者・児童対象）

①9：30～10：00
②10：00～10：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/29（水） 幼稚園説明会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、未就

園児保護者対象）

14:00～16:30 芝浦小学校体育館芝浦小学校10/31（金） 新1年生対象学校説明会（問合せ：芝浦小学校
3451-4992、新1年生保護者・児童対象）

10:00～18:00 芝浦港南区民センター芝浦港南ふれあいまつり
実行委員会11/1（土）・2（日） 芝浦港南ふれあいまつり（問合せ：芝浦港南区民セン

ター 3769-8864）

10:00～15:00 トリニティ芝浦緑地
（芝浦港南区民センター前広場）芝浦港南区民センター11/1（土）・2（日） 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、出店募集数各日50店）

8:30～15:00 芝浦小学校体育館芝浦小学校11/21（金）・22（土） 学芸会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・地域の皆
様・学校関係者・新1年生保護者対象、11/21は児童鑑賞日）

15:00～19:00（予定） 芝浦港南区民センター
区民ホール芝浦港南区民センター11/28（金） ホールの魅力公開（問合せ：芝浦港南区民センター

3769-8864、町会・自治会・区内企業も歓迎）

17:00～23:00（予定） 新芝運河沿い遊歩道欄干芝浦商店会12/1（月）～ イルミネーション点灯

11:30～15:00 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ11/2（日） あいぷらまつり（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラ

ザ5443-7338、一般参加可能、事前チケット購入は割引あり）

5日9:00～14:00
6日9:30～11:30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園12/5（金）・6（土） 作品展（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574）

9:00～10:30 芝浦アイランドこども園
4階体育室芝浦アイランドこども園12/6（土） クリスマス会（芝浦アイランドこども園5443-7337、0～

3歳児対象、定員15名・要事前申込み（1ヶ月前から））

11:00～ 船路橋児童遊園芝浦二丁目商店会12/7（日） おもちつき大会

11:00～ メゾン田町駐車場メゾン田町自治会12/7（日） おもちつき

（平日）午後・夜間
（土日）午前・午後 芝浦港南区民センター芝浦港南区民センター12/7（日）～12/13（土） サークル体験入会ウィーク（問合せ：芝浦港南区民セン

ター 3769-8864）

14:00～15:30 芝浦港南区民センター芝浦港南区民センター12/13（土）・14（日） クリスマス子ども大会（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、幼児・小学生とその保護者対象）

13:00～16:00 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ12/17（水） 高齢者カラオケ大会（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プ

ラザ5443-7338、港区在住60歳以上の方対象、要事前申込み）

11:00～14:00 南浜町児童遊園芝浦一丁目町会12/21（日） 芝浦一丁目町会もちつき大会

11：00～ 海岸二・三丁目町会会館前海岸二・三丁目町会12/23（火） もちつき大会

9：00～14：30 港南小学校校庭港南小学校10/4（土） 開校50周年記念大運動会（問合せ：港南小学校
3474-1501、保護者・地域の皆様対象）

8日8：10～11：55
9日8：10～14：40 港南小学校港南小学校11/8（土）・9（日） 学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501、保護者・

地域の皆様対象）

10：00～11：00 港南小学校体育館港南小学校11/15（土） 開 校 50周 年 記 念 式 典（問 合 せ：港 南 小 学 校
3474-1501、学校関係者対象）

20・21日8：30～10：00
22日①8：30～ ②10：15～ 港南小学校体育館港南小学校11/20（木）・21（金）・

22（土）
音楽会（問合せ：港南小学校3474-1501、保護者・地
域の皆様対象）

14：00～16：00 芝浦港南区民センター芝浦港南区民センター10/18（土） 「和のこころ」香道であそぶ“白河香”（問合せ：芝浦港南
区民センター 3769-8864、定員28名、要事前申込み）

10:00～11:20 こうなん保育園こうなん保育園10/30（木） やきいも会（問合せ：こうなん保育園3450-3800、
0～5歳児とその保護者対象、定員10組）

10:00～11:50 港特別支援学校港特別支援学校10/30（木） 学校公開（問合せ：港特別支援学校3471-9191、要事
前申込み）

終　日 東京都あきる野市港区環境課・
NPO法人あきる野さとやま自然塾11/1(土) あきる野バスハイク（問合せ：港南子ども中高生プラ

ザ3450-9576、小学1～6年生対象、要事前申込み）

8:45～14:30 港南中学校港南中学校11/1（土） 学芸発表会（問合せ：港南中学校3471-0238、保護
者・地域の方々など対象）

9:00～14:00 港南幼稚園港南幼稚園11/7（金） 幼稚園公開・心を育てる教育講座（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
地域の方・保護者（在園児・未就園児）対象、自由参加（当日受付））

9:00～12:00 港南幼稚園港南幼稚園11/8（土） 幼稚園公開（問合せ：港南幼稚園3471-7347、地域の方・
保護者（在園児・未就園児）対象、自由参加（当日受付））

10:00～15:00 港南いきいきプラザ港南いきいきプラザ11/16（日） ゆとりーむ祭り（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915）

9:00～12:00 港南幼稚園港南幼稚園12/13（土） 作品展（問合せ：港南幼稚園3471-7347、地域の方・
保護者・未就園児親子対象、自由参加（当日受付））

未　定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ12月 クリスマス会（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576）

未　定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ12月 中高生忘年会（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、中学生・高校生対象）
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10月～12月


