芝
浦
・
海
岸

港
南

10/1（金）
12：00〜17：00
10/3（日）
10：00〜17：00
10/15（金）
・16（土）
・
18（月）
10/17(日)

港区ドッジボール選手権

10/20（水）
・21(木)
10：00〜16：00
10/30（土）
9：00〜12：30
10/31（日）
11：00〜15：00
11/6（土）
11：00〜18：00
11/6（土）10:00〜17:45
11/7（日）10:00〜16:30
11/6（土）
・7（日）
10:00〜15:00
11/14（日）
10：00〜14：00
11/20・12/18・1/29（土）
13:00〜15:00
11/21（日）
9：30〜11：30
11/25（木）
13：15〜14：00
11/28（日）
13：00〜16：00
12月初旬
12：00〜15：00
12/7（火）
・8（水）

ほのぼの作品展

芝浦運河まつり
学校公開（※参観可）
※15（金）
・18（月）8：50〜15：25 16（土）8：40〜11：15
芝浦幼稚園運動会

学芸会（※参観可）
芋煮会とバザー（参加自由）
あいぷらまつり
第22回芝浦港南区民センターふれあいまつり
申し込み不要 入場無料（問い合わせ：芝浦港南区民センター3769-8864)
フリーマーケット（出店・参加無料 各日60店 区内在勤・在住者 往
復ハガキで申し込み）
（問い合わせ：芝浦港南区民センター3769-8864)
ウォーキング会（※事前申し込み必要）
ひとりじゃないさ！区民センターファミリーフラワーアレンジメント「楽しい冬支度」１回3,000円（材
料費込み）定員30名 往復ハガキで申し込み（問い合わせ：芝浦港南区民センター3769-8864)
港区総合防災訓練芝浦会場
音楽発表会
南極探検隊100周年記念事業イベント
写生会と講評親睦会（※事前申し込み必要）

12/15（水）

鍼・マッサージ（※事前申し込み必要：芝浦アイランド児童高
齢者交流プラザ5443-7338）
高齢者カラオケ大会

12/22（水）

年末お楽しみ会

12/25（土）
・26（日）
14:00〜15:30
10/2（土）
・3（日）
10：00〜16：00
10/9（土）
9：00〜14：00
10/16（土）
12：30〜15：00
10/20（水）
・21(木)
9：00〜16：00
10/25（月）〜30（土）9：00〜
16：00（30日のみ9：00〜13：30）
10/29(金）〜31(日)
10:00〜16:00
11/5（金）
10：00〜
11/7（日）
9：30〜12：00
11/29（月）
11：45〜
12/9（木）
10：30〜11：30
12/11（土）
14：00〜16：00
12/18（土）
14：00〜16：00
12/21（火）
15：00〜16：00
12/27（月）

クリスマス子ども大会 申込み不要 入場無料
（問い合わせ：芝浦港南区民センター3769-8864）
第6回文化祭
親子運動会
2010プラリバまつり〜だいすき！港南
ほのぼの作品展
作品出展は事前申込 見学自由
学芸発表会
見学自由
海鷹祭（参加自由）
（※問い合わせ：東京海洋大学5463-0355）
収穫祭
（※事前申し込み：こうなん保育園3450-3800）
港区総合防災訓練港南会場
ふれあい給食（※事前申し込み：こうなん保育園34503800、一食300円、60歳以上の方対象）
交流持久走
見学可
防犯講演会
（講師：立正大学教授 小宮 信夫氏）
クリスマス会
クリスマスイベント
事前申込（健康福祉館の教室参加者のみ）
港区児童館交流会

主催：港区児童館
場所：スポーツセンター
主催：芝浦運河まつり実行委員会
場所：新芝橋を中心とした運河沿い
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦小学校校庭
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
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館
主催：
トミンハイム海岸三丁目自治会
場所：
トミンハイム海岸三丁目１階公開広場
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
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター前広場
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター前広場・１Ｆ区民ホール
主催：
トミンハイム海岸三丁目自治会
場所：高輪方面
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター２Ｆ第１・２集会室
主催：港区
場所：芝浦小学校
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館
主催：南極探検隊100周年記念事業実行委員会芝浦港南地区総合支所
場所：芝浦港南区民センター
主催：
トミンハイム海岸三丁目自治会
場所：
トミンハイム海岸三丁目集会室
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
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
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
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター区民ホール
主催：都営港南四丁目第2アパート自治会
場所：都営港南四丁目第2アパート3階
主催：こうなん保育園
場所：港南和楽公園
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南和楽公園
主催：港南健康福祉館
場所：港南健康福祉館
主催：港南中学校
場所：港南中学校小体育館・体育館
主催：海鷹祭実行委員会
場所：東京海洋大学 品川キャンパス
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園園庭
主催：港区
場所：港南中学校、港南和楽公園
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園園庭
主催：港南中学校
場所：港南中学校校庭
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遊戯室
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遊戯室
主催：港南健康福祉館
場所：港南健康福祉館
主催：港区児童館
場所：芝浦港南区民センター

台
場

10/2（土）
10：00〜17：00
10/12（火）
13：45〜15：20
10/23(土)
8：45〜12：15
10/27(水)〜11/3（水）
8：55〜15：20
10/30（土）
13：30〜16：00
10/30（土）12：00〜21：00
10/31（日）10：00〜21：00
11/3(水)
9：00〜12：00
11/13(土)
9：30〜11：30
11/20（土）
11/27(土)
9：00〜12：30
11月未定
11月中旬
土曜開催予定
12/18（土）
12月未定
土曜開催
12月未定
10月〜12月
毎週木曜日

お台場学園開校記念式典・お台場学園祭
セーフティ教室
見学可
親子運動会
学校公開
見学可
楽園まつり
自由参加 チケット販売10/4〜29（日曜・祝日除く）
第9回ドリーム夜さ来い祭り
学芸発表会
見学可（事前問合せ必要：お台場学園5500-2572）
港区総合防災訓練台場会場
あきる野バスハイク
（※事前申し込み：台場児童館5500-2363、定員あり）
学芸会
見学可（事前問い合せ必要：お台場学園5500-2572）
陶芸教室
（※事前申し込み：台場児童館5500-2363、定員あり・有料（原材料費負担）
ハンドマッサージ
（※事前申し込み：台場児童館5500-2363、定員あり）
海苔ひび立て・勉強会
（問い合わせ：台場担当 5500-2365）
そば打ち
（※事前申し込み：台場児童館5500-2363、2部制・有料（原材料費負担）
キャンドル作り
（※事前申し込み：台場児童館5500-2363、定員あり）
ラートグループ
（※事前申し込み：台場児童館5500-2363、定員あり・小学2年生以上対象）

主催：お台場学園・港区教育委員会
場所：港陽小学校体育館
主催：お台場学園
場所：港陽小学校各教室
主催：台場保育園
場所：お台場レインボー公園（雨天時：港陽中学校体育館）
主催：お台場学園
場所：港陽小全教室
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：
ドリーム夜さ来い祭り実行委員会
場所：お台場、東京副都心全域
主催：お台場学園
場所：港陽小学校体育館
主催：港区
場所：お台場学園校庭
主催：台場児童館
場所：あきる野市
主催：お台場学園
場所：港陽小学校体育館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：海苔作り実行委員会・芝浦港南地区総合支所
場所：お台場海浜公園
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
※日程が変更になる場合があります。

南極探検隊100周年記念事業 イベント開催のお知らせ
のぶ

平成22年は、
白瀬矗中尉率いる我が国初の南極探検隊が芝浦港（現埠頭公園）
を出航して100周年にあたります。
100年前の白瀬南極探検隊が、
わずか204トンという小型船「開南丸」で挑戦した南極探検は、
南極点には至りませんでした
が、
到達した南緯80度 5 分の地点は人類にとって当時 4 番目に極点に近く、
国際的にも壮挙と呼ぶにふさわしいものでした。
11月28日
（日曜）午後1時から、
芝浦港南区民センターにおいて、
劇団わらび座によるミュージカル「白瀬中尉物語」や白瀬南
極探検隊のパネル展、
募集した俳句・絵画等の作品展示・表彰、
秋田県の物産展などを行います。
皆様のご来場を、
心よりお待ちしております。
日時：平成22年11月28日（日） 午後1時〜4時（予定）
●劇団「わらび座」ミュージカル

場所：芝浦港南区民センター

●白瀬氏「パネル展」

●俳句、絵画の作品展示・表彰など

※開催日時については、9月末現在の予定で、変更となる場合があります。

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
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。
今年は、中国で多数の死者を出した中国青海省地震や、九州地区での記録的な大雨による被害な
ど、
自然災害による被害が多数発生しています。
災害発生時には、
区民ひとりひとりの「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。
災害による被害を最小限にするために、
日ごろから災害への備えを心がけ、
訓練の場に積極的に参
加することによって、
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。
芝浦会場
港南会場
台場会場

日
時：平成22年11月21日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
メイン会場：芝浦小学校（芝浦3-1-20）
日
時：平成22年11月7日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
メイン会場：港南中学校（港南4-3-3）、港南和楽公園（港南4-2-18）
日
時：平成22年11月13日（土）午前9時30分から午前11時30分まで
メイン会場：港陽小学校・港陽中学校（台場1-1-5）

白瀬矗中尉

