連載コラム

小さなおせっかいで

バスの中でぐずる幼児を、顔見知りでもないのに笑顔で一生懸命
あやす微笑ましい人々を見かけます。その一方、何故どうしてと思
える痛ましい子どもの事件が最近多過ぎる気がしています。昔から
「遠くの親戚より近くの他人」といいますが、年配の方々が歩道等で
「危ないよ」とか「気をつけて」などとアレコレ無意識に小さなお節
介をやいている姿も見かけます。

誰でも子育て

区民編集委員

石井 弘子

芝浦港南地区情報誌

子どもは親だけじゃなく地元という町で、いろいろな人々と関わ
り合いながら育っています。道端で日向ぼっこしているお年寄り達
は、そこにいるだけで防犯カメラ以上の役割を担っているかも知れ
ません。人口減少が叫ばれるニッポンで、子ども達は勿論のこと、
高齢者だって日本の総人口一億三千何百万分の一の大切な国民なの
ですから、散歩がてらでも外に出て小さなお節介を。
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芝浦、
海岸２・３丁目、
港南、
台場

松岡 栄子さんの作品
「港南３丁目公園の桜満開」

宝くじ 何度も夢みて 又やぶれ

台場 にじ子さんの作品
「光のブリッジ」

報誌ー
情
人と人
い
あ
、町と町をつなぐ ーふれ

そう入歯 はずした顔が 福の神

オムツえと 変りゆく身も 赤ちゃんに

小坂 善男さんの作品
「ループ橋のある風景」

匿名さんの作品
「月と花火とレインボー」

青木 千恵子さんの作品
「住まいからの風景」

匿名さんの作品
「川柳」

特集
青木 千恵子さんの作品
「和楽公園のこいのぼり」

泥谷 隆史さんの作品
「TGMM芝浦プロジェクト・PartⅡ 」

次回の締切は
８月５日（金）必着です

松岡 栄子さんの作品
「桜とモノレール」

問合せ・作品の送付先
〒105-8516 ※郵便番号だけで届きます
港区芝浦港南地区総合支所 べいあっぷ編集部
電話 : 6400-0031 FAX : 5445-4590

泥谷 隆史さんの作品
「待遠しい緑の頃」

Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

※応募いただいた作品については港区の事業で無償で使用させていただくことがあります。
編集部では全員がボランティアで
参加する区民編集委員と芝浦港南地区総合支所のス
タッフが協働して、企画・編集しています。より良い
誌面を作るため、地域の皆さまのご意見・ご要望を
お待ちしております（送り先は下記へ）。

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部

〒105-8516 港区芝浦1-16-1
電話 : 6400-0031 FAX : 5445-4590

Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp
※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、
作品の返送およ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、適正に管理します。
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べいあっぷ編集部

宮尾 賢
小林 紀雄

芝浦港南地区の人、暮らしを伝える作品
をお送りください。応募方法は、作品に
タイトルを添えて、住所・氏名・電話番
号・作品の返却希望の有無・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。
携帯写真でも大歓迎です。読者のあなた
が「べいあっぷ」を盛り上げてください。

「品川駅も海洋大も港区！なのにどこから港区！？
品川区！？」といったたぐいの単純な動機で途中から
べいあっぷ編集部に参加しました。べいあっぷは地域
密着型情報誌として１０年目、この間、区の編集担当
も制作会社も区民編集委員も随分と入れ替わりました。
正確で公平な記事作りが何より肝要、その為には偏り
なく各地域からの参加が望まれていると思っています。
写真が趣味の方やお子様連れも大歓迎、一度貴方も参
加してみませんか？
石井 弘子
畑中 みな子
西田 浩一

号

平成28年
（2016年）6月

読者ギャラリー

台場 にじ子さんの作品
「早春の河津桜と海」

40

石井 弘子
松浦 奈緒子

暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」で
お答えします。
午前7時〜午後11時（年中無休）
FAX:03-5777-8752
E-Mail: info@minato.call-center.jp

【連載】 ベイエリア
橋をめぐる物語
夏祭り紹介
港区ベイエリアイベントリポート

ミナト
（コールです）

03-5472-3710

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 28027-2435
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より住みやすいベイエリアを目指して

6

子育て応援特集

7

総合支所だより

8

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト活動報告

9

- 防災・防犯・環境リポート -

港区ベイエリアイベントカレンダー
読者ギャラリー

10-11
12

● 次号（第４１号）は平成２８年（２０１６年）９月下旬発行予定
表紙タイトル：レインボーブリッジとお台場海浜公園

ゴヨウ
（は）ナーニ
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第二回「百代橋、高浜橋」

撮影者：小坂 善男

特集

主催者からの
一押し情報も
要チェック！！

今年の夏は地域のお祭りに遊びに行こう！
芝浦港南地区の運河には多くの橋が架けられ、この地域に暮らす人々、働く人々にとってとても大切
な役割を果たしています。
「ベイエリア 橋をめぐる物語」では、芝浦港南地区にある 39 の橋の一部を、毎号少しずつ紹介して
いきます。
また、橋だけでなくその周辺地域の特徴もピックアップ！運河と海のまち、芝浦港南ベイエリアの
景観の象徴ともいえる 39 の橋と地域の魅力を再発見しましょう！

百代橋（ももよばし）

芝 浦 二 丁 目 納 涼 盆 踊り大 会
日時：7/16（土）・17（日）
18:00〜21:00
（17:30 から子ども神輿）
場所：船路橋児童遊園前の広場
主催：芝浦二丁目商店会
協力：芝浦二丁目町会

至 田町駅東口

三田警察署

新芝南運河を跨いで芝浦三丁目と四丁目を結ぶ百代橋は芝浦
港南地区を縦横に走る運河に架かる３９の橋の中でもユニーク
なデザインで知られています。この橋は、２０世紀初頭、アメ
リカ・ヨーロッパで生まれた建築や工芸品などのデザイン様式
「アールデコ」の影響を強く受けています。アールデコの特徴
は曲線を取り入れたシンプルなデザインです。橋の名称には地
域の繁栄が長く続くようにとの願いが込められています。
橋の周辺には新旧取り混ぜたオフィスビルやホテル、マンシ
ョンが建ち並び、発展を続ける芝浦港南地区を象徴する地域に
なっています。また、近くにある三田警察署前の通りは春にな
ると美しい花を咲かせる桜並木で知られています。

藻塩橋

百代橋

ももよ通り

車道を山車と神輿が巡行します。
お菓子無料！子どもが楽しめるお祭りとなっ
子ども中心の巡行は、大行列で
ています！当日はやぐらを組み、太鼓演奏の
見応えがあります！
時間を設けます。プロによる華麗な太鼓捌き
をご覧いただけます！

日時：7/24（日）
10:00〜（山車）
場所：港南郵便局前
主催：港南町会

芝浦橋

旧海岸通り
芝浦小学校
芝浦幼稚園

高浜橋
芝浦水再生
センター

現在

日時：7/29（金）
30（土）
17:00〜21:00
場所：田町駅東口
なぎさ通り
主催：芝浦商店会
協力：芝浦三・四丁目町会
一日目はカラオケ大会、二日目は盆踊り大会
を行います！子どもたちにもたくさんお楽し
みがありますよ！

日時：7/30（土）
16:00〜20:30
場所：港南四丁目第３
アパート敷地内
主催：港南四丁目第３
アパート自治会

日時：7/31（日）
11:00〜16:30
場所：芝浦工業大学前
（なぎさ通り）
主催：芝浦三・四丁目町会
協力：芝浦商店会

日時：8/5（金）
18:00〜21:30
6（土）
18:00〜21:00
場所：埠頭公園
主催：海岸二・三丁目町会

今年も大人神輿・子ども神輿・山車が芝浦三
・四丁目内を巡行します。毎年、賑やかに開
催しています！当日参加も可能です！

毎年恒例！秋田県からなまはげがやってきま
す！お祭りでは、盆踊りを行います。また、
ゲームコーナーなどもあり、子どもたちも楽
しめるお祭りとなっています。

やぐらを組み、盆踊りや太鼓演奏を行います！
また、様々な出店があります！自治会有志に
よる手づくり感溢れるお祭りとなっています。

日時：8/26（金）前夜祭
17:00〜21:00
8/27（土）本祭
11:00〜20:00
27 日が雨天の場合は
28 日（日）に順延
場所：お台場レインボー公園
主催：20 周年記念お台場夏まつり 2016 実行委員会
台場のまちが出来てから２０年に渡り開催して
いるお台場地区唯一の夏まつりです。神社仏閣
が無い為、住人が主体となり出店やステージを
中心としたアットホームな催しです。

今と昔を比べてみよう！ 何が違うかな？

芝 浦 ア イ ラ ン ド 島 祭 り 2016

どんな景色が
見えるかな？
想像して
出かけてみよう！

芝 浦まつり

芝 浦 三・四 丁 目 町 会 神 輿 渡 御

《高浜橋の架替え工事の問合せについて》
東京都第一建設事務所工事課 3542-1296

昭和５６年

今年で４４回目となります！サンバや様々な
団体による大通りをつかったパレードを実施
します。また、 社会を明るくする運動 三田
地区推進委員会がパレードに参加し、啓発活動
を行います。

港 南 四 丁 目 第 ３ ア パ ート 夏 祭 り

2 0 周 年 記 念 お 台 場 夏 ま つ り ２０１６

〜 高浜橋編 〜

三田納涼カーニバル
日時：7/23（土）
16:00〜21:00
場所：三田通り
主催：三田納涼カーニバル
実行委員会

大人向けのお祭りとなっています！
様々な出店が出ており、楽しめます。

車道を山車と神輿が巡行します。子ども中心
の巡行は、大行列で見ごたえがあります！
子どもたちの神輿・山車巡行の当日参加大歓
迎！

高浜橋は、芝浦港南地区の主要幹線道路の一つ「旧海岸通り」
にあり、高浜運河を跨いで芝浦四丁目（北側）と港南一丁目
（南側）を結んでいます。南側のたもとには「芝浦水再生センタ
ー」があります。東京都の下水処理施設として重要な役割を担っ
ています。
北側には芝浦小学校と芝浦幼稚園の校舎があります。橋の周
辺にはその他にも新しい事務所ビル、マンションが立ち並んで
います。新幹線の引込線もすぐ近くを走っていて、東京都心部
の発展を象徴するような風景が見られます。
現在、高浜橋は拡幅のための大規模な架替え工事の最中です。
姿・形を少しづつ変えながら、今も昔もそして未来も芝浦・海岸
地域と港南地域を結ぶ重要な橋として存在しつづけていきます。
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日時：７/22（金）
23（土）
17:00〜21:00
場所：品川駅港南口
ふれあい広場
主催：品川駅港南
商店会

港 南 夏 祭り

新芝南運河

新芝運河

高浜橋（たかはまばし）

昭和２９年

品 川 駅 港 南 夏まつり

日時：8/27（土）
16:00〜20:00
（予定）
場所：プラタナス公園
主催：芝浦アイランド自治会
今年の「芝浦アイランド 島祭り」は、初めて
夏休みにお引越しします。住民のみんなで力
を合わせて、カッコイイ夏祭りを企画中。皆
さんで、芝浦の夏！！思い出を共有しましょう。

海 岸 のまつり

東港自治会納涼祭
日時：8/27（土）
場所：海岸三丁目東港自治会団地内
主催：東港自治会

港 南 三 丁 目 合 同まつり
日時：9/3（土）
14:00〜18:30
雨天の場合は翌週
10 日（土）に順延
場所：港南三丁目遊び場
主催：港南三丁目合同
まつり実行委員会
地域の子どもたちによるチアダンスなど、様
々なイベントを催します。子どもも大人も皆
楽しめるお祭りとなっています！

芝 浦 運 河まつり
日時：9/25（日）
10:00〜17:00
9/26（月）
17:00〜21:00
場所：第一会場：新芝橋上
及び運河沿遊歩道他
主催：芝浦商店会・
芝浦一丁目商店会・芝浦二丁目商店会
クルーズ船無料で乗船できます！模擬店多数！
地元グループによる演奏や舞台披露を行います！
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港区ベイエリア

港区ベイエリア

イベントリポート

イベントリポート

第６回港南ふれあい桜祭り

４月３日（日）

パブリックビューイングイベント

6 月３日（金）

〜花、人、舟 - すべて満開です〜

〜みんなでサッカー日本代表を応援！〜

港南ふれあい桜祭りも今年で 6 回目になります。今年は “ラッキー”
です。祭りの数日前に開花し、お祭り当日は満開の桜となり、会場は
大勢の人であふれました。
オープニング当初こそ、雨が心配されましたが、港南小学校の鼓笛隊
や港南中学校のブラスバンドの盛り上げにより、心配は吹き飛ばされ
ました。
その後のアトラクションでは、地域の人たちで編成したバンドが明
るい曲を何曲も聴かせてくれました。続いて登場したのは去年 X1 リー
グに昇格して勢いに乗るアメリカンフットボールの「ブルザイズ東京」
のチアリーダーたち。元気あふれる演技を披露してくれました。勿論、
恒例の運河めぐりのボートも健在です。老若男女、皆が楽しんだ桜祭り
でした。

６月３日（金）、港南小・中学校グラウンドにてキリンカップ
サッカー２０１６準決勝日本対ブルガリア戦のパブリックビュ
ーイングイベントが行われました。このイベントは、オリンピ
ック・パラリンピック競技大会に向け、スポーツの様々な関わ
り方を体感するイベントとして企画されました。
校庭に置かれた大きな画面を子どもも大
人も食い入るように見つめ、日本代表がシ
ュートを決めるたびに大歓声が巻き起こり
ました。港南地域からの大声援を送った結
果、試合は７対２で日本代表が快勝！子ど
もたちのスポーツへの関心がより深まるイ
ベントとなりました。

第 21 回品川クラシックカーレビュー イン港南

４月 10 日（日）

〜JR 品川駅港南口駅前広場に名車が集合〜
春、４月快晴の第２日曜日、恒例のクラシックカーパレー
ドが品川駅港南口駅前広場で開催されました。
まずは、港南小学校鼓笛隊による演奏です。総勢５０〜６０
人位の児童たちの入場行進に始まり、とてもしっかりとした
演奏を披露し、観客を十分に楽しませてくれ、かっこよく・
スマートに退場。
その後、港区長・高輪警察署長・主催者側役員のご挨拶、
子どもたちによる交通安全の宣誓がありました。午前中最終
プログラムとして、各来賓や港南小学校の児童たちがそれぞ
れのクラシックカーに分乗し、広場を一周するパレードがあ
りました。

５月２２日（日）・6 月５日（日）
〜日頃の猛特訓の成果を堂々と披露〜
５月２２日（日）午後、既に気温は２５度を超す夏日です
が、会場の芝公園には５月の爽やかな風が吹いていました。
芝消防団の今年度のポンプ操法大会が行われました。きりり
と紺色の制服に身を包んだ芝消防団の精鋭が一糸乱れぬ統率
の下に集合しました。日頃の厳しい訓練の成果を競うこの大
会には第１から第８までの８つの分団が参加しました。最初
に登場したのは第８分団・芝浦隊で、指揮者のきびきびとし
た号令の下で、見事な放水の技を披露し、３位入賞という好
成績を収めました。また、第８分団・台場隊も健闘しました。
芝消防団
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高輪消防団

引き続き６月５日（日）には、高輪消防団のポンプ操法大
会が高輪消防署港南出張所前で行われました。大会開始の頃
は生憎の雨模様でしたが、参加した消防団員の熱気で雨も上
がり、各分団のパフォーマンスも大いに盛り上がりました。
この大会には第１から第４分団が参加しました。港南地域を
管轄している第４分団２組が２位入賞、第４分団１組が４位
となり、日頃の訓練の成果を示しました。

6 月 5 日（日）

芝浦一丁目こども祭り

〜みんなで元気よく！わっしょい！わっしょい！〜
６月５日（日）、南浜町児童遊園にて芝浦一丁目こども祭り
が開催されました。当日の朝は雨模様でしたが、子どもたち
のパワーでなんのその！雨を吹き飛ばし、お昼頃には過ごし
やすい天候へと変わりました。
当日は、子どもたちがはっぴを着て「わっしょい！わっし
ょい！」と元気よく神輿や山車を引き、町内を巡りました。
その他にも、模擬店や太鼓演奏な
どお楽しみ満載！今年、町会内に
大型マンションが完成したことも
あり、昨年よりもさらに多くの方
が来場され、子どもたちの声が溢
れる賑やかなお祭りとなりました。

6 月 11 日（土）

東京ベイ・クリーンアップ大作戦

〜東京港を泳げる海に！〜
６月１１日（土）、都立お台場海浜公園で、今年で２１年目となる
東京ベイ・クリーンアップ大作戦が開催されました。当日は、海浜
清掃に１，１１３名が集まり、砂浜等のごみを回収しま
した。今回は、お台場学園港陽小・中学校の保護者及び
児童・生徒、約１３０名も参加しました。また、海底清
掃には、７３名のボランティアダイバーが集まり、海に
もぐって海底のごみを回収しました。
昨年よりも多くの方が参加され、今回回収したごみの
量は、可燃・不燃ごみ、カン、ビン、ペットボトル計３
１２kg でした。
次回は、９月１０日（土）に海浜清掃を実施する予定
です。多くの方のご来場をお待ちしています。
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防災・防犯・環境リポート

〜より住みやすいベイエリアを目指して〜

地域防災協議会特集！

今回は芝浦小地区防災協議会です

地域防災協議会とは、小学校区の範囲を基本として防災住民組織と事業所等の地域団体が連携して防災活動を行うことを
目的として結成されています。芝浦港南地区には、「芝浦小地区防災協議会」、「港南防災ネットワーク」、「お台場地区防災
協議会」と３つの地域防災協議会が設立されています。

芝浦港南地区

子育てあんしんプロジェクト

保健師、助産師、栄養士、心理相談員によるプロジェクトチームが、芝浦港南地区の保育園や児童館などの施設で
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をしています。対象者は、０歳から入園前までのお子さ
んとお父さんお母さんです。気軽に育児相談や友達
スタッフの方が
づくりができる場ですので、ぜひご利用下さい。
とても親身になって
５月１２日（木）
、区立たかはま保育園で「子育てあん
しんプロジェクト」が実施されました。時間中は、身長
・体重の計測や保健師や栄養士など専門家による育児の
アドバイスや悩み・心配事の個別相談が行われました。
専門のスタッフを身近に感じながら相談できる環境に、
利用者の方々はリラックスした様子でした。この日の
最後には、たかはま保育園の４歳児クラスの子どもたち
が元気よく歌を披露してくれました。
年々子どもたちの数が増えている芝浦港南地区で “あん
しん” して子育てをすることができる、地域に根付いた
取組みとなっています。

《 組織について 》
芝浦小地区防災協議会は、平成９年に結成され、平成２５年には、東京都
防災隣組に認定されました。
主に、定期的な役員会や総会、防災知識の啓発活動や訓練を精力的に行っ
ています。その他、港区総合防災訓練にもご協力いただいております。

《 今後の活動について 》
● 芝浦小地区防災協議会避難所運営マニュアル見直し検討
期 間：平成２７年１２月２日（水）から平成２８年度末まで
内 容：現在芝浦小地区防災協議会では、避難所運営マニュアルの改訂に
取り組んでおり、新たなマニュアルが完成した際には、地域向け
の説明会や訓練の実施等により、地域防災力の更なる向上を目指
していきます。

●・●・●・●・●・●・●・●・●・●
月

堀野 國雄 会長のコメント

港南

〜自ら行う美化活動〜

芝浦

その日の朝のテレビニュースは阪神地方で地震が
あったと報じていました。詳しい情報はありません
が大きな被害が出ているようでした。テレビの画面
にくぎ付けとなりました。２１年前の阪神淡路大震
災です。港区は被災の教訓として、避難時生活の様
子や自助・共助のあり方を根本から見直すとして
「地域防災ネットワーク」の構築を提唱しました。
芝浦・海岸地区でも町会・自治会の防災（防犯）担当
者が集まり、協議会設立に取り組んできました。自然災害を防ぐことは出
来ませんが、被害を最小限にとどめることは出来ると、この活動に参加し
て２０年が経ちました。安全・安心な生活には日頃から地域や集合住宅で
のコミュニケーションの重要性を改めて感じます。

全域

芝浦小地区防災協議会

子育て集
応援特

品川グランドコモンズ街づくり協議会
品川グランドコモンズ街づくり協議会では、年２回、品川駅港南口から八ツ山アンダーパスの間の歩道の清掃活動を行って
います。今年も５月２４日（火）に下記企業の皆さん約１００名が参加し、空き缶、空き瓶、たばこの吸殻等多くのごみを
回収し美しい街並みの維持に貢献しました。

子どもの成長が
気になるので、
計測をしてもらえて
助かります。

平成２８年７月〜９月
時

●・●・●・●・●・●・●・●・●・●

間

内

容

7/13（水） 芝浦区民協働スペース

10:00〜11:30

かるがもくらぶ

8/１0（水） 芝浦区民協働スペース

10:00〜11:30

かるがもくらぶ 3 コース 1 回目
対象：28 年 3 月〜6 月生まれの方

9/7 （水） 芝浦区民協働スペース

10:00〜11:30

かるがもくらぶ

7/21（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

7/28（木） 芝浦区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

8/18（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

8/25（木） 芝浦区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

9/8 （木） 芝浦区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

9/29（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

7/7 （木） ①たかはま保育園

②港南区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

7/11（月） ①こうなん保育園

②ゆとりーむ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

7/20（水） 港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

8/4 （木） ①たかはま保育園

②港南区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

8/8 （月） ①こうなん保育園

②ゆとりーむ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

8/24（水） 港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

9/1 （木） ①たかはま保育園

②港南区民協働スペース

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

9/12（月） ①こうなん保育園

②ゆとりーむ

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

9/21（水） 港南子ども中高生プラザ（プラリバ）

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

① ②計測・相談

7/4 （月） ①台場保育園

①10:00〜11:30

②13:00〜14:30

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談

②台場分室多目的室

台場

7/25（月） 台場児童館

10:30〜13:00

計測・相談

8/22（月） 台場児童館

10:30〜13:00

計測・相談

9/26（月） 台場児童館

②台場分室多目的室

①10:00〜11:30
10:30〜13:00

②13:00〜14:30

2 コース 2 回目

3 コース 2 回目

①保育園で遊ぼう・計測・相談 ②計測・相談
計測・相談

※育児相談の受付は、終了時刻の３０分前とさせていただきます。
※あいぷら、プラリバ、台場児童館では毎月心理相談員がスタッフとして参加しています。
※天候、施設等の都合により、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。
※かるがもくらぶ（予約制）：芝浦港南地区にお住まいで、みなと保健所主催のうさちゃんくらぶに参加できなかった方、２人目以降の方を
対象にしています。保育はありません。上のお子様はお預けになられてからお越しください。

問合せ
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利用者同士で
コミュニケーションを
とることもでき、
人と人との輪を広げる
ことができました！

開催場所

日

9/5 （月） ①台場保育園

《参加企業》
大東建託、大東建物管理、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル、太陽生命保険、三菱地所プロパティマネジメント、玄海キャピタルマネジメ
ント、DBJ アセットマネジメント、三井不動産ビルマネジメント、大塚製薬、NBF オフィスマネジメント、三菱重工業、田町ビル、キヤノンマーケティング
ジャパン、キヤノンビジネスサポート、大林ファシリティーズ、イオンディライト、京王電鉄、電通国際情報サービス、京王設備サービス、大林組（リニ
ア品川駅 JV 工事事務所）

くださるので、
安心して相談する
ことができます。

芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係

電話：６４００ー００２２
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港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

芝浦港南地区

総合支所だより
第１０回水辺フェスタ 地域対抗ボートレース大会選手募集 !!
芝浦港南地区の３つの地域（芝浦及び海岸２・３丁目、港南、台場）での、６人乗りゴムボートによる地域対抗のボート
レース大会は今年で１０回目を迎えます。この大会に出場するチームを、各地域から募集します。ひとつのボートに乗り
込み、家族や仲間と楽しく汗を流して、笑顔の輪を広げましょう！
● 開催日時：平成２８年９月２２日（木・祝）秋分の日
●定
員：地域（芝浦及び海岸２・３丁目、港南、台場）
ごと
１０：３０〜１６：００
２０チーム（１２０人程度）
※申込者多数の場合等は、実行委員会で調整します。
● 開催場所：都立お台場海浜公園
● 出場資格：芝浦港南地区（芝浦及び海岸２・３丁目、港 ● 申込方法：出場希望の部門番号、地域、チーム名、代表者の
南、台場）に在住・在勤・在学の方
氏名・住所（勤務先）
・日中連絡の取れる電話番号
● 競技方法・部門
・選手の氏名・チームのつながり
（例：芝浦小３
年１組保護者チームなど）
・
学年
（子どもの部の
競技方法
部門
チーム編成
み）を「みなとコール」 ５４７２−３７１０へ。
子ども（小学校３年生〜６年生）５人と
６人乗りゴムボート ①子どもの部 １８歳以上１人のチーム
● 申込期間：平成２８年６月２１日
（火）〜７月１０日
（日）
による地域対抗戦
②一般の部
受付時間：午前９時〜午後５時
大人（中学生以上）６人のチーム
（平成２８年６月２１日（火）のみ午後３時から受付開始）
♢詳細は港区ホームページ・チラシをご覧ください。

４月２６日（火）
、平成２８年度港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト総会を開催しました。
今年度も新たなメンバーを迎え、水辺のまち魅力アップ分科会、みどりのあるまちづくり分科会、べいあっぷ編集部に分か
れて、１年間活動します。

水辺のまち魅力アップ分科会

みどりのあるまちづくり分科会

「水辺のまち魅力アップ分科会」は、地域の身近な課題
の解決策を考えるとともに、運河や水辺などの地域資源
を活用し、地域の魅力をさらに高めることを目的として
活動している区民参画組織です。
昨年度は、ウォーキング・運河クルーズなどを開催し
ました。
今年度も芝浦港南地区の資源を生かしたイベント等を
検討し、更なる地域の魅力発信のため、努めていきます。

「みどりのあるまちづくり分科会」は、地域特性に応
じた緑化推進や緑に関心を持つ機会の提供などについて、
活動していく区民参画組織です。
昨年度は、地域の緑を紹介するグリーンツアーの実施
に向けた企画・検討や桜めぐりの実施、芝浦中央公園（運
動場）でのチューリップの花壇づくり等を行いました。
今年度も、「まち（都会）
」における自然環境への理解
と保全への普及活動を図ることを目標に、地域の方々と
共に活動していきます。

＊同一部門内での複数チームへの選手登録は原則
主 催：芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会
不可
問合せ：港区芝浦港南地区総合支所（協働推進課）＊申し込みいただいた方の中から、当日実施予定
のリレー形式のボートレースにも別途出場いた
TEL：6400-0031 FAX：5445-4590
だく場合があります。

秋田県にかほ市夏休み自然体験教室２０１６

参加者募集！

平成２２年度から始まった、港区芝浦港南地区と秋田県にかほ市の交流事業です。
にかほ市の家庭でのホームステイや、湿原散策、野菜の収穫、そば打ち等、にかほ市の豊かな自然を体験しましょう。
●日
程：平成２８年８月１７日
（水）〜１９（金）
（２泊３日）
●費
用：７，０００円
● 募集対象：芝浦港南地区在住の小学４年生〜６年生
● 募集人数：１５人（注１）
● 申込方法：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あい
ぷら）
、港南子ども中高生プラザ（プラリバ）
、
台場児童館又は芝浦港南地区総合支所協働推
進課へお申込みください。
＊参加申込書は上記施設で配布しています。

●申込期限：平成２８年７月１２日
（火）
●そ の 他：保護者説明会を７月１６日
（土）午前１０時〜１１時に行います。
♢詳しくは、芝浦港南地区総合支所ホームページ又は下記の問合せ先まで

（注１）応募人数を超えた場合には、初めての参加者を優先の上、
抽選になります。

問合せ：芝浦港南地区総合支所協働推進課 TEL：6400-0031

「泳げる海、お台場」をみんなで目指そう！！
２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のトライアスロン会場に決まったお台場海浜公園で、今年も
「お台場海水浴」を２日間開催します。
通常は、お台場海浜公園は遊泳禁止ですが、範囲を限定し、安全面等に配慮して、２日間の海水浴体験を実施します。
当日は、地引網体験、水生生物の観察などもできます。お台場の海を思いきり楽しんでみませんか？
江戸前
●日 時
の夏を
平成２８年７月３０日（土） １０：００〜１５：００
満喫し
よう！
平成２８年７月３１日（日） １０：００〜１５：００
●場 所
都立お台場海浜公園の指定された場所（港区台場１−４−１）
●主 催
芝浦港南地区総合支所等
※天候状況により中止になる場合があります。

問合せ：芝浦港南地区総合支所協働推進課台場担当
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TEL：5500-2365（直通）

べいあっぷ編集部
「べいあっぷ編集部」は、情報誌を通して芝浦港南地区のお祭り
や各種イベント、子育てや環境等、様々な情報を発信しています。
区民の方を中心とした編集委員と芝浦港南地区総合支所のスタッフ
が協働し、取材、記事の執筆、レイアウト、校正を行い、情報誌
を発行します。
創刊号から毎年４回発行し、本号で第４０号となりました。今
年度も引き続き、芝浦港南地区内の魅力的な情報を皆さんにお届
けします。

高齢者向け給付金のお知らせ
低所得の高齢者への支援として、
「高齢者向け給付金（年金生活者等支援臨時福祉給付金）
」を支給します。
● 対象者
平成２７年度臨時福祉給付金対象者（平成２７年１月１日
時点で港区に住民票があり、平成２７年度分の区民税（均
等割）が課税されていない方）のうち、平成２８年度中に
６５歳以上になる方。
※区民税が課税されている方の扶養親族等や生活保護制度
の被保護者は対象になりません。
給付金に乗じた振り込め
● 支給額
詐欺や個人情報の詐取に
支給対象者１人につき３万円

● 申請期間
平成２８年４月２６（火）
〜７月２９日（金）
※対象者には、平成２８年４月２５日（月）に申請書を発
送しています。
● 申請方法
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、同封の
返信用封筒で返送してください。
直接提出する場合は、芝地区総合支所に設置されている臨
時受付窓口にお越しください。
注意してください。
※受付時間：平日（土・日曜、祝日を除く）
午前８時３０分〜午後５時
問合せ：保健福祉支援部保健福祉課臨時福祉給付金担当
（水曜日のみ午後７時まで）

T E L：3578-2846
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港区ベイエリア

イベントカレンダー
月

日

時

間

主

催

「朝活モーニング講座」やさしい太極拳（問合せ：芝浦港南区民
芝浦港南区民センター
センター 3769-8864、港区在住・在勤者対象、要事前申込み）

場

所

芝浦港南区民センター
ホールまたは集会室

月

日

時

間

イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等

主

催

台場おはなし会（問合せ：台場区民センター 5500台場区民センター
2355、未就学児と保護者の方々対象）

7/5・8/2・
9/6（火）

14:40〜15:00

1 年生：15:15〜16:00 ビーチサッカーグループ（問合せ：台場児童館
2 年生：16:00〜17:00 5500-2263、詳細は館便りをご覧ください）

場

お台場海浜公園
（雨天時：台場区民センターホール）

台場児童館

11:00〜

七夕まつり（自由参加）

メゾン田町自治会

メゾン田町駐車場

7/6（水）

7/4（月）

13:00〜13:30

地域の方と遊ぼう会（問合せ：芝浦幼稚園 34520574、昔遊びを教えてくださる方対象）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

かもん亭（中高生のつどい）（問合せ：台場児童館
7/1・9/2・
台場児童館
18:00〜20:00
5500-2263、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
16・30（金）

台場児童館

りんごちゃんくらぶ（問合せ：芝浦幼稚園
3452-0574、未就園児親子対象）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

7/8・9/9・
23（金）

18:00〜19:00

かもん亭（中高生のつどい）（問合せ：台場児童館
台場児童館
5500-2263、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

7/15（金）

18:00〜20:00

かもん亭スペシャル（中高生のつどい）（問合せ：台場児童館 55
台場児童館
00-2263、参加費あり、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

7/6・20・8/3・
園庭開放（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
10:15〜11:15
芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園
17・9/7・21（水）
0〜3 歳児対象、事前申込み（1 ヶ月前より募集）、定員 15 名）
7/7・8/25・
9/29（木）

10:30〜11:30

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園
7337、0〜3 歳児で誕生月のお子様と保護者対象）

7/14・8/18・
こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園
10:00〜11:00
9/15（木）
0〜3 歳児対象、事前申込み（1 ヶ月前より募集）、定員 15 名）
7/16・17
（土・日）
7/16（土）
7/29・30
（金・土）

芝浦港南区民センター
ホール

14:00〜15:30

夏休み子ども大会（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、小学生以下の子どもと保護者対象）

15:30〜18:00

夕涼み会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園
0〜3 歳児対象、事前申込み（1 ヶ月前より募集）、定員 15 名）

17:00〜21:00 芝浦まつり（どなたでも）

芝浦港南区民センター

芝浦商店会

芝浦３丁目なぎさ通り

7/31（日）

11:00〜16:30

芝浦三・四丁目町会神輿渡御（どなたでも、大人神輿、
芝浦三・四丁目町会
子ども神輿・山車）

8 月上旬

未

定

ナイトクルーズ（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 芝浦アイランド
5443-7338、60 歳以上の港区在住の方対象、要事前申込み） 児童高齢者交流プラザ

東京湾

未

定

高学年キャンプ（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ
5443-7338、小学校 4〜6 年生対象、要事前申込み）

山中湖

8/28〜30
（日〜火）

9/3・10
英語で遊ぼう（秋）（問合せ：芝浦港南区民センター
14:00〜14:40
芝浦港南区民センター
17・24（土）
3769-8864、未就学児（年中・年長）対象、要事前申込み）
9/4（日）

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館

20 周年記念お台場夏まつり お台場レインボー公園
2016 実行委員会
一帯
台場児童館

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
ホール

9 月上旬から
金曜日

11:00〜11:30

かもめキッズぷちぺんぎんグループ（問合せ：台場児童館 5500台場児童館
2263、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

「和の楽器」三線講座（問合せ：芝浦港南区民センター
芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤者対象、要事前申込み）

芝浦港南区民センター
第一和室

9 月上旬から
木曜日

11:00〜11:45

かもめキッズぷちあひるグループ（問合せ：台場児童館 55002263、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

10 月上旬から
木曜日

11:00〜11:45

かもめキッズぷちかもめグループ（問合せ：台場児童館 55002263、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園
5500-2577、未就園児対象）

にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園

館内ドッジボール大会（ドッジボール選手権予選会）（問合せ：台場児童館
5500-2263、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場区民センター
ホール

港南

9/17（土）

14:00〜16:00

9/25（日）

10:00〜17:00 芝浦運河まつり（どなたでも）

9/26（月）

17:00〜21:00

9/28（水）

① 9:30〜10:00 幼稚園説明会（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
芝浦幼稚園
②10:10〜10:40 未就園児保護者対象）

9 月下旬

未

7/13（水）

11:00〜12:30

バイオリンコンサート（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-73
芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園
37、0〜3 歳児対象、事前申込み（1 ヶ月前より募集）、定員 15 名）
「和のこころ」香道〜四季〜（問合せ：芝浦港南区民
芝浦港南区民センター
センター 3769-8864、どなたでも、要事前申込み）

芝浦港南区民センター
集会室

芝浦商店会・芝浦一丁目商
新芝橋上
店会・芝浦二丁目商店会

運河水辺

芝浦運河まつり（運河クルーズ・自由参加、キャナル 芝浦商店会・芝浦一丁目商
新芝橋上
店会・芝浦二丁目商店会
カフェ・企業対象）

運河水辺

キッズバスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ 5443-7338、未就園児親子対象、要事前申込み）

芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
港南幼稚園
0 歳児〜4 歳児対象）
「海の日」記念行事（問合せ：東京海洋大学総務部
総務課広報室 5463-1609、どなたでも）

東京海洋大学

芝浦サマーフェスタ 2016（問合せ：東京都下水道局芝浦水
東京都下水道局
再生センター 3472-6411、大人から子供対象、参加費無料） 芝浦水再生センター

7/23・8/27・
10:00〜11:00 港南ふれあいクリーン作戦（どなたでも）
9/24（土）

港南地域連合会

夏まつり（問合せ：東京都立港特別支援学校 3471- 東京都立港特別支援
9191、どなたでも）
学校 PTA

9/6・13（火） 10:30〜12:00
9/21（水）

未

定

午後
（詳細は未定）

※日程等は変更になる場合があります。

芝浦幼稚園

ピックアップイベント！ in ベイエリア
編集部が選ぶ！

イベントカレンダーの中から毎号イベントをピックアップして皆さまにご紹介します！

港南幼稚園
東京海洋大学品川キャンパス
（越中島キャンパスも同時開催）
東京都下水道局
芝浦水再生センター
港南小学校南門集合
東京都立港特別支援
学校グラウンド

7/23（土）

15:30〜18:30

7/24（日）

10:00〜12:00 港南夏祭り（子供対象、子供山車・子供神輿を実施） 港南町会

8/1（火）

未

定

オープンキャンパス（問合せ：東京海洋大学入試課
5463-0510、主に高校生対象）

東京海洋大学

東京海洋大学
品川キャンパス

8 月中旬

未

定

港南花火大会（問合せ：港区立港南子ども中高生
プラザ 3450-9576）

港区立港南子ども
中高生プラザ

東京海洋大学
グラウンド

定

プラリバまつり（問合せ：港区立港南子ども中高生
プラザ 3450-9576）

港区立港南子ども
中高生プラザ

港南和楽公園

未

台場児童館

台場児童館

10:00〜10:30

9 月下旬

7 月（日程未定）午後
工作のつどい（問合せ：台場児童館 5500-2263、事前
申し込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
（詳細は未定）
8 月中旬
7 月〜8 月
乳幼児水あそび（問合せ：台場児童館 5500-2263、直接児
10:30〜11:30
童館にお越しください、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
（日程未定）
8/26・27
26 日 :17:00〜21:00 20 周年記念お台場夏まつり 2016
27 日 :11:00〜20:00 （問合せ：台場区民センター 5500-2355）
（金・土）

台場児童館

かもめキッズぷちらっこグループ（問合せ：台場児童館 55002263、事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

9/13（火）

9:30〜14:00

午後
1・２・3 タイム（問合せ：台場児童館 5500-2263、
7 月・9 月
台場児童館
（詳細は未定）
参加費あり、詳細は館便りをご覧ください）
（日程未定）
7 月・9 月
午後
幼児さんあつまれ（問合せ：台場児童館 5500-2263、
台場児童館
（詳細は未定）
参加費あり、詳細は館便りをご覧ください）
（日程未定）
7 月（日程未定）7 月 :16:00〜16:45 えほんタイム（問合せ：台場児童館 5500-2263、直接児童
台場児童館
9 月中旬 : 午後（詳細は予定） 館にお越しください、詳細は館便り・チラシをご覧ください）
9 月中旬

台場児童館集合

11:00〜11:30

14:00〜15:30

7/21（木）

あきる野環境学習（問合せ：台場児童館 5500-2263、 台場児童館
参加費あり、事前申込み、詳細は館便りをご覧ください） あきる野自然塾

9 月上旬から
木曜日

9/10・17・
24（土）

7/18（月・祝） 10:00〜16:00

8:30〜17:00
（予定）

お台場海浜公園周辺

芝浦港南区民センター
講習室

11:00〜13:00 ベイエリアミュージックコンサート（問合せ：
（予定）
芝浦港南区民センター 3769-8864、自由参加）

定

芝浦工業大学前
（なぎさ通り）

台場高齢者在宅
ノルディックウォーク教室（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
7/20・8/17・
15:00〜16:30
5531-0520、港区在住の 60 歳以上の方対象、参加費無料、貸しポール有り） サービスセンター
9/21（水）
7/23（土）

所

台場分室・多目的室

7/3（日）

7/6・13
9:30〜11:30
9/14・21（水）
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平成２８年７月〜９月

台場

芝 浦・海 岸

7/2・９・16・
9:00〜10:00
23・30（土）

イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等

平成２８年７月〜９月

港南二丁目全域

●日
時：７月２１日（木）９：３０〜１４：００
● 開催場所：東京都下水道局芝浦水再生センター
（港区港南１−２−２８）
●主
催：東京都下水道局芝浦水再生センター
芝浦サマーフェスタは、芝浦水再生センターがどんな
施設なのかということを地域の皆さんに理解していた
だくことを目的に始まりました。また、お楽しみコー
ナーなどで地域の人とふれあう機会を設けています。芝浦サ
マーフェスタ２０１６では、下水がきれいになる過程の紹介
や、その過程で大活躍する微生物を顕微鏡で観察できます。
その他、バルーンアートやスーパーボールすくいなどのお楽
しみコーナーや職員有志によるコンサートなど楽しみ満載！
多くの方のご参加をお待ちしております！

プレゼントも
あるよ！

東京都下水道局
キャラクター
「アースくん」
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