
芝

　浦

台

　場

港

　南

全

　域

12 べいあっぷ

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、心理相談員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

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ4コース1回目
対象：27年5月～8月生まれの方10/ 7 （水）

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ4コース2回目11/11（水）

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ5コース1回目
対象：27年7月～10月生まれの方12/ 2 （水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談10/15（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10/21（水）

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11/18（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談11/26（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12/16（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談12/24（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/ 1 （木）

港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談10/14（水）

①こうなん保育園 ②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10/19（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/ 5 （木）

①こうなん保育園 ②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/ 9 （月）

港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談11/25（水）

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/ 3 （木）

港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談12/ 9 （水）

①こうなん保育園 ②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12/14（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10/ 5 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談10/26（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/ 2 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談11/16（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/ 7 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談12/21（月）

※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。
※あいぷら、プラリバ、台場児童館では毎月心理相談員がスタッフとして参加しています。
※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）：芝浦港南地区にお住まいで、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２７年10月～12月

問合せ  区民課保健福祉係  電話 ： ６４００－００２２

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 27017-2435

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

「2015夏祭りを取材して」
　7月中旬、盛夏の頃の品川駅港南
夏祭りに始まり、8月残暑の頃の夏祭
り、9月上旬の晩夏の頃の納涼祭、
そして9月下旬の芝浦運河祭りとたく
さんの夏祭りがそれぞれの地区ごとに
取り行われていることを知りました。
　山車、神輿、盆おどり、模擬店等々、
どの地区のお祭りも、それぞれの特徴
や趣向を凝らし、大人も子どもも共
に楽しむことができるお祭りとなって
いました。
　今後もずっとこの風習が長く継続
されていくことを期待しています。

北山 佳代子

宮尾 賢
石井 弘子
松浦 奈緒子
水野 武光

西田 浩一
仲村 淳子
北山 佳代子

べいあっぷ編集部

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部
〒105-8516 港区芝浦1-16-1
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。

編編 集集 後後 記記

　　　　　　   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）。

本誌のバックナンバーは港区ホーム
ページで閲覧することができます。

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

日　時：平成27年11月1日（日）
　　　  午前9時30分から午前11時30まで
会　場：芝浦小学校（芝浦4-8-18）
日　時：平成27年11月8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）
日　時：平成27年10月3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）

芝浦会場

港南会場

台場会場

　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の普及啓発コーナーを設け
ます。各地区の日程
は、次のとおりです。

夏祭り
港区ベイエリアイベントリポート …2‒5

［連載］がんばれ、 フレッシュマン先生！
読者ギャラリー
環境リポート
ベイエリア・パワーアッププロジェクト活動報告
ベイエリアイベントカレンダー
総合支所だより

◆次号（第38号）は平成27年12月中旬発行予定
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海の灯まつり in お台場2015

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27年9月
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品川駅港南夏祭り7月17日・18日

テントの下でのどを潤す人たち祭りの雰囲気を盛り上げる提灯 祭り会場となった品川駅港南口前広場

芝浦二丁目納涼盆踊り大会7月18日・19日

　18日（土）は小雨でしたが19日（日）は
天候に恵まれ、芝浦二丁目納涼盆踊り大
会が開催されました。
　会場中央にあるやぐらを中心に浴衣姿
が花を添え、太鼓の迫力ある演奏が会場
を盛り上げました。
　子ども達は、大人の見よう見まねで踊っ
たり、射的などのゲームや模擬店に目を輝
かせ、一年に一度のお祭りを大いに楽し
んでいました。

～大人も子どもも大賑わい！～

　昭和6年に稼働した芝浦水再生センターは、東京で3番目
に古く、830,000㎥/日の処理能力があります。
　7月23日（木）、パラパラの小雨に緑も花も活き活き、カラ
フルな風船を手に手にテント周りをする子や消防服を着て
ご満悦の女の子など、人々が笑顔で行き交う会場は例年

通り、雨天時貯留池（76,000㎥）の上部に新設のシーズン
テラスも初参加。幼児連れのお母さんが多かった本館1階
で、4・5年生らしい子が再生水工程パネルの前で真剣に
質問しているのを目にしました。一人で堂 と々質問し続ける
男の子に、職員OBが熱心に説明していたのがとても印象

的で、二人の真剣
さが清 し々く心のオ
アシスに浸った様
な気持ちにもなれ
た今年のサマー
フェスタでした。

芝浦水再生センターサマーフェスタ20157月23日

～未来を担う頼もしい子ども達も集うフェスタ～

　JR田町駅芝浦口を出て、まっすぐに商店街を歩くと渚橋に到ります。
平成10年にこの橋ができるまで、芝浦まつりはこの辺りで行われて
いましたが、今は、なぎさ通りの中央にメインステージが設けられ、年々
来場する人の数が急増しているといいます。
　芝浦まつりは、第一京浜沿いの御田八幡神社の例大祭として、芝浦
三丁目、四丁目の人たちを中心に長く親しまれてきました。今年は7月
24日（金）から二日間行われ、初日には子どもの部と大人の部に分か
れたカラオケ大会が催されて、子ども13名、大人12名が参加し、暑い
夜に歌の熱戦が繰り広げられました。二日目は日本太鼓大角会や納涼
盆踊りが盛大に催されました。浴衣姿で踊る人や数多くの露店が軒を
連ねる祭りの風景は、大都会の真ん中で昔ながらのワクワク感を存分
に感じさせてくれました。

　港南四丁目第3アパート自治会主催の夏祭り
が7月25日（土）午後4時頃から港南和楽公園
において開催されました。
　近隣の保育園やプラリバ等の施設も参加して
の夏祭りは盆踊り・和太鼓演技・ヨーヨーつり・
輪なげ・屋台などがあり大勢の人々で賑わってい
ました。当日は真夏日でしたが日没後少し涼しく
なった頃から親子で夏祭りを楽しむ姿も多数見ら
れました。

芝浦まつり7月24日・25日

～暑い夏、熱い祭りがやってきた～

港南四丁目第3アパート夏祭り7月25日

～親子で楽しむ夏祭り～

イベントリポート港区ベイエリア

　恒例の品川駅港南夏祭りが7月17日（金）、18日（土）
の両日開催されました。生憎の梅雨空で小雨もまじる天候
でしたが、地元の
人、周辺のオフィ
スで働く人などが
夏の一夕の楽し
みを求めて集まり
ました。高層ビル
に囲まれた品川
駅港南口広場を

埋め尽くしたテントの下では、大勢の善男善女が冷えた
ビールやジュースでのどを潤し、熱気を盛り上げていました。

～梅雨空を吹き飛ばす祭りの熱気～

いよいよ山車の出発準備完了 旧海岸通りの角を曲がる山車

子供に負けず盛り上がる大人の神輿

　7月19日（日）、雲一つなく晴れ渡った夏空、待ちに待った
港南夏祭り・御田八幡神社港南町会祭礼の日です。品川駅

港南口前の広い通りに面した郵便局前には朝からこの地域
の住民の皆さんが思い思いのいでたちで集まりました。

大人たちが担ぐ
神輿と子供たちが
引っ張る太鼓を積
んだ山車が威勢
のいい掛け声と共
に繰り出しました。
30度を超す暑さも
何のその、祭りの
熱気が街を圧倒
した一日でした。

港南夏祭り7月19日

～夏空の下大人も子供も祭りを満喫～

昭和6年に稼働して以来、進化し続ける水再生センター&再生水



フラッグフットボール教室
（港南小学校 校庭）

スポーツ鬼ごっこ
（東京海洋大学グラウンド）

　連日、猛暑日の続く7月20日（月・祭）、東京海洋
大学品川キャンパスと港南小学校で港南チャリ
ティー・スポーツフェスタが開催されました。このイベ
ントは港南地区を拠点にアメリカンフットボールXリー
グで活躍する「ブルザイズ東京」が地域貢献活動と
して主催しています（後援：港区・東京海洋大学）。
2か所の会場では、ブルザイズの選手達と、地元の子
ども達が暑さを物ともせず大きな歓声をあげていい汗
を流しました。

港南チャリティー・スポーツフェスタ7月20日

～真夏の空に響く歓声～
　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2日間にわたり実施され、28日の前夜
祭ではビアガーデンやモルディブ共和国の民族舞踊など

のステージも催されま
した。
　29日の本祭りでは大
抽選会や多くの出演プ
ログラムにより、会場は
大いに盛りあがってい
ました。大人も子どもも
楽しんだ2日間でした。
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　9月5日（土）、港南三丁目遊び場
で港南三丁目合同まつりが開催され
ました。14時から始まったこのお祭り
では、つばめグリルのハンバーグ購入
整理券（第一部）がすぐに配付打ち
切りになるほど大人気。毎年このハン
バーグを楽しみにしている人も多い
ようです。公園横の道路には楽しそう

な模擬店がずらりと並び、子ども達のはしゃぐ声で盛り上
がりを見せます。公園内中央のステージでは様々な出し物
も企画され、昼から夜まで飽きることのない楽しいお祭り
でした。

港南三丁目合同まつり9月5日

～美味しそうな香りとにぎわう声に誘われて～

お台場夏まつり8月28日・29日

～お台場の夏の風物詩～

お台場海水浴7月25・26日

～「泳げる海、お台場！」を目指して～

イベントリポート港区ベイエリア

　「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
ピックの競技開催地であるお台場海浜公園にて2日間海水浴体験が行われました。
　初日の25日には開会式が行われ、トライアスロン競技のPRや台場児童館「地球を
救おうグループ」の子ども達によるお台場の海を守る宣誓が行われました。

　会場では、海水浴体験の
他、地引網で獲れた魚の水生
生物観察会やお台場の海に
棲む生き物の写真展示を実施
しました。
　参加者は、暑い中お台場の
海を楽しむとともに、水質につ
いて考える機会となりました。

東港自治会納涼祭8月29日

～毎年恒例！流しそうめんで涼しい夜を～
　8月29日（土）海岸三丁目にある東港自治会団地内にて、納涼祭が開催されまし
た。当日は涼しくて気持ち良い夜風が吹くなか、様々な出店が会場の雰囲気を盛り
上げ、スイカ割りや花火、毎年恒例の流しそうめんを行ったり、夏の終わりを感じなが
ら楽しい時間を過ごす人たちの笑顔であふれていました。

楽しく太鼓を演奏する子ども達 噴水池でのカヌー体験 なまはげ演武

　7月31日（金）・8月1日（土）に、埠頭公園にて海岸二・三丁目町会主催の海岸の
まつりが開催されました。子ども達は焼き鳥を食べ、模擬店で遊び、太鼓やカヌーの体験
をするなど、お祭りを全力で楽しんでいる様子でした。また、辺りがうす暗くなってきた頃、
会場には突如なま
はげが現れ、「悪い
子はいねがー！」と発
しながら歩き回り、
太鼓の演奏や子ど
も達との記念撮影
などで会場を大い
に盛り上げました。

海岸のまつり7月31日・8月1日

～なまはげの登場に会場大興奮！！～



  連 載

「知生（ちい）き人養成プロジェクト」受講者募集！！
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　「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
しています。

　第5回目は、港南小学校2年1組担任の小和瀬 
皓惟朗（こわせ しゅろ）先生です。子どもの頃から
元気いっぱいで、今でもアウトドアが大好きだそうで
す。子どもたちといつでも全力で向き合うその姿は、
私たちに期待と安心を与えてくれます。そんな小和瀬
先生に、詳しくお話を聞いてみました！

小・中・高と1日も欠席することなく12年間皆勤する程、元気いっぱいな子どもでした。体育の授業や休み時間、給食が何よりも楽しみでいつも待ち遠しく思っていました。

どのような子どもでしたか？

港南小学校に勤めて2年目になりました。本校
は港区一の大規模校です。校舎やグラウンドなど
の施設が整っていて、私は大変驚きました。校長
先生や他の先生方に恵まれ、また、1000人を超
える子どもたちに囲まれて楽しく充実した日々を
送っています。私は体を動かすことが大好きで、
休み時間には広いグラウンドで子どもたちと一緒
になって汗を流しながら遊んでいます。
現在熱中していることはアウトドアです。富士

登山やスキューバーダイビング、スカイダイビング
など、時間を見付けて気分転換に行っています。

自己紹介

子どもが好きだから
というのが一番の理由
です。また、私自身が
子どもの頃に毎日学校
へ行くことが楽しみでし
たが、振り返ると、当時
の担任の先生が楽しい
学級を作ってくれていたのだと思います。私もそのような先生になりたいと思ったのもきっかけです。

小和瀬 皓惟朗先生

先生になったきっかけは
何ですか？

フレッシュマン先生！

子どもたちへのメッセージを
お願いします。
失敗や間違いを怖がることはありません。
子どもは沢山失敗したり、間違えたりするもの
です。そうして少しずつ成長していくものです。

だからこそ何事に
も全力で取り組
んでみましょう！ 
きっとよい結果が
出ます。応援して
います。

読者ギャラリー

住所：〒105-8516　※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

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。

写真のほかにも
俳句やイラストも
募集しています！

台
場 
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小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジ・ライトアップ」
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」

伊郷 俊一さんの作品
「黄昏」

発展途上の東京湾・百年たっても江戸前の海発展途上の東京湾・百年たっても江戸前の海連載コラム

　毎年地域のボートレースが行われるお台場は、最も懐
深い東京湾の内海、地元のお台場学園港陽小学校の海
苔づくりも行われている穏やかな海岸、5年先の東京オリン
ピック・パラリンピックではトライアスロンなど様 な々競技も予定
されています。その頃になれば日本の高い技術力で水質の
浄化も一段と進み、お台場でも海水浴が出来る綺麗な海に
なると期待しています。先日、羽田から品川埠頭まで林立

しているコンテナクレーンが港南5丁目の
岸壁まで増えているのに気づきました。
　1941年に国際貿易港となった東京湾、輸出入の99％が
船舶で運ばれている海洋大国ニッポンの重要なライフライン
として強化され続けている東京湾ですが『江戸前の海』の
名に恥じない豊かな海になって欲しいものです。

区民編集委員　石井 弘子

　芝浦港南地区内にキャンパスがある東京
海洋大学及び芝浦工業大学との協働に
より、講座、ワークショップ等を実施します。
　この講座等を通じて、水辺資源等が豊富
なこのまちの魅力を発見し、その魅力を
発信できる人材の育成を目指します。
　運河や海辺に囲まれた芝浦港南地区に
関する知識を一緒に学んでみませんか。
●対象
18歳以上の芝浦港南地区（芝浦、海岸
2・3丁目、港南及び台場）在住・在勤・
在学者で、別表中の全日程に参加できる人

●定員
20人（抽選）※参加決定者にはプログラム
等詳しくお知らせします。

●申込方法
郵送、ファックス、持参のいずれかで、氏名
（ふりがな）、在住・在勤・在学の別（勤務
先又は学校名）、住所、電話番号を明記
の 上、10月 14日（水・必 着）までに、
〒105-8516芝浦港南地区総合支所協働
推進課地区政策担当へ。

芝浦四丁目
（カニ護岸）等

ベイエリアの水辺環境を
子供たちに伝え残そう！1 平成27年10月31日（土）

午前9時～正午
佐々木　剛
（東京海洋大学）

芝浦港南地区
総合支所等

芝浦百景①
（まちあるき取材編）2 平成27年11月14日（土）

午前9時30分～正午
桑田　仁
（芝浦工業大学）

3 平成27年11月28日（土）
午後1時30分～4時30分

東京海洋大学
等

江戸前の海と船を知ろう！
（※『江戸前みなと塾』）

4 平成27年11月29日（日）
午後1時30分～4時30分 河野　博ほか

（東京海洋大学）
5 平成27年12月 5 日（土）
午後1時30分～4時30分

6 平成27年12月 6 日（日）
午前9時～午後4時30分

芝浦港南地区
総合支所

芝浦百景②
（プレゼンテーション編）7 平成27年12月19日（土）

午前10時～正午
前田　英寿
（芝浦工業大学）

東京海洋大学 透明標本を使った「食う・
食われる」の関係8 平成28年 1 月30日（土）

午後2時～午後4時
河野　博
（東京海洋大学）

問合せ 芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当　
TEL：6400－0031　FAX：03－3452－4902

●講座等一覧
日　時 場　所 タイトル 講　師

次回の締切は
11月6日（金）必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋
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自治体間交流促進事業

　全芝浦屠場労働組合青年部の皆さんは、年4回、品川駅港南口周辺の清掃活動を行って
います。この清掃活動は、平成25年から始めたもので、今年で3年目を迎えます。目覚ましい
発展を遂げる品川駅港南口の町の中に「と場」があるということを、地域の皆さん、品川駅
港南口を訪れた皆さんに知ってほしい、そして、地域への貢献
と青年部の団結のために、このような活動を始めました。毎回
20～30名の参加があり、グループごとに分かれて念入りにごみ
を拾います。皆で声をかけあって熱心に清掃活動をする姿から
は、団結力の強さと、地域に対する熱い想いを感じました。

企業清掃活動
仲間との絆、地域への想い

　ダイキン工業株式会社東京支社の皆さんは、6月29日
（月）、企業単独での初めての清掃活動を行いました。
当日は参加者40名全員がオリジナルジャンパーを着用
し、4つのグループに分かれて活動しました。高浜運河
沿緑地をスタートした後、御楯橋、こうなん星の公園、
港南ふれあい広場に至るまで約1時間かけて隅 ま々で
清掃し、最後はしっかりとごみの分別を行いました。拾っ
たごみの合計は、なんと15㎏！ 地域の環境美化に大き
く貢献しました。今後のご活躍に期待しています。

環境美化への新たな挑戦

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金についてのお知らせ

ゴミはきちんと
分別しよう！

可燃ごみ
不燃ごみ
ペットボトル
ビン
缶
合計

8.5㎏
2.5㎏
2㎏
1㎏
1㎏
15㎏

分別区分 拾った量
■活動の成果

特集
子育て応援

新たな区立保育園「しばうら保育園」を開設します！

水辺のまち魅力アップ分科会
　8月28日（金）、「第10回べいあっぷウォーキング～レインボー
ブリッジから見る夜景とお台場夏祭りを楽しもう～」を開催しました。
　今回は、芝浦港南地区総合支所を出発し、新芝運河沿緑
地（ガス灯）、埠頭公園（南極探検隊記念碑・埠頭少年野球
場）などを回り、レインボーブリッジから見る夜景を楽しみながら、
お台場夏まつり会場のお台場レインボー公園を目指す1時間程
度のコースを巡りました。
　また、グループごとに水辺のまち魅力アップ分科会メンバーが
同行し、様々な地域の魅力を紹介しました。

　当日は、途中に雨も
降る中での開催となり
ましたが、86人の方に
ご参加いただきました。
　遊歩道を歩きながら感じる運河のき
らめき、レインボーブリッジから眺める変
わりゆく東京の景色や夜景の輝き、ゴー
ル地点のお台場夏まつり会場の賑わいなど、地域の魅力を存分
に感じられるイベントになりました。

　東日本大震災の風評被害のため観光客が減少した福島
県柳津町が、例年開催している柳津町の花火大会に首都
圏の花火師を招き、復興交流の花火大会を開催しました。

同時期に、お台場15周年花火打ち上げに携わった花火師
との繋がりから、お台場地域と柳津町の交流が始まりました。
　今年は8月9日（日）から8月11日（火）にかけて総勢37

名の参加者が福島県柳津町を訪問しま
した。カヌー体験、湖水浴、赤べこの絵
付け、花火大会など柳津町の自然と伝
統を存分に堪能することができました。

◆福島県柳津町との交流

　平成22年に、わが国初の南極探検隊が芝浦の地を出航して100周年を迎えた
ことを記念し、南極探検隊隊長であった白瀬矗（しらせのぶ）陸軍中尉の出身地
である秋田県にかほ市との交流を通じて、豊かな自然等を体験することで子ども
たちの健全な育成に寄与することを目的として始まりました。
　今年度は、8月19日（水）から8月21（金）までの2泊3日
で、芝浦港南地区の小学生14名が秋田県にかほ市に
訪問し、農業体験やそば打ち、湿原散策など東京では
味わうことのできない貴重な体験をすることができました。

◆秋田県にかほ市との交流

　港区では、保育定員を拡大
し待機児童の早期解消を実
現するため、10月1日（木）、
芝浦港南地区に区立の認可
保育園では一番多い定員とな
る保育園を開設します。

港区立しばうら保育園
港区芝浦3丁目1番16号
6597.53㎡
指定管理者（ShoPro-Taihei共同事業グループ）が運営します。
207名。札の辻保育室（緊急暫定保育施設）から在園児が転園します。
開閉式天井がある4階には、全天候型園庭を設置し、園庭がない近隣保育園
にも貸し出し、地域の保育環境の向上、園児同士の交流の促進を図ります。
「あっぴぃ芝浦」（子育てひろば・乳幼児一時預かり室）

名 称
所 在 地
延 床 面 積
運営事業者
定　　　員

特 長

併 設 施 設

●申請書受付期間
　平成27年9月25日（金）～平成28年1月15日（金）
　※対象者には、平成27年9月24日（木）に申請書を発送します。
●申請方法
申請書がお手元に届きましたら、必要事項を記入の上、
添付書類とともに返信用封筒で返送してください。
直接持参される場合は、次の臨時受付窓口で受け付けます。
 ・芝地区総合支所
　平成27年9月25日（金）～平成28年1月15日（金）
 ・麻布、赤坂、高輪、芝浦港南地区総合支所及び台場分室
　平成27年9月25日（金）～平成27年11月30日（月）
　※受付時間　平日8時30分～ 17時
　（台場分室を除く各地区総合支所は、水曜日のみ19時まで窓口を延長）

●公務員の子育て世帯臨時特例給付金の申請について
平成27年6月分の児童手当を受給して
いる人には、勤務先から「子育て世帯臨
時特例給付金申請書」が配布されます。
受付期間内に区に申請してください。

給付金に乗じた振り込め詐欺や個人情報
の詐取に注意してください。

保健福祉課臨時福祉給付金担当
子ども家庭課子育て世帯臨時特例給付金担当
TEL 3578-2844・2845

■問合せ

　平成26年4月の消費税引き上げ
（5％から8％）による影響を緩和する
措置として、「臨時福祉給付金」と
「子育て世帯臨時特例給付金」を
支給します。

＊臨時福祉給付金と子育て世帯臨時
特例給付金の両方の対象条件に該
当する場合は、2つの給付金がとも
に支給されます。

臨時福祉給付金
対象者
平成27年1月1日時点で港区に住民
票がある人で、平成27年度分の区民税
（均等割）が課税されていない人
※区民税が課税されている人の扶養親族等、
生活保護制度の被保護者は対象外です。）
給付額
給付対象者1人につき6千円

子育て世帯臨時特例給付金
対象者
平成27年5月31日時点で港区に住民
票がある人で、平成27年6月分の児童
手当を受給している人
※ただし、児童1人当たりの手当額が5千円の
場合は対象となりません
給付額
対象児童1人につき3千円

6月12日 全芝浦屠場労働組合 青年部

6月29日 ダイキン工業株式会社 東京支社
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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。

●
芝
浦
・
海
岸

19：00～20：30 芝浦港南区民センター
集会室芝浦港南区民センター10/2（金）・9（金）

・16（金）
「和のこころ」落語から学ぶ（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、定員35人（抽選）、要事前申込み）

8：30～14：35 芝浦小学校 校庭芝浦小学校10/3（土） 
雨天の場合順延

運動会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・
新1年生保護者・地域関係者対象）

9：30～11：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/7（水）・21（水）・
11/25（水）・12/9（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）

13：00～13：40 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/8（木） 地 域 の 方と遊 ぼう会（問 合 せ：芝 浦 幼 稚 園
3452-0574、音遊びを教えてくださる地域の方対象）

10：45～11：30 芝浦小学校周辺芝浦小学校10/15（木） 地域清掃活動（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
芝浦小学校児童・保護者・地域関係者対象）

9：45～11：45 芝浦小学校芝浦小学校10/17（土） 道徳授業地区公開講座（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
保護者・新1年生保護者・地域関係者対象）

8：30～15：30 芝浦小学校芝浦小学校10/22（木）～10/23（金） 学校公開日（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護
者・新1年生保護者・地域関係者対象）

15：00～15：30 芝浦小学校 体育館芝浦小学校10/23（金） 新1年生保護者対象学校説明会（問合せ：芝浦小学校
3451-4992、新1年生保護者対象、幼児同伴可能、上履き持参）

9：00～14：00 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/26（月）～10/28（水） 公開保育（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、保護者・
地域の方対象）

9：30～10：00
10：10～10：40 芝浦幼稚園芝浦幼稚園10/29（木） 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、事前申込み不要）

10：00～17：00 芝浦港南区民センター
トリニティ芝浦緑地

芝浦港南ふれあいまつり
実行委員会10/31（土）・11/1（日） 第27回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、自由参加）

10：00～15：00 トリニティ芝浦緑地芝浦港南区民センター10/31（土）・11/1（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、自由参加）

※ 芝浦港南区民センター芝浦港南区民センター11/14（土）～11/20（日） 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、※詳細はお問い合わせください）

9：00～ 芝浦小学校 体育館・
芝浦ホール他芝浦小学校11/21（土）・22（日） 展覧会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・地域の

皆様対象、詳細は芝浦小学校ホームページをご覧ください）

16：00～19：00 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11/27（金） 魅せます！ホール「ホールの魅力公開」（問合せ：芝浦

港南区民センター 3769-8864、自由参加）

14：00～15：30 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12/12（土）・13（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、小学生以下の子どもと保護者対象）
18（金）14：00～15：30　
19（土）9：30～11：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園12/18（金）・19（土） 作品展（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、保護者・

地域の方対象）

13：30～ 港南中学校 体育館港南中学校10/17（土） 中学校説明会（問合せ：港南中学校3471-0238、小
学生・保護者対象）

8：45～ 港南中学校港南中学校10/17（土）・11/28（土）・
12/12（土）

土曜授業（10/17はプレ防災訓練）（問合せ：港南中
学校3471-0238、保護者・地域の方対象）

9：00～12：30 港南小学校 グラウンド港南幼稚園10/24（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、未就園児の種目は当日参加可能）

8：45～ 港南中学校港南中学校10/26（月）～10/31（土） 学校公開週間（問合せ：港南中学校3471-0238、
保護者・地域の方対象）

11：00～12：30 港南幼稚園港南幼稚園10/28（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、当日受付）

8：45～ 港南中学校 体育館港南中学校10/31（土） 学芸発表会（問合せ：港南中学校3471-0238、保護
者・地域の方対象）

13（金）9：00～14：00　
14（土）9：00～12：00 港南幼稚園港南幼稚園11/13（金）・14（土） 幼稚園公開（問合せ：港南幼稚園3471-7347、地域

の方・在園児、未就園児保護者対象）

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

9：00～13：00 港南幼稚園港南幼稚園12/5（土） 作品展（問合せ：港南幼稚園3471-7347、地域の方・
在園児、未就園児保護者対象）

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10/21（水）・11/18（水）・
12/16（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、60歳以上の港区在住の方対象、参加費無料、貸ポール有り）

11:00～11:30 台場児童館台場児童館毎週（木） かもめキッズぷちらっこグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、
生後4ヶ月～10ヶ月対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

11:00～11:45 台場児童館台場児童館毎週（木） かもめキッズぷちぺんぎんグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、1歳8ヶ月
～2歳4ヶ月対象、曜日変更の場合あり、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

11:00～11:30 台場児童館台場児童館毎週（金） かもめキッズぷちあひるグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、
歩き始め～1歳7ヶ月対象、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

11:00～11:45 台場児童館台場児童館毎週（金） かもめキッズぷちかもめグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、2歳5ヶ月
～就学前対象、曜日変更の場合あり、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

未　定 港区スポーツセンター各児童館・子ども中高生プラザ10/1（木） 港区ドッジボール選手権（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）

13:30～16:00 台場児童館及び
台場区民センターホール台場児童館10/24（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9/28～10/24（日曜・祝日を除く））

15:30～17:45 台場児童館台場児童館10/6（火）・8（木） おまつり製作会（問合せ：台場児童館5500-2363、
小学1年生以上対象当日直接児童館に来てください）

15:00～17:30 台場区民センターホール台場児童館10/7・14・21（水）・
24（土）

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）

（第1・3・5金曜日）18:00～19:00
（第2・4金曜日）18:00～20:00 台場児童館台場児童館毎週（金）

（10/23を除く）
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）

未　定 台場児童館台場児童館11月 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）

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）

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・チラシをご覧ください）

未　定 台場児童館台場児童館12月中旬 陶芸のつどい（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12月中旬 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）

8：50～15：00 お台場学園お台場学園10/31（土） 学芸発表会（問合せ：お台場学園5500-2575、保護
者・地域の方対象）

9：30～15：30 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ出発

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ10/9（金） 乳幼児バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

5443-7338、6ヵ月～未就園児とその保護者対象、要事前申込み）
9：30～12：00 芝浦小学校芝浦アイランドこども園10/10（土） 運動会（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ヵ月前から））

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10/15（木）・11/19（木）・
12/17（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ヵ月前から））

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10/22（木）・11/26（木）・
12/24（木）

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（0～5歳）と保護者対象、定員15名、要事前申込み（1ヵ月前から））

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11/8（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、要チケット購入（前売券は割引あり））
15：00～21：00 田町駅前広場芝浦商店会11/10（火）・11（水） 謝恩福引セール（参加店にてお買上後、福引券をお持

ちの方対象、2日目は商品がなくなり次第終了）

8：30～17：00 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ出発

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ11/26（木） 高齢者バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

5443-7338、港区在住（60歳以上）の方対象、要事前申込み）

11：00～14：00 船路橋公園芝浦二丁目商店会12/6（日） おもちつき大会（一般参加可能）

9：00～10：30 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ4階体育室芝浦アイランドこども園12/12（土） クリスマス会（問合せ：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ヵ月前から））
11：00～ メゾン田町駐車場メゾン田町自治会12/12（土） おもちつき（なくなり次第終了、一般参加可能）

9：00～15：30 港南小学校港南小学校10/3（土） 運動会（問合せ：港南小学校3474-1501、児童・保
護者・地域の方々対象、一般見学可能）

10：00～11：20 こうなん保育園こうなん保育園10/15（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）

10：00～11：00 港南小学校南門集合港南地域連合会10/24（土）・11/28（土）・
12/26（土） こうなんふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

9：00～12：00 港南小学校港南小学校11/8（日） 学校公開（14：50～学校説明会）（問合せ：港南小学校
3474-1501、児童・保護者・地域の方々対象、一般見学可能）

10：00～11：50 港特別支援学校港特別支援学校11/13（金） 学校公開（問合せ：港特別支援学校3471-9191、
一般参加可能）

13：00～16：00 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ11/28（土） プラリバースデイ（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、一般参加可能）

未　定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ12/19（土） クリスマス会（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、小学生以上対象、要事前申込み）

10：30～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園
10/6（火）・10/27（火）・
11/10（火）・11/17（火）・
12/1（火）

にじっこキッズ（11/10はおはなし会）（問合せ：にじ
のはし幼稚園5500-2577、未就園児親子対象）

9：00～12：00
レインボー公園
（10/17・18ともに雨天の場合は、
 10/18にお台場学園アリーナで実施）

にじのはし幼稚園10/17（土）
雨天の場合は、10/18（日）

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）

10：00～12：00 台場区民センター
第1・第2集会室台場区民センター10/17（土）・11/28（土） 朝活モーニング講座 極上の盆栽体験（問合せ：台場区民センター

5500-2355、港区在住・在学・在勤者（18歳以上）の方対象）
10：30～11：30 未　定にじのはし幼稚園10/21（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）

台場区民センター各室台場区民センター10/25（日）～10/31（土） サークル体験入会ウィーク（問合せ：台場区民センター
5500-2355、一般参加可能）

タイムスケジュールは、キス
ポート誌10月号をご覧ください

11：00～16：00 台場コミュニティぷらざ広場
3階（屋外）

フリーマーケット実行委員会
台場区民センター11/8（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・在学・在勤者（20歳以上）の方対象）
9：00～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園11/12（木）・13（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）
9：00～13：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園11/28（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）

●
港
南

10月～12月

●
台
場

月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所

みなとパーク芝浦 休館日のお知らせ

　みなとパーク芝浦は、電気設備法定点検のため、以下の
期間で臨時休館となります。
　これに伴い、消費者センター、介護予防総合センター、男女
平等参画センター、港区スポーツセンターも休館となります。

■問合せ　芝浦港南地区総合支所管理課みなとパーク芝浦
　　　　　管理担当　TEL 6400-0036

平成27年11月21日（土）～23日（月）

台場区民センター 区民ホール利用休止のお知らせ

　台場区民センターは、音響・照明設備等の工事のため、
区民ホールの利用を以下の期間休止いたします。

■問合せ　台場区民センター　TEL 5500-2355

平成27年11月4日（水）～平成28年3月4日（金）


