芝
浦
・
海
岸

1/6（木）
10：00〜12：00
1/18(火)
10：00〜11：30
1/27（木）
10：15〜11：30
2/5〜3/5の毎週土曜日
14：00〜14：40
2/22(火)
10：15〜11：00
2/26(土）
・3/26（土）
13：30〜15：30
3/3（木）
10：15〜11：00
3/16（水）
3月中旬
9：30〜
3月中旬
3/27（日）
10：00
3月未定
10：00〜14：00
1/12(水）
15：30〜17：00
1/14(金)
9：30〜11：30
1/18(火)11：00〜20：00
1/19（水）9：00〜12：00
1/22(土)
9：20〜14：35
1/22(土)
10：00〜17：00
1/24（月）

港
南

1/26(水)
14：00〜17：00
2/2(水)
16：00〜17：00
2/20(日)
13:30〜
2月中旬
2月下旬
ＡＭ
3/3(木)
10：00〜11：30、13：00〜13：40
3/19(土)
9：00〜17：00
3月中旬
3月中旬

台
場

1/6（木）
7：30〜17：30
1/7（金）
9：30〜11：30
1/12（水）
14：30〜16：30
1/14(金)
13：15〜

新年交流会
おもちつき会（ 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、定員15名）
誕生会（ 事前申し込み：芝浦アイランドこども園54437337、
１か月前から申し込み開始、定員15名）
英語であそぼう！
（問い合わせ：芝浦港南区民センター 3769-8864、申し込み：往復
はがきで1月20日必着 先着20名、※小学校就学前の4歳・5歳の幼児対象、全5回4,500円）
誕生会（ 事前申し込み：芝浦アイランドこども園54437337、
１か月前から申し込み開始、定員15名)
ひとりじゃないさ 区民センターファミリー！良寛の話（問い合わせ：
芝浦港南区民センター3769-8864、申し込み：往復はがきで2月5日必着、抽選で30名、1回500円）
誕生会（ 事前申し込み：芝浦アイランドこども園54437337、
１か月前から申し込み開始、定員15名）
卒業・進級を祝う会
海岸2・3丁目町内会クリーン作戦
高齢者バスハイク（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）
防火・防災訓練
お花見（参加自由）
ふれあいアート事業「グルグルふめんの国」を作って音にし
よう！
（事前申し込み：港南子ども中高生プラザ3450-9576、※小学生1〜3年生対象）
もちつき会（事前申し込み：こうなん保育園3450-5004、
※2歳以上対象）
雪遊びと雪あかりの夕べ（自由参加 問い合わせ：港南子ど
も中高生プラザ3450-9576、※乳幼児〜大人対象）
みなと祭
（※事前申し込み不要、お車での来校はできません。）
地域安全マップ（事前申し込み：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、※小学生対象）
ふれあい 給 食（ 事 前 申し込 み：こうな ん 保 育 園 3 4 5 0 5004、一食300円、60歳以上の方対象）
たこあげ（事前申し込み：港南子ども中高生プラザ34509576、※小学生対象）
まめまき（問い合わせ：港南子ども中高生プラザ34509576、※乳幼児〜大人対象、自由参加）
防災講演会『高層マンションわが家の防災』
（参加自由）
陶芸教室（形成）
（事前申し込み：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、※幼児・小学生対象）
乳幼児観劇会（ 事前申し込み：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、※乳幼児親子対象）
あそびにおいでよプラリバへ（問い合わせ：港南子ども中高生プ
ラザ3450-9576、※対象者限定：近隣の幼稚園・保育園の年長児）
卒業おめでとう会 高学年バスハイク（事前申し込み：港南子ど
も中高生プラザ3450-9576、※小学生4〜6年・中高生対象）
陶芸教室（絵付け）
（事前申し込み：港南子ども中高生プラ
ザ3450-9576、※幼児・小学生対象）
高齢者バスハイク
（事前申し込み：港南健康福祉館 3450-9915）
高学年・中学生バスハイク
もちつき会
新春お楽しみ会
ふれあい寄席

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ふれあいラウンジ
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
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
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
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
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター講習室
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
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体育室
主催：海岸2・3丁目町会
場所：海岸2・3丁目町会全域
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：未定
主催：海岸2・3丁目町会
場所：海岸3-19-2路上
主催：芝浦2丁目町会青年部
場所：竹芝橋前
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旧分室
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園園庭
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南和楽公園
主催：港特別支援学校
場所：港特別支援学校
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分室
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南和楽公園
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南子ども中高生プラザ・分室（全館）
主催：港南防災ネットワーク
場所：港南健康福祉館
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・分室（全館）
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・分室（全館）
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・分室（全館）
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：花やしき
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・分室（全館）
主催：港南健康福祉館
場所：未定
主催：台場児童館
場所：富士急ハイランド
主催：台場保育園
場所：台場保育園
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場高齢者在宅サービスセンター
場所：台場高齢者在宅サービスセンター

1月（2回実施予定）
1月未定
2/2〜2/16の毎週水曜日
15：00〜17：30
2/19（土）
・26（土）

台
場

2/22(火)
10:30〜11:00
2/23（水）
15：30〜17：00
2月（2回実施予定）
3/11(金)
3/28（月）
3月（2回実施予定）
3月未定

防犯パトロール
トランポリンのつどい
（事前申し込み：台場児童館5500-2363）
フリークライミング
（事前申し込み：台場児童館5500-2363）
親子ヨガ
（事前申し込み：台場児童館5500-2363）
おはなし会
アートの集い
（事前申し込み：台場児童館5500-2363）
防犯パトロール
乳幼児バスハイク
（事前申し込み：台場児童館5500-2363）
小6卒業おめでとう外出
（事前申し込み：台場児童館5500-2363）
防犯パトロール
中高生進級おめでとう会

主催：台場防犯隊
場所：台場地区住居地域
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
主催：みなと図書館
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場防犯隊
場所：台場地区住居地域
主催：台場児童館
場所：未定
主催：台場児童館
場所：未定
主催：台場防犯隊
場所：台場地区住居地域
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。

『お台場海苔づくり』に参加者募集！
平成17年度からお台場学園港陽小学校で実施している、
お台場の海苔づくりを今年度も実施します。
海苔の育成を通して、
身近にあるお台場の魅力を再発見してみませんか？
芝浦港南地区に在住・在勤の方を対象に、
お台場学園港陽小学校の生徒と一緒に海苔づくりを行
う方を募集します。事前の申込みは必要ありません。当日、
直接、
会場にお越し下さい。
昨年の海苔づくりの様子

○中間刈り取り・海草押し葉と海苔試食会
日時：平成23年1月22日（土）9：00〜13：00（予定） 場所：お台場学園港陽小学校およびお台場海浜公園
○海苔摘み取り、海苔すき作業体験と海苔の佃煮おにぎり・味噌汁試食会
日時：平成23年2月5日（土）9：00〜17：00（予定） 場所：お台場学園港陽小学校およびお台場海浜公園

下記ホームページで海苔づくりについて情報を発信しています。
お台場なぎさ通信 アドレス（http://odaiba-env.net/index.html）
問い合わせ：協働推進課

台場担当

電話5500-2365

3Rフォーラム開催のお知らせ
区では区民・事業者・区の 3 者で、
平成18年度から「港区 3 R推進行動会議」を設立し、
「ごみの減量」や、
「リサイクリルの推進」
に取り組んでいます。
リユース
リサイクル
デュース
3 R（Reduce：ごみになるものを減らす、
Reuse：繰り返し使う、
Recycle：再生利用する）
を広く知っていただくため、5日間にわ
たりフォーラムを開催します。
みんなと一緒に3R！
港区での 3Rな取り組みを見にエコプラザまでぜひお越しください。
期間：平成23年3月9日（水）〜3月13日（日） 場所：港区立エコプラザ（港区浜松町1-13-1）
内容：
【展示会】港区3R推進行動会議のこれまでのあゆみや区内のさまざまな団体の取り組みを展示
【特別イベント】環境にもよいお弁当教室参加者によるレシピコンテスト
港区リユース
段ボールコンポスト講習会参加者による合同ワークショップ
キャラクター
3Rに関する講談／事業者との意見交換会

※開催期間、
内容等については12月初旬現在の予定で、変更になる場合があります。詳しくは広報みなとまたは区のホームペ
ージでご確認ください。
問い合わせ：港区3Ｒ推進行動会議事務局（清掃リサイクル課） 電話3450-8273

