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ふれあい情報誌

芝浦港南地区情報誌
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第5号第5号

～芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場～ ■ 港区ベイエリア・イベントリポート
■ 子育て相談、公園紹介
■ べいあっぷ環境リポート
■ 港区ベイエリアのサークル紹介
■ べいあっぷ読者ギャラリー
■ 港区ベイエリア・
　 パワーアッププロジェクト活動報告
■ 総合支所だより
■ 港区ベイエリア・イベントカレンダー

港区芝浦港南地区総合支所
地区政策課　べいあっぷ編集部

〒108-8547
港区芝浦3-1-47
電話：6400-0011
FAX：5445-4590 
Eメール：
sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

この情報誌は、港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト／第2分
科会の皆さんと芝浦港南地区
総合支所が協働して企画・編
集・発行をしています。
この地区情報誌に関するご意
見・ご要望、お問い合わせは
下記までお寄せください。

※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・
電話番号等の個人情報は、作品の返送及び
事務連絡に利用します。また、取扱いについ
ては港区個人情報保護条例に基づき、適正
に管理をします。

港区ベイエリア・イベントカレンダー
10/12（金）
19:00～20：30
10/13（土）
9:20～13:30
10/13（土）
9:00～14:00
10/17（水）・18（木）
10:00～16:00
10/17（水）・18（木）
10:00～16:00
10/19（金）
13:45～14:30
10/20（土）
13:30～16:30
10/20（土）
9:15～11:30
10/21（日）10:00～19:00
      22（月）17:00～21:00
10/27（土）
13:30～16:00
10/29（月）～11/3（土）
8:25～15:30
10/30（火）
13:45～14:30
11/2（金）
10:30～11:30
11/2（金）～8（木）（３・４日除く）
9:00～14:00
11/3（土）
12:00～16:00
11/3（土）
10:00～
11/3（土）
13:45～16:00
11/4（日）
12:30～15:30
11/6（火）
9:00～12:00
11/7（水）
10:30～11:30
11/8（木）
10:00～11:30
11/9（金）～11（日）
10:00～17:00
11/10（土）
11:00～16:00
11/10（土）～11（日）
10:00～17:00
11/10（土）～11（日）
10:00～15:00
11/17（土）
9：00～17：00
11/17（土）

11/29（木）・30（金）
9:00～16:30
11/29（木）・30（金）
9:00～16:00
12/2（日）
10:00～13:00
12/5（水）
10:00～13:00、14:30～16:30
12/8（土）
13：30～
12/9（日）
11:00～
12/9（日）
10:00～
12/11（火）
10:30～11:30
12/13（木）
10：30～11：30
12/15（土）～16（日）
14:00～15:30
12/16（日）
10:00～
12/19（水）
10:00～11:30
12/19（水）
18：00～20：00
12/19（水）～28（金）（23・24日除く）
20:00～
12/23（日）
10:00～
12/26（水）
午後
12/27（木）
8：00～17：00

主催：台場地区防災協議会、台場児童館
場所：港陽小学校体育館
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦小学校校庭
主催：こうなん保育園
場所：港南和楽公園
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
主催：港南健康福祉館
場所：港南健康福祉館
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南和楽公園
主催：にじのはし幼稚園
場所：お台場レインボー公園
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：台場児童館
場所：台場児童館
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：Kissポート財団
場所：お台場レインボー公園
主催：東京ベイ・クリーンアップ大作戦実行委員会
場所：都立お台場海浜公園
主催：港陽小学校
場所：港陽小学校
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：プラタナス公園、芝浦アイランド児童こども園園庭
主催：港養護学校
場所：港養護学校
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
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：東京海洋大学
場所：東京海洋大学品川キャンパス
主催：お台場ふれあいフリーマーケット実行委員会
場所：台場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および前広場
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
主催：台場児童館
場所：あきる野市横沢入
主催：東京海洋大学
場所：東京海洋大学品川キャンパス
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園
主催：芝浦2丁目町会
場所：船路橋児童遊園
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
主催：台場高齢者在宅サービスセンター
場所：台場区民センターホール
主催：芝浦1丁目町会
場所：南浜町児童遊園
主催：メゾン田町自治会
場所：メゾン田町駐車場
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園
主催：台場児童館
場所：台場区民センターホール
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センターホール
主催：東港自治会
場所：サンコーポラス芝浦集会室
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：台場児童館
場所：台場児童館
主催：海岸２・３丁目町会
場所：海岸２・３丁目町会会館前
主催：海岸２・３丁目町会
場所：海岸２・３丁目町会会館前
主催：港区児童館
場所：芝浦港南区民センター
主催：台場児童館
場所：富士急ハイランド

台場地域防災講演会

運動会

親子運動会

ほのぼの作品展

ほのぼの作品展

音楽発表会

プラリバまつり

にじっこ運動会

芝浦運河まつり

楽園まつり（じどうかんまつり）

学校公開

セーフティ教室

やきいも会

幼稚園公開

お台場ふれあい動物園

東京ベイ・クリーンアップ大作戦

道徳授業　地区公開講座

芝浦アイランド交流プラザまつり
（事前チケット販売:芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
全校授業公開日

心を育てる教育講座

こども園であそぼう-リズムあそび-
（事前申し込み:芝浦アイランドこども園5443-7337）
海鷹祭

お台場ふれあいフリーマーケット

芝浦港南ふれあいまつり

芝浦港南ふれあいまつりフリーマーケット

エコレンジャーバスハイク
あきる野市里山であそぶ
オープンキャンパス

作品展

作品展

もちつき大会

交流スポーツ大会
（問い合わせ:芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
年末ふれあいコンサート

もちつき大会

おもちつき

もちつき会

乳幼児親子対象年末おたのしみ会

クリスマス子ども大会

子供クリスマス会

クリスマス会
（事前申し込み:芝浦アイランドこども園5443-7337）
中高生年末おたのしみ会

歳末警戒

もちつき大会

児童館交流会

高学年バスハイク

16｜べいあっぷ

　昨年10月に「べいあっぷ」創
刊号を発行してから、早いもの
でもう1年が経ちました。編集方
針の決定、地区情報誌にふさわ
しいネーミング、内容とレイアウ
トの検討など、すべて手探りでス
タートした編集部も号を重ねる
につれて、全員の息が合ってき
ました。これからもお役に立つ
情報、面白い情報をたくさんお
届けできるよう、がんばります。
　ベイエリア各地で盛り上がっ
た夏祭りを中心にまとめた本号
が発行されるころはすでに秋、
年末に発行予定の第6号の企画
に忙しい編集部です。

宮尾　賢

編集後記

鈴木 博一 宮尾 　賢

飯塚 正倫

大河内 俊雄 荻野 良介

石井 弘子 小野 久仁絵

小野 雅久
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2｜べいあっぷ べいあっぷ｜32｜べいあっぷ べいあっぷ｜3

イベントリポート

in ベイエリアin ベイエリア

各地区の「イベント気温」最高記録更新！！
ベイエリアの夏祭りドド～ンと大特集

祭り

各各
ベベ夏夏

　今年の夏は記録的な猛暑を日本各地で観測し、日本全国暑い夏となりま
した。ベイエリアでは、暑さを吹き飛ばすような活気のある夏祭りが各地
で開催されました。
　今回は、各地の夏祭りの模様をレポートいたします。

　梅雨もようやく明けた7月20・21日、品川駅港南口
広場で夏祭りが開催されました。場所柄、家族連れに
混じって勤め帰りのサラリーマンが帰途の電車に乗る
前のひとときを楽しむ姿も見られました。

77
20・2120・21

ビルの谷間の祭りの風情

品川駅港南口夏まつり品川駅港南口夏まつり品川駅港南口夏まつり
港南
地区

夜が更けるにつれて祭りは大にぎわい 威勢の良い太鼓に合わせた恒例の盆踊り

楽しい会食のひととき 受付の様子 太鼓の演奏

ポップコーン、わたあめ、焼きそばなどに
長い列ができました

船路橋が開通して芝浦アイランドと
つながり、大勢の人が集まりました 

子どもたちの人気は
やはりカブトムシ

正面に飾られた町会の神輿

祭りの雰囲気を
盛り上げる漫才

　７月21日、芝浦４丁目第２アパート・ひごろ会の第32回納涼大会は、天候にも恵まれ、港区長をはじめ来賓も多
く招かれました。鈴木会長のもと役員の皆さんの気配りで、全部の卓に花が飾られるなど、和やかなお祭りでした。
156世帯の自治会なので『ひごろ会』と名付けられたアパートは、来年度から２期に分けたリフォーム工事が始まり、
生まれ変わるそうです。

77
2121

お花がいっぱい

ひごろ会納涼大会ひごろ会納涼大会ひごろ会納涼大会
芝浦
地区

旗へ向かって一直線！「ビーチフラッグス」 目指せ！世界記録「ビーサンとばし」

　６月16日、台場児童館主催のビーチフェスタin台場が、都立お台場海浜公園で行われ、200名以上の参加があり
ました。このイベントは、地域の皆さんがスタッフとなり、NPO・台場高齢者在宅サービスセンターの協力を得て、
子ども・親世代・高齢者の三世代
交流を目的として行われました。
　６月とは思えない真夏のような
日差しの中、参加した皆さんはビ
ーチスポーツを思う存分楽しみ、
大人も子どもも一緒に、笑顔いっ
ぱいの一日となりました。

66
1616

ビーチの熱戦！！

ビーチフェスタin台場ビーチフェスタin台場ビーチフェスタin台場
台場
地区

　今年の芝浦２丁目盆踊り大会は、台風のため33回の歴史の中で初めて１
週間延期となり、７月21日だけの１日開催となりました。そのためか子ど
もたちをはじめ、待ちわびた人々が集まって大にぎわいになりました。お菓
子、ゲーム、食べ物などに長い列ができ、新しく整備された船路橋と遊び場
にもたくさんの人が集まりました。毎年恒例の盆踊りも、威勢の良い太鼓に
合わせてみんなで盛り上がりました。 

77
2121 芝浦２丁目盆踊り大会芝浦２丁目盆踊り大会芝浦２丁目盆踊り大会

芝浦
地区

台風も吹き飛ばすにぎわい


