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8/18
（月）
〜8/19
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台 場

次号（第9号）は平成20年9月下旬発行予定

春の訪れと共に、サクラサク
皆様方も桜の開花を遠くで近く
で眺めて満喫された事とお察し
いたします。
皆様方が日常生活されている
視線での、情報や意見等上記に
お寄せいただいて、
このべいあ
っぷ誌も、初夏のようなさわや
かな紙面になるように、スタッフ
一同努力しております。
なお、この情報誌に携わって
いただける方の連絡もお待ちし
ております。
小野雅久

飯塚 正倫
石井 弘子
小西 貴彦
奈良 信一

賢

宮尾

芝 浦

舘村 孝子

港
海岸

16 べいあっぷ

港区ベイエリア・イベントリポート
公園紹介、べいあっぷ読者ギャラリー
港区ベイエリアのサークル紹介
芝浦港南地区総合支所管内の取り組み
べいあっぷ環境リポート
第２回地域対抗ボートレース大会選手募集
港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト活動報告
■ 総合支所だより
■ 港区ベイエリア・イベントカレンダー

等と表現される桜も北の方へ。

小野 久仁絵

芝浦

9月未定
10：00〜

平成20年6月発行

人と人、町と町をつなぐ
ふれあい情報誌

■
■
■
■
■
■
■

※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、作品の返送及び
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
に管理をします。

小野 雅久

芝浦

9/16
（火）
〜9/30
（火）
終日
9月中旬
16：00〜17：00
9/20
（土）
9：00〜13：00
9/24
（水）
10：00〜11：00
9/27
（土）

〒108-8547
港区芝浦3-1-47
電話：6400-0011
FAX：5445-4590
Eメール：
sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

大河内 俊雄

港 南

9/4
（木）
10：00〜12：00
9/6(土)
15:00〜21:00
9/15
（月）

港区芝浦港南地区総合支所
地区政策課 べいあっぷ編集部

鈴木 博一

芝浦 海岸

8/23
（土）
11：00〜20：00
8/27(水)
13:30〜14:30
8/29
（金）
16：30〜18：30
8/30
（土）
17：00〜20：00
8/30
（土）
18：00〜21：30
8月下旬

〜芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場〜

記

芝

8/14
（木）
10：00〜12：00
8月中旬
19：00〜20：00
8月中旬

芝浦港南地区情報誌

この地区情報誌に関するご意見・
ご要望、お問い合わせは下記ま
でお寄せください。

後
集

芝浦 海岸 芝浦 港南 台場

8/1
（金）
・2（土）
18：00〜
8/2
（土）
11：00〜14：00
8/2(土)
16:00〜
8/5
（火）
12:00〜13:00
8/5
（火）
※雨天の場合は6(水)
8/6
（水）
10：00〜11：00
8月上旬

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遊戯室
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：メゾン田町自治会
七夕まつり
場所：メゾン田町駐車場
たなばたまつり
（事前申し込み：芝浦アイランドこども園 主催：芝浦アイランドこども園
5443-7337 ※１か月前から申し込み開始、
定員１５名） 場所：芝浦アイランドこども園遊戯室
誕生会（事前申し込み：芝浦アイランドこども園5443-7337※7月生ま 主催：芝浦アイランドこども園
れのお子様と保護者対象、
１か月前から申し込み開始、定員１５名）
場所：芝浦アイランドこども園遊戯室
品川駅港南商店会夏祭り
主催：品川駅港南商店会
場所：港南ふれあい広場
芝浦２丁目盆踊り大会
主催：芝浦２丁目町会
場所：船路橋公園
海の日記念行事
主催：東京海洋大学
場所：東京海洋大学品川キャンパス
低学年バスハイク
（事前申し込み：3450−9576、申し込み期 主催：港南子ども中高生プラザ
間は6/23〜7/6 ※小学1年生〜3年生対象、定員あり）
場所：（晴天）平塚市総合運動公園 （雨天）鉄道博物館
中高生館内宿泊（事前申し込み：台場児童館5500-2363
主催：台場児童館
※参加費必要、7/9
（水）16時申し込み開始、定員35名）
場所：台場児童館
芝浦まつり
主催：芝浦商店会、芝浦３・４丁目町会
※7/27
（日）
は神輿のみ
（10：30）
場所：なぎさ通り
港南４丁目第３アパート夏祭り
主催：港南４丁目第３アパート自治会
場所：港南和楽公園
プール
（※11：00〜12：00乳幼児対象、13：30〜15：00 主催：港南子ども中高生プラザ
小学生以上対象）
場所：港南子ども中高生プラザ学童クラブ分室屋上
打ち水大作戦（こうなん保育園・港南幼稚園・港南健康福祉 主催：港南子ども中高生プラザ
館・港南4丁目第3アパート自治会と合同）
場所：港南和楽公園脇通路
海洋科学部オープンキャンパス
主催：東京海洋大学
場所：東京海洋大学品川キャンパス
打ち水大作戦（芝浦アイランドこども園と合同）
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前
盆踊大会
主催：海岸２・３丁目町会
場所：埠頭公園
芝浦１丁目町会夏祭り
主催：芝浦１丁目町会
場所：ポートボール前
港南４丁目第２アパート夏祭り
主催：港南４丁目第２アパート自治会
場所：港南４丁目第２アパート３階公園
打ち水大作戦（台場保育園・台場区民センター・台場高齢者 主催：台場児童館
住宅サービスセンターと合同）
場所：台場児童館
東京湾クルーズ（事前申し込み：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338 主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
※港区在住の60歳以上の方対象、参加費必要、7/22申し込み開始）
場所：お台場周辺
誕生会（事前申し込み：芝浦アイランドこども園5443-7337 ※8月 主催：芝浦アイランドこども園
生まれのお子様と保護者対象、
１か月前から申し込み開始、定員１５名） 場所：芝浦アイランドこども園遊戯室
サマーキャンプ（ 事 前 申し込 み：港 南 子ども中 高 生プラザ 主催：港南子ども中高生プラザ
3450−9576 ※小学3年生〜高校3年生対象、定員あり） 場所：未定
水 あ そ び（ 事 前 申し 込 み：芝 浦 ア イ ラ ンド こど も 園 主催：芝浦アイランドこども園
5443-7337、
１か月前から申し込み開始）
場所：芝浦アイランドこども園園庭
観望会（事前申し込み：港南子ども中高生プラザ3450− 主催：港南子ども中高生プラザ
9576 ※定員あり）
場所：港南子ども中高生プラザ
ドッジボール交流会（事前申し込み：港南子ども中高生プラ 主催：港南子ども中高生プラザ
ザ3450−9576 ※小学生対象、
定員あり）
場所：未定
高 学 年 キャンプ（ 事 前 申し込 み：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
5443-7338 ※小学校4〜6年生を対象、参加費必要、6/23申し込み開始） 場所：あきる野市
お台場夏まつり
主催：お台場夏まつり実行委員会
場所：お台場レインボー公園
にじっこコンサート
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
夕 涼 み 会（ 事 前 申し 込 み：芝 浦 ア イ ラ ンド こ ど も 園 主催：芝浦アイランドこども園
5443-7337、
１か月前から申し込み開始、定員１５名）
場所：芝浦アイランドこども園園庭
東港自治会夏祭り
主催：東港自治会
場所：サンコーポラス芝浦集会室
都営港南４丁目自治会納涼大会
主催：都営港南４丁目自治会
場所：港南公園遊歩道
中高生館内宿泊（事前申し込み：港南子ども中高生プラザ 主催：港南子ども中高生プラザ
3450−9576 ※中高生対象、
定員あり）
場所：港南子ども中高生プラザ
園庭であそぼう
（事前申し込み：芝浦アイランドこども園 主催：芝浦アイランドこども園
5443-7337、
１か月前から申し込み開始）
場所：芝浦アイランドこども園園庭
港南３丁目合同祭り
主催：港南３丁目合同祭り実行委員会
場所：港南３丁目遊び場
敬老交流会（事前申し込み：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
5443-7338、港区在住の60歳以上の方対象、8/25申し込み開始） 場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
プラリバ写真館
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
交通安全指導
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
芝浦小地区防災協議会救命講習
主催：芝浦小地区防災協議会
場所：芝浦小学校
誕生会（事前申し込み：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
※9月生まれのお子様と保護者対象、１か月前から申し込み開始、定員１５名） 場所：芝浦アイランドこども園遊戯室
フリーマーケット
主催：芝浦港南区民センター
場所：トリニティ芝浦緑地
町内クリーン作戦
主催：海岸２・３丁目町会
場所：海岸２・３丁目町内会全域
リズムであそぼう
（事前申し込み：芝浦アイランドこども園
5443-7337 ※１か月前から申し込み開始）
にじっこ祭り

編

港

7/3
（木）
10：00〜12：00
7/4(金)
16:00〜18:00
7/6
（日）
10：00〜
7/7
（月）
10：00〜11：00
7/9
（水）
10：00〜11：00
7/18(金)・19（土）
・20（日）
16：30〜21：00
7/19(土)・20(日)
18:00〜21:00
7/21(月)
9：00〜16：00
7/23(水)
9：00〜17：00
7/25
（金）
〜7/26
（土）
18:00〜翌8:30
7/25
（金）
・26
（土）
16:00〜21:00
7/26(土）
16:00〜21:00
7/28
（月)〜8/31（日）
11：00〜15：00
7/29
（火）
10：30〜12：00
7/30(水)
12：30〜16：00
7/31
（木）

この情報誌は、港区ベイエリア・
パ ワ ー アップ プ ロジェクト ／
べいあっぷ編集部と芝浦港南地
区総合支所が協働して企画・編
集・発行をしています。

第8号
表紙写真（協働会館）提供：芝浦在勤

鈴木 博一さん

