港区ベイエリアのサークル紹介
芝浦、海岸、港南地区

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場地区の魅力発信・創造のために

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

港南メッツ

第1分科会活動報告

創立30周年を迎えた港南メッツは、女子５名を含む小学生24名の野
球チームです。熱血坂本監督のもと、コーチや保護者の手厚いサポー
トもあり毎試合盛り上がっています。メッツでは、地元の行事にも積
極的に参加し、地域貢献も心がけています。今年も心身の鍛錬と団結
を目的に、長野合宿にも行った仲良しチームです。主に土曜日・日曜
日に、港区内のグランドで活動しています。見学も自由ですので、お
気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
坂本監督
090-4748-0283
常住コーチ 090-4840-9364

「芝浦港南運河めぐり」を実施しました！！
第１分科会「イベントプロジェクト」による「まちを知ろう」企画第１弾と
して、７月28日、昨年も大好評だった運河めぐりクルーズを実施しました。
当日は照りつける日差しも強い真夏日でしたが、運河を吹き抜ける風は涼しく
感じられました。芝浦、海岸、港南の「まち」を普段とは違う角度から見るこ
のイベント。今回も大好評で、175名の方が参加され、「説明がわかりやすか
った」「また参加したい」等の感想をいただきました。
「まちを知ろう」企画第２弾は、芝浦港南地区内の普段見ることのできない
施設を見学するツアーを企画中です。お楽しみに！！

台場
台場ファイターズ
イタ ズ

台場地区

左：芝浦アイランドのカニ護岸

結成６年目となるファイターズの練習場は、青海にあるグランド。毎
週土日に練習や試合を行っています。顔を出すとすぐさま「おはようご
ざいます！」と元気に挨拶してくれました。最近の子どもたちが忘れが
ちな礼節や人との上下関係というものがそこに感じられました。総勢25
名のメンバーは、主軸となる５,６年生のAチーム、４年生以下のBチー
ムとで構成されています。コーチやお父さんたちが中心となって結成さ
れている銀座ゴールデンキラーズも活躍中。軟式野球連盟港支部での試
合やスポーツ少年団との交流戦で好成績を残しています。強豪チームが
集うコーワリーグにも所属しており一昨年は優勝しています。試合結果だけでなく、子どもたちの明るく健全な心と体を願
うべく、監督コーチ、保護者一丸となってサポートしています。台場ファイターズの仲間になりませんか。
問い合わせ先 石嶋ヘッドコーチ 3529-0290・090-3223-6513

中：開放的な高浜運河
右：京浜運河から見るレインボーブリッジ

また、「かるがもプロジェクト」は、環境リポートでご紹介した「生き物のすみかづくりプ
ロジェクト」と共催で、勉強会を続けてきました。以前は芝浦アイランド付近で見ることができ
た「かるがも」を呼び戻すために、営巣場所となる浮島や餌場をつくろうという試みで、芝浦運
河をかるがもの楽園にしようと、メンバー一同はりきっています。現在、芝浦運河への浮島設置
に向け設置場所の検討や、浮島の製作に取り掛かっています。こちらも、ご期待ください。

掲載希望サークル募集
掲載希望サ
載希望サ
希望サ クル募集
ク
！
編集部では、港区ベイエリア内に在住、在勤の方が主催し
ているサークルを募集します。サークルの名称、活動内容、
代表者の住所・氏名・連絡先、主な活動場所を明記の上、
メール、ファックスまたは郵便でご応募ください。
※営利目的や宗教活動および政治活動を目的とした団体の応募は、ご
遠慮ください。
※誌面の都合上、掲載できない場合もございますのでご了承ください。
※必要に応じて、編集部で取材をさせていただく場合がございます。

第3分科会活動報告
問い合わせ・応募先

11月2日
（金）締切り

〒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：6400-0011 FAX：5445-4590
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

[写真・俳句・イラストなど]を
募集しています。
この地域にちなんだ作品をお送りください。
応募方法は作品にタイトルとコメントを添え
て、
住所・氏名・電話番号・作品返却希望の有
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。

問い合わせ・作品の送付先

住所：〒108‐8547

大募集

写真・俳句・
イラストなど

※郵便番号だけで届きます

「赤トンボとレインボーブリッジ」

小坂 善男さんの作品
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今年度の第３分科会は、２つのプロジェクト（活動）が動き出しています。

●地域の困りごと解決プロジェクト（12名）
今年度は、まず、地域の環境美化について検討しています。メンバーが身近な場所のゴミ
の発生（散乱）状況をチェックし、まちをきれいにするための方策を練っています。
今後、実験箇所を設定し、ゴミ箱の撤去実験、設置実験、ふたの形状の変更実験等を行う
予定です。併せて、企業やマンションなどに向けて、美化に関するPRを行う予定です。

編集部では表紙、読者ギャラリーの作品

「紅葉と自由の女神」

運河から見る
「まち」は、
いつもと違うから不思議

「大島航路」

泥谷 隆史さんの作品

芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部
電話：6400‐0011 FAX：5445‐4590
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

次回の締切りは 11月2日（金）必着です

●地区版基本計画検討プロジェクト（23名）
平成21年度からの新たな基本計画は、現行の分野別の計画に加えて、「地区特性に配慮した地区版計画書」を策定する予定
です。次期の港区基本計画の策定に向けて、今年度は各総合支所で地区版の基本計画の検討が始まりました。地区の課題や魅
力を中心に話し合って計画に反映させていく予定です。7月25日に第1回の会合を開催しました。メンバーの中には、他の分科
会の活動に加えて参加された方やこの基本計画の検討のために新たに応募された方など、23名の方々が集まりました。8月22
日の第2回会合では、「芝浦港南地区を知る」というテーマで勉強会を開催しました。
今後は、３つのグループ*に分かれてテーマ別の検討に移り、来年2月ごろを目途に提言書
をまとめていただく予定です。
＊３つのグループとは、港区基本構想の３つの柱
①かがやくまち（まちづくり・環境分野）、
②にぎわうまち（産業・コミュニティ分野）、
③はぐくむまち（保健・福祉・教育分野）です。
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芝浦港南地区

港区総合防災訓練のお知らせ
区では、防災関係機関の協力を得て、地域ぐるみの防災訓練を毎年実施しています。災害が起きた場合、区民の方々の
「自分たちのまちは自分たちで守る」という意識が重要です。
本年は、新潟県中越沖地震を教訓とし、各地区で避難所訓練を実施する予定です。この機会に皆さんで防災訓練に参加
しましょう。各地区の日程は、次のとおりです。
芝浦地区
日時：平成19年10月28日（日） 午前９時30分から午前11時30分まで
場所：区立芝浦小学校（芝浦3-1-20）

※田町駅東口交番は、9月28日（金）、駅寄りに
移転し、業務を開始します。

芝浦港南地区施設訪問−その3

桜田通り

総合支所だより

記録的な猛暑が続いた夏も終わり、季節は秋にな
りました。
今号は、各地区で真夏に行われたお祭りやイベン
トの記事・写真が満載です。それぞれの催しに、参加
された読者の皆さんも多いと思います。
秋の夜長、
ご家族で、
楽しい夏の思い出を振り返っ
てみてはいかがでしょうか。

警視庁三田警察署（新庁舎）
芝浦4-2-12

電話：3454-0110

警視庁三田警察署の新庁舎が芝浦
４丁目に完成し、８月１３日から業
務を開始しました。
新庁舎は地上９階、地下１階建て
で、芝５丁目にあった旧庁舎が老朽
化したため、約500メートル離れた
場所に建設されました。
都内の警察署としては２番目に大
きい留置施設を３階から４階部分に
備え、地下には、都内の警察署では
５番目になる射撃訓練場も設置され
ています。
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港南地区
第１回 水辺フェスタ 地域対抗ボートレース大会が
９月15日に高浜運河（新港南橋から御楯橋の間）で開
催されました。
芝浦・海岸2・3丁目地域、港南地域、台場地域から
出場した18チーム、108人の選手によるレースの熱戦
の模様は、次号で詳しくご紹介しますので、ご期待くだ
さい！！

日時：平成19年11月11日（日） 午前９時30分から午前11時30分まで
場所：区立港南中学校（港南4-3-3）および港南小学校（港南4-3-6）
台場地区
日時：平成19年11月18日（日） 午前９時30分から午前11時30分まで
場所：区立お台場レインボー公園（台場1-3-1）および港陽小・中学校（台場1-1-5）
問い合わせ先

地区活動推進課活動推進係

電話：6400−0031

男女平等参画センター「リーブラ」のイベント情報
Libra Art Project パフォーマンス・アート入門講座
−「わたしを生きる」をテーマに−
（解説と公演）

わたしを生きるため にアートがある
わたしを生きるため のアートがある
■日 時：12月１日
（土）午前10時〜午後５時まで

昨年の防災訓練の様子

■場

暮らしの疑問、まとめて「みなとコール」でお答えします。

打ち水大作戦が行われました
猛暑が続いた今年の夏、少しでも涼しさを取り戻そうと、打ち水大作戦が各地区で行われました。芝浦水再生センターの
再生水、風呂やプールの残り水などを活用し、保育園、児童館、幼稚園などの子どもたちや、地域・企業の皆さんなどが多
数参加しました。それぞれ0.2℃から２℃ほど温度が下がり、打ち水効果を参加者全員で体感しました。終了後には、参加
した子どもたちなどに水ヨーヨーやかき氷などが配られ、大好評でした。

●台場地区

●港南地区

●芝浦地区

８月１日に、台場児童館前広場
で行われました。

８月２日に、港南子ども中高生
プラザ前広場で行われました。

８月29日に、芝浦アイランドこど
も園・児童高齢者交流プラザ前およ
びプラタナス公園で行われました。

ゴヨウ（は）ナーニ

ミナト（コールです）

03-5472-3710
午前７時〜午後１１時（年中無休）
FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

師：イトー・ターリ
（パフォーマンス・アーティスト）

■対

象：中学生以上

■定

員：４０名

■参加費：無料
【詳細はお問い合わせください】

区役所のサービスや施設案内、催しの情報など、お気軽にコールセンターへ
お問い合わせください。英語での対応もいたします。

質問

所：男女平等参画センター ５階 ホール

■講

男女平等参画センター「リーブラ」
芝浦３−１−４７
電話：3456-4149 / FAX：3456-1254
ホームページ：http://www.kissport.or.jp

高齢者の介護・健康についてや、近所の一人暮らしの高齢者
に何かあったときには、どこに相談すればよいのでしょうか？

芝浦、海岸２・３丁目、港南、台場の各地区を区域とする高齢者の皆さまとそのご家族の身近な相談窓口とし
て、区立地域包括支援センター 港南の郷があります。
答え
介護保険や、区の高齢者福祉サービス、介護予防のこと、その他くらしの
上でいろいろお悩みのこと、分からないことがございましたら、お気軽にご
相談ください。必要に応じて、ご家庭の訪問も実施しています。
区立地域包括支援センター 港南の郷 のご案内
＜所在地＞
〒108-0075 港南3-3-23
電 話：3450-5905
FAX：3450-5909
＜窓口受付時間＞
月曜〜土曜 午前９時〜午後７時30分まで
日曜、祝日、年末年始 午前９時〜午後５時まで
14｜べいあっぷ
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