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区道の通称名が決まりました！！
　芝浦商店会では、地元町会等の賛同
を得て、田町駅東口から海岸通りを結ぶ
「なぎさ通り」に接する区道に、新たに 5
つの道路通称名を決定しました。「ももよ
通り」「しおかぜ通り」「さざなみ通り」

「かすみ通り」は、昨年 7月に芝浦小学
校の皆さんに募集し、選定したもので
す。また、「芝浦運河通り」は、『運河のま
ち芝浦』を象徴する名称として選定した
ものです。
　それぞれの道路がより多くの皆さんに
親しまれ、ストリート名称が地域に定着
するよう、ぜひ、覚えてください。

港区総合防災訓練のお知らせ
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－港都税事務所からのお知らせ－

東京都では、平成20年9月22日
から、事業所税の電子申告、電子
申請・届出および法人事業税・都
民税の電子申請・届出を開始しま
した。

詳しくは、港都税事務所
電話：3453-3211（代）まで、お問い合わせください。

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

都税の新たな電子申告、
電子申請・届出サービスを
開始しました！

問い合わせ先 子ども課子育て支援計画担当 電話：3578-2466

・所 在 地：港区台場1-7-1　メディアージュ4階
・電　　話：5520-9061
・開館時間：11時～18時　※メディアージュ休館日、年始年末を除く
・対　　象：港区民（登録の際港区住民であることが確認できる身分証明書が必要です）
・料　　金：無料（講座などにより実費負担あり）

　8月20日、メディアージュ4 階に「港区子育てひろば あっぴぃ台場」がオープンしました。
この施設は、港区在住の乳幼児とその保護者が自由に利用できる登録制の子育て支援
施設で、親子でゆっくり過ごすことができます。その他、保育士による子育て相談、子育て
サークルの支援などを実施しています。イベントとしては、子育て講座（親子リトミックや親子
造形遊びなど、親子で遊べる講座等）の開催を予定しています。
　また、民間の商業施設内にあることを踏まえ、安心・安全面を第一に考えた設計、運営を
しています。あきる野市から取り寄せた間伐材の天然ひのきフローリングで、素足に温もり
を感じる、子育てに優しい環境が整っています。施設内に入る際には登録者カードを提示
した方のみ入室でき、登録者以外は入室できない仕組みになっています。
　利用者の方にお話を伺ったところ、「以前は児童館などを利用していましたが、主な利用児童の年齢がお子さんよりも高いた
め、乳幼児向けの施設があると同年代のお母さんたちと情報交換もでき、便利」とおっしゃっていました。皆さんも親子でたくさ
んの仲間に出会える「あっぴぃ台場」で、のんびり子育てを楽しんでください。
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芝浦アイランドこども園 
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内　　容 

ふれ合い、講座、相談 

保育園であそぼう、みなとっこ 

かもめキッズぷちグループ活動、ぷちサロン 

保育園であそぼう、みなとっこ 

子育てあんしんプロジェクト 

すくすく計測、個別相談、プレママの会 
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（平成20年10月～12月の実施予定） 

保健師・助産師・栄養士によるプロジェクトチームが、
次の施設を訪問し、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などをしています。どうぞ
ご利用ください。 

＊台場児童館（5500-2363）と港南子ども中高生プラザ（3450-9576）の参加について
は、事前の申込みが必要です。 
実施する内容によって、時間等を変更する場合がありますので、詳しくは施設へお問い合わ
せください。  

問い合わせ先 くらし応援課保健福祉係 電話：6400-0022
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　区では、防災関連機関の協力を得て、地域ぐるみの防災訓練を毎年実施しています。本年
は、中国四川省における四川大地震が発生し、国内においても岩手・宮城内陸地震、また、局
地的集中豪雨などの被害も多数発生しています。
　災害発生時には、区民の方々の「自分たちのまちは自分で守る」という意識が重要です。各
地区で開催される防災訓練に積極的に参加して、災害に備えての自助・共助について考える
機会としてください。各地区の訓練日程は、次のとおりです。

日　　　時：平成２０年１０月２６日（日）　午前9時３０分から午前１１時３０分まで
メイン会場：区立芝浦小学校（芝浦3-1-２０）

日　　　時：平成２０年１１月９日（日）　午前9時３０分から午前１１時３０分まで
メイン会場：区立港南中学校（港南4-3-3）

日　　　時：平成２０年１１月１６日（日）　午前9時３０分から午前１１時３０分まで
メイン会場：区立港陽小・中学校（台場1-1-5）

芝浦地区

港南地区

台場地区

問い合わせ先　地区活動推進課活動推進係　電話：6400-0031

　台場コミュニティプラザ内のレイアウト変更に伴い、平成２０年１１月より台
場コミュニティプラザ内改修工事を行います。そのため、台場区民センター
の貸し出し施設等の利用休止及び一部利用の制限をさせていただきます。
◆利用休止施設　①和室　　平成20年12月1日（金）～28日（日）
　　　　　　　　②図書室　平成21年1月上旬～2月中旬頃
◆一部利用制限　①区民ホールの控室・シャワー室
　　　　　　　　※ 区民ホールについては利用可能です。
　工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

問い合わせ先：地区政策課地区政策担当　電話：5500-2365

台場コミュニティプラザ内改修工事を行います 田町駅東口デッキの電子情報案内盤
ご存知ですか？

　電子情報案内盤は、誰にでも使いやすく、た

めになる情報を発信しています。

　視覚障害者向けの点字と音声案内付きの

地図、区の施設やイベント案内、企業の社会貢

献活動、周辺のお店案内を発信しています。

　田町駅周辺にお出かけの際は、ぜひご利

用ください。

ご支援をお願いします！
　運営・管理はNPO日本

福祉環境協議会が行っ

ており、案内盤の運営の

ために、企業や商店の皆様の支援金をお願い

しています。ご支援いただける企業や商店の

皆様には、社会貢献活動や商店等の情報を情

報案内盤に掲載させていただいています。

アンケートにご協力を！
　田町駅東口に設置した情報案内盤は、1 年

間の試行として設置しており、利用者の皆様の

ご意見をいただき、より使いやすい案内盤とし

ていく予定です。

　アンケートへのご協力をお願いいたします。ア

ンケート用紙は、下記にご請求いただくか港区

ホームページの芝浦港南地区総合支所のペー

ジからダウンロードして下記までお送りくださるよ

うお願いします。

　地区政策課　FAX：5445-4590

芝浦港南地区施設訪問－その4


