区民交通傷害保険のお知らせ

芝浦港南地区

お急ぎください！

平成22年度区民交通傷害保険の申し込み締め切り間近！

総 合 支 所だより

しめきり 3月31日（水）
※金融機関での申し込みは 3 月25日
（木）
までです。
問い合わせ先

協働推進課 地区政策係
電話：6400-0013

港南地区では、
人口が急増し、
港南小学校のクラス数が不足したため、
改築を行ってきま
した。平成22年 4 月からは、
港南小学校は新しい校舎に移転します。

新港南橋
東海道貨物支線

平成22年 3 月現在、
港南小学校が建っている場所には、
、
子ども中高生プラザ、
地域コミュ
ニティ施設、
保育園を整備します。
現 住 所：港区港南4丁目3番6号

高浜運河

●

御楯橋

電話番号：3474-1501（変更無し）

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

月 日 曜

出張場所

8 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
15 木 港南子ども中高生プラザ
4 19 月 台場児童館

6

（平成２２年4月〜6月の実施予定）

間

内

13：30〜15：00

すくすく計測、相談

10：00〜13：00

計測、相談、フリー

容

①11：00〜11：45 ②11：45〜13：00 ①あんプロ企画 ②計測、相談

22 木 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00 ①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

26 月 台場保育園（台場分室・多目的室）

①11：00〜12：30 ②13：30〜15：00 ①保育園であそぼう ①②計測、相談、フリー

6 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

5

時

港南小学校 ●
（旧校舎） 首
港南幼稚園

●

東京海洋大学

①11：00〜12：30 ②13：30〜15：00 ①お悩みどっとこむ ②すくすく計測、相談

10 月 こうなん保育園（港南健康福祉館）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30 ①保育園であそぼう ①②計測、相談、フリー

13 木 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00 ①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

17 月 台場児童館

①10：30〜11：45 ②11：45〜13：00 ①あんプロ企画 ②計測、相談

20 木 港南子ども中高生プラザ

①10:30〜11：30 ②11：30〜13：30 ①あんプロ企画 ②計測、相談、フリー

24 月 台場保育園（台場分室・多目的室）

①11：00〜12：30 ②13：30〜15：00 ①保育園であそぼう ①②計測、相談、フリー

27 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

11：00〜12：30 13：30〜15：00

31 月 台場児童館

①11：00〜11：45 ②11：45〜13：00 ①あんプロ企画 ②計測、相談

すくすく計測、相談

3 木 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00

①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

7 月 こうなん保育園（港南健康福祉館）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30 ①保育園であそぼう ①②計測、相談、フリー

10 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①11：00〜12：30 ②13：30〜15：00 ①お悩みどっとこむ ②すくすく計測、相談

14 月 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00 ①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

17 木 港南子ども中高生プラザ

10：00〜13：30

計測、相談、フリー

21 月 台場児童館

①11：00〜11：45 ②11：45〜13：00 ①あんプロ企画 ②計測、相談

24 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

11：00〜12：30 13：30〜15：00

28 月 台場保育園（台場分室・多目的室）

①11：00〜12：30 ②13：30〜15：00 ①保育園であそぼう ①②計測、相談、フリー

すくすく計測、相談

※台場児童館（5500-2363）
・港南子ども中高生プラザ（3450-9576）での活動、芝浦ア
イランドこども園（5443-7337）の「こども園であそぼう」の活動については、事前の申し
込みが必要です。直接各施設にお問い合わせ、お申し込みの上ご参加ください。
※天候、支所・施設側の都合により、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。

問い合わせ先 区民課保健福祉係 電話：6400-0022

●

港南小学校
（新校舎）
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芝浦港南地区のコミュニティマップ

「港区ベイエリアマップ」ができました
芝浦港南地区は、近年、人口が急増し、
街並みも大きく変わってきています。総合
支所では、
地域情報が不足しているとの区
民の皆様からのご意見をもとに、生活密着
情報満載の「港区ベイエリアマップ」を作
成しました。3月下旬より皆様のご自宅にお
届けします。
芝浦港南地区全
体が今までの地図に
はない大きさに拡大さ
れ、町会等の区割り、
AEDや区の掲示板の
設置場所など、
市販の
地図とは一味違う情
報を掲載しています。
このベイエリアマッ
プが、
まちを知り、
より地域に愛着を持ってい
ただくきっかけとなるとともに、皆様のコミュ
ニティづくりのお役に立てれば幸いです。総
合支所でも配布しています。
問い合わせ先

お台場の皆さん！港陽中学校プールでリフレッシュしませんか？
お台場地区では、
港陽中学校の屋内プールを一般に開放しています。開放時間は次のとおりです。
どうぞ、
ご利用ください。

港南中学校

新 住 所：港区港南4丁目3番28号（平成22年4月に移転予定）

ご利用ください。

開校して１５年目を迎える港陽小・中学校は、
この4月に港区で初めての小中一貫教育校として、新たな出発をします。
「べいあっぷ」で 4 回に渡って紹介してきましたが、
お台場で唯一の小・中学校が一貫校となって、
いよいよ開校です。これ
まで以上に堅実な小・中学校教育を基本とし、9 年間で教育を行うメリットを十分生かして学力の向上を図り、
お台場の
小中一貫校ならではの体験活動も取り入れた教育を進めます。
これまでの準備段階では、皆様にさまざまなご意見、
ご支援をいただきありがとうございます。子どもたちは、学校前に広
がる世界に続く海を見ながら、
大きな夢を持ち、
毎日充実した生活をしています。お台場を「心のふるさと」
として、
世界に羽ばたける子どもたち
を育てるため、地域と一体となり、
にじのはし幼稚園との連携も深めながら、3 歳から15歳までの子どもたちが、協力し、助け合う環境の中で、
教育の一層の充実を図ります。引き続きのご支援をよろしくお願いいたします。なお、4 月6日に小中一貫教育校の開校式を行います。
港陽小学校 電話：5500-2572、 港陽中学校 電話：5500-2575、 教育委員会教育政策担当 電話：3578-2720

港南小学校が移転します

○港南小学校

平成22年4月 お台場に港区で初めての小中一貫教育校が開校します

協働推進課活動推進係
電話：6400-0031

◆港陽中学校屋内プール利用時間
午 前

午 後

6時30分〜8時30分

土曜日

10時〜正午

1時〜3時、3時30分〜5時30分

日曜・祝日

9時30分〜１１時30分

正午〜2時、2時30分〜4時30分

◆問い合わせ先

教育委員会事務局生涯学習推進課スポーツ振興係

◎港陽中学校屋内プール受付

電話：5500-2665

ゴヨウ（は）ナーニ ミナト（コールです）

03-5472-3710

電話：3578-2750〜3

◎は開放時間帯に限り通話できます。

【区のホームページ】http://www.city.minato.tokyo.jp/
【教育委員会のホームページ】http://www.city.minato.jp/kyoiku/index.html

都税についてのお知らせ

自動車の登録変更はお済みですか？
自 動 車 税 は、毎 年 4 月1日現
在、車検証に記載されている所有
者（割賦販売の場合は使用者）の
方に課税されます。
自動車を譲渡したり、廃車した場合は、登録変更の手

さしあげます

旅立つ日に備え家族のために遺志記帳の勧め
区内印刷企業で結成するみなと印刷ネツトワークでは、港区共同ビジネスグループ支援事
業「残紙を活用した地域貢献」の一環として、高齢社会ジャーナルの監修で『その日のために
ー旅立ちノート』
（Ａ4判、28P）＝写真＝を作成しました。これは、突然、病気やけがで意識を
なくしたり、死んだりした時、
どうしてほしいのかを書き記しておくためのノートです。
ノートではまず、思い出せる時間から現在までの楽しかったこと、苦しかったことなど、
これま
での人生の思い出を書きつづり、病気になったときの医療や介護についての希望、回復が見込

続きが必要です。お早めに、管轄の運輸支局または自

めない病気の場合、病名の告知や延命治療の希望も、
「する」
「しない」を丸で囲むだけの簡単

動車検査登録事務所で変更手続きを行ってください。

な方法で選べるようになっています。

◇自動車を譲渡したとき：3月31日までに登録名義
人の変更手続きを行ってください。
★名義変更手続きを行わないと、手放したはずの車
に自動車税が課税され、
トラブルの原因となりま
す。
◇廃車等で自動車を使わなくなったとき：速やかに抹
消登録を行ってください。

暮らしの疑問、まとめて「みなとコール」でお答えします。

6時〜8時

◆利用できる方 区内在住・在勤者で個人登録証（小・中学生は不要）
をお持ちの人
◆料
金 2 時間：大人300円 小・中学生100円
区内在住の65歳以上の人（個人登録証持参）、
障害のある人（個人登録証持参）
および未就学児童は無料（ 2 歳以下の幼児、
おむつのとれていない幼児は利用できません）
※登録証をお持ちでない人は、在住・在勤の証明ができるものをお持ちいただければ、
プール受付で発行の手続きをいたします。
（区
内在住の65歳以上の人は在住および年齢が証明できるもの、
障害のある人はその旨が証明できるものをお持ちください）
※毎月第 1・3日曜日は、
区民の皆さんは無料です。
（個人登録証をお持ちください）
※毎月第 2・4 土曜日は小・中学生は無料です。

★抹消登録を行わないと、廃車したはずの車に自
午前7時〜午後11時（年中無休）FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

夜 間

木・金曜日

また、家族が困らないように、健康保険証やカード類、納税通知書な
ど大切なものはどこにあるのか、知らせてほしい親類・知人の連絡先を
明記しておくことができます。
必ず訪れるその日に向けて、自分の希望を書き記しておけば、残され
た家族も本人の希望に沿うことができます。転ばぬ先のつえならぬ、転
ばぬ先の一冊として、健康な時に記入し、個人の責任で安全に管理する
ことが大切かもしれません。このノートをご希望の方に差し上げます。
◆芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策係窓口まで

動車税が課税され、トラブルの原因となります。
問い合わせ先
主税局課税部計画課自動車税係
5388-2954

べいあっぷ第１４号で取り上げた写真の中に、
本人の了解を得ないで掲載した写真がありまし
た。関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫びするとともに、以後このようなことが
ないように注意いたします。

