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　　　　　　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）。

本誌のバックナンバーは港区ホーム
ページで閲覧することができます。　H26年度から港区ベイエリアパワーアッププロジェ

クトの“水辺のまち魅力分科会”に参加、そこでは地域
の魅力を地域の方々に参加体験して楽しんで頂くこと
を目的に、色々な企画を多くの方々と協働して活動して
きました。4年目の今年はベイアップ編集に取り組むこと
になりました。区民目線でこの地域の魅力の情報発信
を強化したいと考えております。そして在住在勤の方々
に、より興味を持って頂きたいと考えています。まずは
自分の目で見て感じた事を伝えて行きたいと思います。
今後ともご支援をよろしくお願いします。

阿部 一哉
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港区芝浦港南地区総合支所 べいあっぷ編集部
TEL：6400-0031　FAX：5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp
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8月4日（金）必着です

問合せ・
作品の送付先

12 べいあっぷ 表紙写真／空へと伸びる開南丸【埠頭公園にて】

人と人、町と町をつなぐ ーふれあい情報誌ー

芝浦港南地区情報誌 芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

夏祭り……３

【新連載】
べいあっぷ編集委員がおすすめする

地域のスポット……６

特 集

【連載】ベイエリア 橋をめぐる物語
　　   第六回「楽水橋」「港栄橋」
港区ベイエリアイベントリポート
～より住みやすいベイエリアを目指して～
港区青少年対策地区委員会特集

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4-5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7

企業清掃活動
総合支所だより
港区ベイエリアイベントカレンダー
読者ギャラリー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8-9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10-11
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

第44号
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小島 恵子さんの作品
「夏色のそよ風」

松岡 栄子さんの作品
「青空に満開の桜」

台場 にじ子さんの作品
「海浜公園の桜」

泥谷 隆史さんの作品
「船溜りの初夏」

小坂 善男さんの作品
「アジサイ咲くお台場海浜公園」

泥谷 隆史さんの作品
「春爛漫」（芝浦一丁目・みなとパーク芝浦近く）

台場 にじ子さんの作品
「台場公園の大島桜」

青木 千恵子さんの作品
「レインボーブリッジと朝日」

◆次号（第45号）は平成29年9月下旬発行予定

雨上がりの日曜の朝

眠い目を擦りながら

お台場行きのバスにあわてて飛び乗り

出勤する時間に追われ余裕のない私です

渋滞になりレインボーブリッジの上で

久々にあなたを見つけました

そう…

あれは冷たい風の夜でした

泣きそうな顔で本気で変わりたいと言ったあなたに

笑むことしかできず汐彩橋を後にした私…

あなたはいつだって私と逢うと温かい気持ちに

なれると言ってくれました

ごめんね…矢の様に過ぎ去る毎日の中で

あれからずっとあなたのことを忘れていました

快晴の今、黒い服しか着なかったあなたが

色彩やかな夏色のシャツで白い仔犬とじゃれ合って

満面の笑み…とてもいきいきしています

青空に透け込んであなた自身がそよ風そのものです

私の心が夏色のそよ風でいっぱいになりました

夏色のそよ風

阿部 一哉
塩沢 美樹
桝中 多賀子

岡田 美紀子
鈴木 聡子
宮尾 　賢

金子 　源
西田 浩一

小林 紀雄
畑中 みな子



　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！

　港南２丁目と港南４丁目を結ぶ楽水橋は、昭和29年、東京水産大学（現　東京海洋大学）
がこの地へ移転するにあたり架橋され、平成16年に同大から港区へ移管されました。橋名は
同大同窓会名の「楽水会」が由来と言われています。昭和44年に架け替えられ、昭和52年
には隣接して歩道橋が竣工しました。
　高浜運河の最も南、天王洲運河との合流地点を臨み、橋上からは東西南北に開けた運河
の絶景が楽しめます。楽水橋から浜路橋周辺の運河沿いに整備された高浜運河沿緑地は、
ジョギングやウォーキングのコースとして、また、春には満開の
桜を愛でる「港南ふれあい桜祭り」の会場として、人々に愛
されています。品川駅港南口の高層ビル群から、徒歩わず
か数分とは思えない水辺の憩いの場となっています。

　芝浦アイランド南地区（民間事業者6社が旧三井製糖跡地から平成14年に取得した後に、
両地区一体の再開発事業が開始された）と海岸通りをつなぐ橋です。東京港の発展の意味
を込めて命名されました。このエリアに完成した芝浦アイランドは、地区全体では総戸数約
4,000戸、人口約10,000人の街となっています。海岸通りから渡っ
て左側にはケープタワーがあり、超高層住居用の建築物としては
日本で二番目のトライスターフォルム。右側にはブルームタワーと
介護付き老人ホームとサービス付き高齢者住宅、クリニックモール
「ドクターズポート」 （内科・リウマチ科・小児科）、皮膚科、薬局
があり幅広い世帯の方々が暮らす街を形成しています。

楽水橋（らくすいばし）

港栄橋（こうえいばし）

連載
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！今年の夏
は地域の

お祭りに

遊びに行
こう！ 特 集

日時：7/15（土）・16（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

お菓子無料！ 子どもが楽しめるお
祭りと

なっています。当日はやぐらを組み
、太鼓

演奏の時間を設けます。プロによる
綺麗な

太鼓捌きをご覧ください。

芝浦二丁目納涼盆踊り大会
日時：7/21（金）・22（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

大人向けのお祭りです！様々な出店が出ており、楽しめます。

品川駅港南夏まつり

日時：7/22（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

今回で45回目となります！ サンバ
や様々

な団体が大通りをつかってパレード
を実施

します。歩行者天国でビアパーティ、
ちびっこ

広場、こども縁日もあります！

三田納涼カーニバル

日時：7/28（金）・29（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！

芝浦まつり

日時：7/29（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
やぐらを組み、盆踊りや太鼓演奏を行います！
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。

港南四丁目第3アパート夏祭り
日時：7/23（日）
　　  10:00～（山車）
場所：港南郵便局前
主催：港南町会

車道を山車と神輿で巡行します。
子ども中心の巡行は、大行列で見ごたえ
があります！ 子どもたちの山車・神輿巡業
の当日参加大歓迎！

港南夏祭り

日時：8/25（金）
　　  17:00～21:00
　　　 雨天中止
　　  8/26（土）
　　  11:00～20:00
　　　 雨天の場合、27日に順延

場所：お台場レインボー公園
主催：お台場夏まつり実行委員会

お台場盆踊り、特産品販売、豪華景品が当た
る大抽選

会、模擬店など、様々な催しが盛りだくさ
んなイベ

ントです！ 子供から大人まで楽しむことがで
きます。

お台場夏まつり 2 0 1 7

日時：8/4（金）
　　  18:00～21:30　　  8/5（土）
　　  18:00～21:00場所：埠頭公園
主催：海岸二・三丁目町会
毎年恒例！ 秋田県からなは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があり、子どもたちも楽しめるお祭りとなっています。

海岸のまつり

日時：10/1（日）
　　  10:00～17:00
　　  10/2（月）
　　  17:00～21:00
場所：新芝橋上及び
　　  運河沿遊歩道（第一会場）
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が
あります！

芝浦運河まつり

●幅： 18.7m　●長さ： 54.1m　●昭和35年9月竣工

●幅： 4.5m　●長さ： 76.6m　●昭和44年3月架替え

日時：9/2（土）
　　  14:00～18:30　　　 雨天の場合は翌週9/9順延　　　 ※小雨決行
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
地域の人の子どもたちによるチアダンスなど色んなイベントがあります！ 子どもも大人もみんなが楽しめるお祭りとなっています。

港南三丁目合同まつり
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こども園

プラタナス公園

芝浦アイランド
ケープタワー
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～地域資源の運河をフル活用した港南地域ならではのお祭り～
　今年も「港南ふれあい桜祭り」が開催されました。今年は全国的に桜の開花が遅く、運河沿い
緑地に咲く桜は2分咲きとやや物足りなかったですが、数年ぶりの快晴により、多くの来場者が
訪れ、お祭りに活気をもたらしていました。毎年恒例のステージイベントや運河めぐりはすっかり
板につき、今年から始まった港南地域対抗ボートレース大会も大盛況の中終わりました。

～人も車も雨には負けず盛大にパレード～
　春の交通安全運動の一環として、恒例のクラシックカーパレードが4月9日（日）、
品川駅港南口前の広場で開催された。当日は生憎の雨で、急遽会場を
歩道橋の下に移して開催された。
　雨にも負けず各地のクラシックカーのオーナーが自慢の愛車を駆って
駅前広場に集まっている。どの車もよく手入れされ
すべて現役。
　予定通り午前11：00から式典開始。港南小学
校生徒の鼓笛隊演奏に始まり、田村高輪警察
署長、武井港区長ほか来賓の皆さんの式辞が
続いた。
　式典終了後、小雨の降り止まぬ中、クラシックカー
のパレードが盛大に行われた。

～都会の真ん中で泥んこになって田植えをしました～
　みなとパーク芝浦のすぐ隣、芝浦公園の中に「田んぼ」がある
のをご存じですか？ 公園の緑がさわやかに感じられる5月28日（日）、
初夏の日差しを受けながら「田植え体験」が実施されました。
当日は60名近くの方が参加され、大人も子どももみんな笑顔で泥んこになって、普段なかなかできない

貴重な「田植え」を楽しんでいました。
参加された方からは「貴重な体験がで
きました！」や、早くも「稲刈りが楽しみ！」と
いった声が聞こえてきました。みなとパーク
芝浦に寄られた際は、ちょっと寄り道して、
隣の公園にある「田んぼ」の成長も見て
いただけたらと思います。

～澄み渡る青空のもと、地域全体の結束が見えました～
　6月3日㈯、東京ベイ・クリーンアップ大作戦実行委員会
主催による、恒例の東京ベイ・クリーンアップ大作戦がお台場
海浜公園で挙行されました。好天にも恵まれ爽やかな風が
そよぐなか、地元企業、家族連れ、カップルなど744名が参
加し、武井港区長臨席の開始セレモニーの後、参加者がそ
れぞれトングとビニール袋を手にカン、ペットボトル等のごみを
約225kg収集し、これから
夏を迎えるお台場の海浜が
すっかり綺麗になりました。
さらに61名のダイバーも
加わり海の底も綺麗にした

との事です。この事業も既に22年目
に入り、毎年3回実施され、参加者
の輪も年々拡がって来ています。今年は地元のお台場学園
からも小学生が100名も参加してくれたそうです。

～たくさんの生物に子どもたちも興味津々～
　お台場海浜公園で、港区内の3つの保育園の児童が地引き網漁を体験するイベントが
開催されました。これは、東京湾に住む生き物調査の一環として、毎年、港区が開催して
いるものです。子供たちが力を合わせて網を引くと、ハゼやボラの稚魚、ゼリー状のゴカイの
卵などが入っていて、子供たちは興味津々で眺めたり触ったりしていました。
　講師の方によれば、お台場の砂浜や浅瀬
には、20種類を超える生物が生息している
そうです。「東京港を泳げる海に」をモットー
に、20年以上も継続されている「東京ベイ・
クリーンアップ大作戦」などの環境保護活動
が、着実に実を結んでいるのですね。

～地域の子どもが集まって賑やかでした～
　6月4日（日）、芝浦公園
で「芝浦一丁目こども祭
2017」が開催されました。
このお祭りは、山車と子ども
神輿で芝浦一丁目町内を
巡り、氏神様への感謝の気持ちとともに子ども達の健やかな
成長を願って開催されているお祭りです。お神輿は小学生
以上のお兄さんお姉さんが担ぎ、小さな子ども達は後ろに

ついて町内を元気に巡った後は
お菓子やジュースをもらって、みんな
ほくほくの笑顔でした。芝浦一丁目町
会、芝浦一丁目商店会の皆様から、子ども達、参加された
方々に焼きそばやかき氷が提供され、美味しそうにほおばる
姿がたくさん見えました。くまさんのふわふわ遊具には子ども
の行列がずら～っと、行儀よく待つ姿が微笑ましかったです。
夏祭りも楽しみだよね、なんて話す姿もちらほら。芝浦港南

地区には子ども達が
楽しめるイベントが
たくさんあります。イベ
ントカレンダーもよく見
てみてくださいね。

港南ふれあい桜祭り 東京ベイ・クリーンアップ大作戦6月3日（土）4月2日（日）

芝浦一丁目こども祭り6月4日（日）

お台場地引網体験6月6日（火）

品川クラシックカーレビューイン港南

田植え体験

4月9日（日）

5月28日（日）

おいしい屋台がたくさん

正にクラシックカー 港南小学校鼓笛隊の演奏

高輪警察署長の挨拶

起震車体験起震車体験 芝浦港南地域を眺める運河クルーズ芝浦港南地域を眺める運河クルーズ 毎年恒例 港南小鼓笛隊による演奏毎年恒例 港南小鼓笛隊による演奏 開会式開会式

大角会の皆様による日本太鼓の演技は圧巻！大角会の皆様による日本太鼓の演技は圧巻！

元気にがんばろう元気にがんばろう 力を合わせてヨイショ！力を合わせてヨイショ！ 何が採れたかな？何が採れたかな？

お腹すいたなぁ。焼きそばに並ぼうお腹すいたなぁ。焼きそばに並ぼう 大人気！ くまさんのふわふわ遊具大人気！ くまさんのふわふわ遊具

今年の会場は芝浦公園今年の会場は芝浦公園

子どもたちの協力子どもたちの協力 お台場の砂浜を綺麗にお台場の砂浜を綺麗に

白熱　ボートレース

警視庁のマスコット
キャラクターも応援

田んぼについて学習中

田植えってこうやるよ たくさん集まりました

みんなで泥んこに！ 田植えが終わった
田んぼの様子

掃除中！掃除中！

ハッピを着てお神輿と
記念撮影

ハッピを着てお神輿と
記念撮影

最初に先生から注意
のお話

最初に先生から注意
のお話
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　お台場地区委員会は、「地域の子供は、地域で育
てる。お台場地域が一つの家族」をモットーに活動し
ています。
　キャンプにスキー、福島県柳津町の子供達との宿泊
交流、地域を4つに分けた地区対抗運動会、高齢者の
方 と々の交流バスハイク等々、様々な活動を行なっています。
　お台場の良さは、目の前に広がる輝く海と青い空、自然がいっぱい、笑顔
があふれる、人情に熱い住民、だと思います。
　子供達はこの素晴らしい環境でのびのびと豊かに暮らし、すくすく成長
していって下さい。
　そして最近では、お台場で育った子供達が地区委員会の活動をサポート
してくれています。頼もしい限りです。
　お台場の海は世界へと繋がっています。2020年のオリンピックでは、みんな
でお台場の良さを世界中の人々に伝えましょう！
　最後に1996年に誕生したまだまだ新しい街お台場、これまで、様々な
場面でご指導、ご鞭撻を頂きました、他地区の地区委員会の皆様へ感謝
申し上げますと共に益々のご発展を祈念いたします。

　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23日（火）に下記企業の皆さん約70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。
●参加企業
大東建託リーシング、大東建託パートナーズ、ストリングスホテル東京
インターコンチネンタル、日立マクセル、太陽生命保険、三菱地所プロ
パティマネジメント、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

～より住みやすいベイエリアを目指して～

港区青少年対策地区委員会特集

地
域
の
ス
ポ
ッ
ト

「港区青少年対策地区委員会」は、青少年をめぐる社会環境の浄化や健全育成及び非行防止
の対策を地域社会の力を結集して進めていく自主的な地区組織活動団体です。区立中学校
の通学区域ごとに設置され、現在は10の地区委員会が活動しています。芝浦港南地区管内
には、「港南地区委員会」、「お台場地区委員会」と2つの地区委員会が設立されています。

今回は
“お台場地区委員会”

をご紹介します！

港区青少年対策港南地区委員会　会長　永山 幸江

企業清掃活動 ～自ら行う美化活動～

品川グランドコモンズ街づくり協議会

6 べいあっぷ 7べいあっぷ

　芝浦アイランドの遊歩道は一周1.5km程あり、

ぐるっと歩くと20分くらいと、ちょうどよいお散歩

コースです。いたるところにベンチもあり、ちょっと

一休みして運河の水鳥や植栽を眺めると季節の移

ろいも楽しめます。お昼の時間には、近隣のビジネス

マンらしき人達のウォーキ
ングを楽しむ姿もみかけ
ます。写真は汐彩橋からの
眺めです。近くにはお店
やお台場行きの船もあり、
お散歩以外にもいろいろ
楽しめるお気に入りの場所
です。（鈴木 聡子）

芝浦アイランドの遊歩道
芝浦地区

港南三丁目ママさん公園（港南三丁目遊び場）
SPOT

02
港南地区

SPOT

01

二つのキヤノンギャラリー

SPOT

03
港南地区

　港南三丁目ママさん公園です。春は、桜がとっても綺麗に咲き
誇り、地域の方の穴場的なお花見スポットで、子どもを遊ばせながら花を愛でる
家族連れをよくみかけます。夏には、噴水から勢いよく水
が飛んできて、小さな子ども達の絶好の水遊び場になって
います。プレーパークの実施公園にもなっていて、小さい
ながらも春夏秋冬問わず、子ども
達の笑顔あふれる素敵な公園
です。近くに港南図書館もある
ので、公園でいっぱい汗を流した
後は、ゆったり読書などもおすす
めです。（鈴木 聡子）

　JR品川駅の港南口を出て右側の「グランドコモンズ」の一番奥にあるのがキヤノンマーケティングジャパン株式会社の本社ビル、「キヤノンSタワー」です。このビルには二つのギャラリーがあります。1階のキヤノンギャラリーSは主として一流写真家の作品を展示し、2階のキヤノンオープンギャラリー 1・2は団体の作品を展示するスペースです。いずれも「写真文化の発展に貢献する」ことを目的として運営されており、無料で一般公開されています。「べいあっぷ」本号が発行される頃の展示予定は右の囲み記事の通りです。　見学に疲れた方の為に2階のギャラリーの奥にゆったりとした休憩スペースも用意されています。また、ギャラリーの入るビルの周辺には食事処、カフェが数多くあり、一足延ばせば高浜運河沿いの遊歩道もあります。休日の散策に相応しいコースになるでしょう。（宮尾 賢）

新連載

べ
い
あ
っ
ぷ
編
集
委
員
が
お
す
す
め
す
る

首
都
高
速
1
号
羽
田
線

汐彩橋

港栄橋夕
凪
橋

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル

芝浦アイランド
ピーコック

芝浦アイランド
エアタワー

芝浦アイランド
グローヴタワー

芝浦アイランドの
遊歩道

芝浦アイランド
こども園

プラタナス公園

芝浦アイランド
ケープタワー

港南三丁目
遊び場

港南図書館

都立港
特別支援学校

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル

首
都
高
速
1
号
羽
田
線

東
海
道
貨
物
線

品川イーストタワー

品川インターシティ 旧
海
岸
通
り

品川グランドコモンズ

品川Vタワー

JR品川駅

キヤノンSタワー

猪井貴志氏は日本を代表する鉄道
写真家の一人です。本展では50年
にわたる同氏の活動の集大成として
約60点の写真を展示し、併せてスラ
イドショーによる作品を投影します。

猪井貴志写真展「鉄景漁師」
開催日程：6月22日（木）～8月8日（火）
開館時間：10:00～17:30
休館日：日曜日・祝日
会　場：キヤノンギャラリーS（1階）

山岸伸写真展「KAO’S2」
開催日程：6月13日（火）～7月18日（火）
開館時間：10:00～17:30
休館日：日曜日・祝日
会　場：キヤノンオープンギャラリー

山岸氏が約25年
前に大判フィルム
カメラで撮影した
写真を石井竜也
氏がコンピュータ
で加工して写真
集「KAO’S」が生

まれました。四半世紀前のこの
アート作品（未発表作品を含む）
を現代のインクジェットプリンタで
高精細にプリントし展示します。

福島県柳津町交流事業

バスハイク

タイムカプセル

キャンプ

スキー
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総合支所だより総合支所だより

芝
　
浦

台
　
場

港
　
南

全
　
域

月　日 開催場所 時　間 内　容
芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ 2コース2回目 7/12（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：29年3月～6月生まれの方 8/ 2 （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2回目 9/ 6 （水）
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 ①②計測・相談 7/ 6 （木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 7/19（水）
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 ①②計測・相談 8/ 3 （木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 8/23（水）
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 ①②計測・相談 9/ 7 （木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 9/20（水）
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 7/10（月）
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 7/13（木）
港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 7/20（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 8/10（木）
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 8/21（月）
港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 8/31（木）
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 9/11（月）
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 9/14（木）
港南子ども中高生プラザ（プラリバ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 9/28（木）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 7/ 3 （月）
①台場保育園 ②台場分室多目的室 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 7/24（月）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 8/ 7 （月）
①台場保育園 ②台場分室多目的室 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/ 4 （月）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 9/25（月）

※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、開催日時・場所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  芝浦港南地区総合支所区民課保健福祉係　TEL ： ６４００－００２２

主催：芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会　
　　  港区芝浦港南地区総合支所（協働推進課）
TEL：6400－0031　FAX：5445-4590

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づくりができる場ですので、ぜひご利用ください。

子育てあんしん
プロジェクト

芝浦港南地区

芝浦港南地区

平成２9年
7月～9月

●開催日時　平成29年9月30日（土）　10：30～16：00
●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、港南、台場）

に在住・在勤・在学の方
●競技方法・部門

●定　　員　地域（芝浦及び海岸2・3丁目、港南、台場）ごと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。
●申込方法　出場希望の部門番号、地域、チーム名、代表者の

氏名・住所（勤務先）・日中連絡の取れる電話番号・
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（子どもの部のみ）を
「みなとコール」☎5472－3710へ。

※同一部門内での複数チームへの選手登録は原則不可
※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だく場合があります。

●申込期間　平成29年6月22日（木）～7月10日（月）
　　　　　　受付時間：9：00～17：00
　　　　　　（平成29年6月22日（木）のみ15：00から受付開始）
◇選手は全員救命胴衣を着用し、行事保険（区負担）に加入します。
◇事前に、ボート操作の練習会を行います（9月3日（日）、9月
9日（土）実施予定）。
※開催日当日の練習会は、実施しません。

◇大会当日は、芝浦及び海岸地域並びに港南地域から選手や応援
者の送迎バスを運行します。
◇収集した個人情報の取扱については、港区個人情報保護条例
に基づき適正に管理します。
※申込時に記載いただいた電話番号等は、実行委員が連絡用に利用させていた
だく場合があります。

◇雨天等の天候不良により中止する場合があります。

地域対抗ボートレース大会選手募集！！

　「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・コミュニティカフェ
などを開催しました。
　今年度も芝浦港南地区の地域資源を生かしたイベントなど
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を目的として
活動している区民参画組織です。
　昨年度は、地域の緑を紹介するグリーンツアーや芝浦中央
公園での花壇づくりなどを行いました。
　今年度も、事業所等との連携した緑化推進の可能性を
探るとともに、自然環境への理解と保全への普及啓発を図る
ため、活動していきます。

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト 活動報告

8 べいあっぷ 9べいあっぷ

競技方法 部　門 チーム編成
6人乗りゴムボート
による地域対抗戦

①子どもの部
②一般の部

子ども（小学校3年生～6年生）5人と18歳以上1人のチーム
大人（中学生以上）6人のチーム

　4月25日（火）、平成29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。
　総会では、各分科会の概要やこれまでの活動経過を説明しました。終了後、各分科会に分かれて、本年度の活動を開始しました。

　「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、子育てや環境など、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号発行し、本号で44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。

平成29年度総会

水辺のまち魅力アップ分科会

べいあっぷ編集部

みどりのあるまちづくり分科会

　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も、今年で11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、
地域の人と、楽しく汗を流して、笑顔の輪を広げましょう！

都税の納付には、安心・便利な口座振替をご利用ください 平成29年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置
についてお知らせします（23区内）

　口座振替は、預金口座から納期の末日（納期限）に自動的
に納税できる制度です。開始月の前月の10日（土・日・休日
にあたるときはその翌開庁日）までにお申込みください。
〈口座振替がご利用できる都税〉
個人事業税、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）※、固定
資産税（償却資産）※
※23区に所在する資産が対象です。なお、随時課税分については口座振替の
ご利用はできません。
詳細は、HPまたは下記問合先へ
▶徴収部納税推進課　03-3252-0955（平日9時～17時）

第11回水辺フェスタ

都税のお知らせ

①商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の
上限引下げ減額措置
②小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の
減免措置
③小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置について
は、平成29年度も継続します。
詳細は、HPまたは下記問合先へ
▶港区にある物件について
港都税事務所　固定資産税班　03-5549-3800（代表）

・ ・ ・



イベントカレンダーイベントカレンダー港 区 ベ イ エ リ ア 平成29年7月～9月
※日程等は変更になる場合があります。
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平成２9年4月～6月

港区ベイエリア

イベントカレンダー

月　日 イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等時　間 主　催 場　所

芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

4/27・5/25・
6/22（木）

5/28（日）

5/31（水）

6/17（土）

高齢者対象バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、60歳以上の港区在住の方対象、要事前申込み）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、0～5歳
児、事前申込み（1ヶ月前から）、誕生月のお子様と保護者対象）

こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
0～5歳児、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）

芝浦港南地区高齢者相談センターオレンジカフェin港南の郷（芝浦港南地区高齢者
相談センター 3450-5905、認知症に関心のある方、認知症初期の方対象）

「私のビタミン講座」五輪で英会話2017（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員15名、抽選、要事前申込み）
「和とエコを学ぶ講座」古布活用ぞうり作り（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員15名、抽選、要事前申込み）

「和とエコを学ぶ講座」苔玉作り（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-
8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員20名、抽選、要事前申込み）

「和のこころ」香道で遊ぶ（菖蒲香）（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、どなたでも、定員28名、抽選、要事前申込み）

芝浦港南フリーマーケット（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-
8864、区内在住・在勤・在学者対象、全70区画、抽選、要事前申込み）

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）

幼稚園振興対策事業「わくわくデー」（問合せ：芝浦幼稚園
3452-0574、未就園児親子対象）

学校公開（問合せ：芝浦幼稚園
3452-0574、保護者・地域の方々対象）

学校公開（問合せ：港南小学校
3474-1501、保護者、地域の方々対象）

「英語で遊ぼう」（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、年中・年長児対象、定員15名、抽選、要事前申込み）

学校公開・セーフティー教室（問合せ：港南小学校
3474-1501、保護者、地域の方々対象）
体育祭（問合せ：東京都立港特別支援学校
3471-9191、どなたでも）

園庭開放（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0～5歳児、事前申込み（1ヶ月前から）、定員15名）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

芝浦港南地区
高齢者相談センター

港南小学校

港南地域連合会

港南小学校

港南小学校

港南小学校南門集合

港南小学校

お台場海浜公園周辺

お台場海浜公園ビーチ

東京都立港特別支援学校 東京都立港特別支援学校
グラウンド

港区立台場高齢者
在宅サービスセンター

台場区民センター

台場区民センター

台場児童館 台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

3階 学童クラブ分室

3階 学童クラブ分室

台場児童館前広場

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

台場児童館

台場児童館

台場児童館

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

芝浦幼稚園 芝浦幼稚園

区立ケアハウス港南の郷
5階食堂

10:15～11:15

10:30～11:30

5/18：12:00～13:00
6/15：10：00～11：00

10:00～15:00

9:00～11:30

9:00～11:30

10:00～12:00

10:00～11:00

9:30～11:30

8:45～15:20

9:45～14:30

8:45～12:00

14:00～15:30

14:40～15:00

14:00～14:40

15:00～16:30

11:00～11:30

11:00～11:30

11:00～11:45

11:00～11:45

10:00～
5/11～6/29
（毎週木曜）

5/20～6/24
（毎週土曜）

5/17・24・31
（水）

6/4・11（日）

5/12（金）

4月中旬

4月中旬

4月中旬～下旬

4/22（土）

4月中旬～
6月下旬（木）
4月中旬～
6月下旬（金）

4月中旬～
6月下旬（金）
4月中旬～
6月下旬（金）

4月末～
6月末（未定）

4月中旬～
6月下旬（木）

5/13（土）

5/20（土）

4/4・6/6（火）

4/23・5/28・
6/25（土）

4/4・5/9・
6/6（火）

6月下旬 未　定 未　定

4/19・5/17・
6/21（水）

台場コミュニティーぷらざ
2F 台場分室・多目的室

台場コミュニティーぷらざ
広場 3F（屋外） 11:00～16:00

未　定

未　定

未　定

未　定

5/10・24・
6/14・28（水）

5/17・
6/7・21（水）
5/18・
6/15（木）

5/20（土） 14:00～16:00

14:00～16:00

芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター
1階講習室

芝浦港南区民センター
2階集会室
芝浦港南区民センター
講習室

芝浦港南区民センター
2階集会室

芝浦港南区民センター
2階第1和室

芝浦港南区民センター トリニティ芝浦緑地

4/2（日） 第7回 港南ふれあい桜祭り（問合せ：港南ふれあい桜祭り実行委員会
080-3341-8090、詳細はP5をご参照ください）

港南ふれあいクリーン作戦（問合せ：港南地域連合会事
務局、どなたでも）

11:00～16:00 港区港南地域連合会 高浜運河沿緑地ほか（高浜運河東
岸・御楯橋から楽水橋までの一帯）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター

※日程等は変更になる場合があります。

芝 

浦
・
海 

岸

港 

南

台 

場

18:00～20:00（第1・3・5金曜）
18：00～19：00（第2・4金曜）

一年生おめでとう会（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生対象）
一輪車講習会（問合せ：台場児童館 5500-2363、
小学1年生以上で初めて乗る子対象）
インラインスケート初心者講習会（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生以上で初めて滑る子対象）

お台場ふれあいフリーマーケット（問合せ：台場区民センター
5500-2355、港区在住・在勤・在学者で20歳以上の方対象）

台場おはなし会（問合せ：台場区民センター
5500-2355、未就園児親子対象）

かもめキッズぷち らっこグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、生後4か月～10か月対象）
かもめキッズぷち あひるグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、歩きはじめ～1歳7か月対象）
かもめキッズぷち ぺんぎんグループ（問合せ：台場
児童館 5500-2363、1歳8か月～2歳4か月対象）
かもめキッズぷち かもめグループ（問合せ：台場
児童館 5500-2363、2歳4か月～就学前対象）
かもん亭（問合せ：台場児童館 5500-2363、
中学生・高校生対象）

ビーチサッカーグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、小学1年生以上対象）

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
5531-0520、港区在住の60歳以上の方、参加費無料、貸しポール有）
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港区ベイエリア

イベントカレンダー

月　日 イ ベ ン ト 名・問 合 せ 等時　間 主　催 場　所

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！

ピックアップイベント！ in  ベイエリア
編集部が選ぶ！

～芝浦港南区民センター「芝浦港南フリーマーケット」～

● 日　　時　5月 28日（日） 10:00～15:00 
　　　　　　※雨天中止
● 会         場　トリニティ芝浦緑地
　　　　　　（芝浦港南区民センター前広場）
● 出  店  数　 70 区画
● 主　　催　芝浦港南区民センター （芝浦 4-13-1）
●問   合   せ　TEL : 3769-8864

　芝浦港南地区の皆様のコミュニティの促進と資源の有効活用・再利用の場を提供する目的で、年 4回実施してい
ます。地域の皆様のご協力で永年にわたり開催してまいりました。今では地域の恒例行事として多くの方々から好評
をいただいております。5月最後の日曜日、意外な掘り出し物や素敵な出会いが貴方を待っています。出店方法につ
いては「キスポート 4 月号」をご覧いただくか、芝浦港南区民センターまでお問い合わせください。

にじのはし幼稚園 にじのはし幼稚園

にじのはし幼稚園 にじのはし幼稚園

10:30～12:005/9・30・
6/13（火）

※日程等は変更になる場合があります。

にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
未就園児親子が対象、5/9はおはなし会有）

にじっこまつり（問合せ：にじのはし幼稚園 5500-2577、
未就園児親子対象）

 　オレンジカフェとは、認知症についての相談
や関心のある方との交流を行う場です。
　芝浦港南地区高齢者相談センターでは、台場
高齢者在宅サービスセンターと、ケアハウス港南
の郷 5階食堂の 2ヶ所でオレンジカフェを開催
しております。
ご興味、ご関心のある方はぜひお越しください。

 　日時等は
   イベントカレンダーに
     掲載されています！

お台場学園 お台場学園校庭

未　定

未　定

未　定

未　定

未　定

未　定

5/23（火）

5/27（土）

6/24（土）

6/20（火）

5月下旬 15:00～17:00

金・月：8:50～15:30
    土：8：50～11：35

8:50～14：50

5月～6月
（未定）
6/16（金）・
17（土）・19（月）

10:00～11:30

10:00～12:00

10:45～11:45

台 

場

未　定

芝浦港南地区高齢者
相談センター

台場高齢者
在宅サービスセンター

台場児童館

台場児童館

台場児童館

台場児童館
青少年対策お台場地区委員会

台場区民センター 台場区民センター和室

台場区民センター
集会室他台場区民センター

台場児童館内

台場児童館内

台場児童館内

お台場学園 お台場学園校庭

お台場海浜公園ビーチ

1・2・3タイム「小学1年・2年・3年生のつどい」
（問合せ：台場児童館 5500-2363）

4・5・6タイム「小学4年・5年・6年生のつどい」
（問合せ：台場児童館 5500-2363）

ベビーマッサージ＆ベビーヨガ教室（問合せ：台場区民センター 5500-
2355、港区在住・在勤の保護者と幼児、要事前申込み、詳細はキスポートで）
ハワイアンキルト教室（問合せ：台場区民センター 5500-
2355、港区在住・在勤・在学者で18歳以上の方対象）

こまのつどい（問合せ：台場児童館
5500-2363、幼児及びその保護者対象）

ビーチフェスタ＆お台場運動会（問合せ：台場児童館
5500-2363、乳幼児親子～地域の大人対象）

芝浦港南地区高齢者相談センターオレンジカフェin台場（芝浦港南地区高齢者相談
センター 3450-5905、認知症に関心のある方、認知症初期の方対象、訪問相談会有）
運動会（お台場学園 5500-2572、
保護者、地域の方々対象）

学校公開（お台場学園 5500-2572、
保護者、地域の方々対象）

台場児童館内及び
台場児童館前広場台場児童館未　定 春のお楽しみ会（問合せ：台場児童館5500-2363、

幼児と親子または小学1年生～高校生対象）5月中旬

【問合せ】  TEL ：3450-5905（芝浦港南地区高齢者相談センター）

第12回プラリバまつり
　今年のテーマは「輝け！ みんなが主役だ！！ プラリバまつり」です。子どもたち
をはじめ、保護者や地域のボランティア一人ひとりがますます輝き、楽しい
おまつりになるように準備をしています。やきそばやわたあめなどの食べ物
店舗や子どもたちの遊べるゲームが多数あります。ステージでは日頃練習して

いる太鼓やプラミュージック、
バトントワリングなどの発表
でおまつりがより輝きます。
ぜひ見に来てください！！

●日　　時：9月17日（日）12:30～16:00
●開催場所：港南和楽公園
●主　　催：港南子ども中高生プラザ
●問 合 せ：3450-9576

ピックアップイベント！ピックアップイベント！ ベイエリアベイエリアinin
べいあっぷ編集部が選ぶ！

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！
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月　日 時　間 イベント名・問 合 せ 主　催 場　所
7/6（木）・8/24（木）・
9/19（火） 10：30〜11：30 誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、

対象：0〜3歳児、誕生月のお子様と保護者） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

7/8（土）・8/12（土）・
9/9（土） 8：00〜9：00 地域清掃活動（対象：どなたでも） 芝浦三・四丁目町会 芝浦三丁目、4丁目

7/9（日） 11：00〜 夏まつり（対象：どなたでも） メゾン田町自治会 メゾン田町駐車場

7/12（水）・26（水）・
8/9（水）・23（水）・9/13（水）・27（水） 19：00〜20：20 町内防犯パトロール（対象：どなたでも） 芝浦三・四丁目町会 芝浦三丁目、4丁目

7/12（水）・26（水）・
8/9（水）・23（水）・9/13（水） 10：00〜11：00 園庭解放（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、

対象：0〜3歳児、事前申込みあり（1か月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

7/12（水）・
9/12（火）・27（水） 9：30〜11：30 未就園児の会　りんごちゃんクラブ（問合せ：芝浦幼稚園

3452-0574、対象：未就園児親子） 芝浦幼稚園 幼稚園ホール

7/13（木）・9/21（木） 10：00〜11：00 こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園、5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込みあり（1か月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

7/15（土）・16（日） 18：00〜21：00 芝浦二丁目納涼盆おどり大会 芝浦商店会
協力：芝浦二丁目町会 船路橋児童遊園前の広場

7/15（土）・16（日） 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、
対象：小学生以下の子どもと保護者、先着150名） 芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター

ホール

7/22（土） 15：30〜18：00 夕涼み会（問合せ：芝浦アイランドこども園、5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込みあり（1か月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

7/28（金）・29（土） 17：00〜21：00 町会祭礼　カラオケ盆踊り（対象：どなたでも） 芝浦三・四丁目町会、
芝浦商店会 芝浦三丁目なぎさ通り

7/28（金）・29（土） 17：00〜21：00 芝浦まつり（対象：どなたでも） 芝浦商店会 芝浦三丁目なぎさ通り

7/29（土） 14：00〜16：00 「和のこころ」香道　〜星合香〜（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、対象：どなたでも、事前申込みあり、定員28名） 芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター

集会室

8/26（土） 11：00〜13：00（予定） 「魅せます！ ホール」　ホールの魅力公開（問合せ：芝浦
港南区民センター3769-8864、対象：どなたでも） 芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター

ホール

9/9（土）・10（日） 未　定 中高生お泊り会（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、対象：中学生・高校生、事前申込みあり）

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

9/15（金）・16（土） （金）8：45〜15：15
（土）8：30〜11：45

学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、対象：保護
者・地域の方々） 芝浦小学校 芝浦小学校

9/16（土） 10：15〜11：00 道徳授業地区公開講座（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
対象：保護者・地域の方々） 芝浦小学校 芝浦小学校

9/22（金） 10：00〜11：00 マッチング（保育学生と遊ぼう）（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込みあり（1か月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

9/30（土） 9：30〜11：30 運動会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
対象：0〜3歳児、事前申込みあり（1か月前から）、定員15名） 芝浦アイランドこども園 芝浦アイランドこども園

7/14（金）・9/8（金） 14：00〜15：30 かいごカフェ（問合せ：芝浦港南地区高齢者相談センター
3450-5905、対象：介護に関心のある方）

芝浦港南地区高齢者
相談センター 港南の郷　5階食堂

7/17（月・祝） 10：00〜16：00 「海の日」記念行事（問合せ：東京海洋大学総務課広報室
5463-1609、対象：どなたでも） 東京海洋大学 東京海洋大学品川キャンパス

（越中島キャンパス（江東区）も同時開催）

7/19・9/13（水） 11：00〜12：30 かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園-3471-7347、
対象：0歳児〜4歳児、未就園児親子） 港南幼稚園 港南幼稚園遊戯室

7/22（土）・8/26（土）・
9/23（土） 10:00〜11：00 こうなんふれあいクリーン作戦（対象：どなたでも） 港南地域連合会 港南小学校南門

7/22（土） 15：30〜18：30 夏まつり（問合せ：東京都立港特別支援学校3471-9191、
対象：どなたでも）

東京都立港特別支援学校
PTA

東京都立港特別支援学校 
校庭

7/23（月） 10：00〜13：00 港南町会祭礼（対象：どなたでも） 港南町会 品川駅港南口周辺

7/25（火）・9/26（火） 10：00〜11：30 台場deオレンジカフェ（問合せ：芝浦港南地区高齢者相談センター3450-5905、
対象：認知症に関心のある方・認知症初期症状の方、台場訪問懇談会同時開催）

芝浦港南地区高齢者
相談センター

台場高齢者在宅サービス
センター

7/27（木） 9：30〜14：00 芝浦サマーフェスタ2017（問合せ：東京都下水道局中部下水道
事務所　芝浦水再生センター3472-6411、対象：どなたでも） 東京都下水道局 芝浦水再生センター

8/1（火） 9：00〜16：00 海洋資源環境学部オープンキャンパス（問合せ：東京
海洋大学入試課5463-0510、対象：主に高校生） 東京海洋大学 東京海洋大学

品川キャンパス

8/2（水） 9：00〜16：00 海洋生命科学部オープンキャンパス（問合せ：東京海洋
大学入試課5463-0510、対象：主に高校生） 東京海洋大学 東京海洋大学

品川キャンパス

8/11（金） 14：00〜15：30 港南の郷deオレンジカフェ（問合せ：芝浦港南地区高齢者相談センター3450-5905、
対象：認知症に関心のある方・認知症初期症状の方、かいごカフェ同時開催）

芝浦港南地区高齢者
相談センター 港南の郷　5階食堂

8/19（土） 18：00〜20：30 第9回港南花火大会（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
対象：どなたでも、自由参加、手持ち花火事前申込みあり） 港南子ども中高生プラザ 国立大学法人東京海洋大学

9/17（日）　 12：30〜16：00 第12回プラリバまつり（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
対象：子どもとその保護者、自由参加、たべものチケット事前購入あり） 港南子ども中高生プラザ 港南和楽公園

7/4（火）・8/1（火）・
9/5（火） 14：40〜15：00 台場おはなし会（問合せ：台場区民センター5500-2355、

対象：未就学児親子対象） 台場区民センター 台場コミュニティぷらざ2F
台場分室・多目的室

7/5（水）・12（水） 1年生：15：15〜16：00
2年生以上：16：00〜17：00

ビーチサッカーグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、
雨天：台場児童館遊戯室、詳細は館便りをご覧ください） 台場児童館 お台場海浜公園

7/6（木）・13（木） らっこグループ：11：00〜11：30
ぺんぎんグループ：11：00〜11：45

かもめキッズぷち　らっこグループ、ぺんぎんグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、事前申込み制、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

月　日 時　間 イベント名・問 合 せ 主　催 場　所

7/7（金）・14（金） 18：00〜20：00 かもん亭〈中高生のつどい〉（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください） 台場児童館 台場児童館

7/7（金）・14（金） あひるグループ：11：00〜11：30
かもめグループ：11：00〜11：45

かもめキッズぷち　あひるグループ、かもめグループ（問合せ：台場児童館
5500-2363、事前申込み制、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

7/10（月）・9月未定 16：00〜16：45 えほんタイム（詳細は館便りをご覧ください、問合せ：
台場児童館03-5500-2363） 台場児童館 台場児童館

7/11（火）・8月未定・
9月未定 午後（詳細は未定） 1・2・3タイム（問合せ：台場児童館5500-2363、参加費

が必要、詳細は館便りをご覧ください） 台場児童館 台場児童館

7/14（金）・8月未定 午後（詳細は未定） 工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申
込み制、詳細は館便りをご覧ください） 台場児童館 台場児童館

7/19（水）・8/16（水）・
9/20（水） 15：00〜16：30 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5531-0520、対象：港区在宅60歳以上の方）
台場高齢者在宅サービス
センター お台場海浜公園周辺

7/19（水）・8月未定・
9月未定 15：30〜17：00 ビーチで遊ぼう（問合せ：台場児童館5500-2363、事前

申込み制、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

7/21（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
5500-2363、参加費が必要、詳細は館便りをご覧ください） 台場児童館 台場児童館

7/22（土） 8：30〜17：00（予定） あきる野環境学習（問合せ：台場児童館5500-2363、
事前申込み制、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館
あきる野自然塾

台場児童館集合
あきる野市

7/25（火） 午後（詳細は未定） 4・5・6タイム（問合せ：台場児童館5500-2363、参加費
が必要、詳細は館便りをご覧ください） 台場児童館 台場児童館

7/25（火）〜8月
日程未定 10:30〜11：45 幼児プール（問合せ：台場児童館、5500-2363、詳細は

館便りをご覧ください） 台場児童館 台場児童館

7/27（木）・9/28（木） 15：00〜17：00　 こまのつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、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

8/25（金）・26（土） （金）17：00〜21：00
（土）11：00〜20：00 お台場夏まつり 台場区民センター お台場レインボー公園

9/12（火） 10:30〜12：00 にじっこキッズ（問合せ：港区立にじのはし幼稚園5500-2577、
対象：未就園児親子） 港区立にじのはし幼稚園 港区立にじのはし幼稚園

9/16（土） 8：30〜11：35 道徳授業地区公開講座（問合せ：お台場学園5500-2572、
対象：保護者・地域の方々） お台場学園 お台場学園

9/16（土）・19（火）・
20（水）

（土）8：30〜11：35
（火）8：30〜15：20
（水）8：30〜12：25

学校公開（問合せ：お台場学園5500-2572、対象：保護
者・地域の方々） お台場学園 お台場学園

9/20（水） 午後（詳細は未定） 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
5500-2363、申込み制、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

9/7（木）・14（木）・
21（木）・28（木） 11：00〜11：30 かもめキッズぷち　らっこグループ（問合せ：台場児童館

5500-2363、申込み制、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

9/1（金）・8（金）・15（金）・
22（金）・29（金） 11：00〜11：30 かもめキッズぷち　あひるグループ（問合せ：台場児童館5500-2363、

事前申込み制、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

9/7（木）・14（木）・
21（木）・28（木） 11：00〜11：45 かもめキッズぷち　ぺんぎんグループ（問合せ：台場児童館

5500-2363、申込み制、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

9/1（金）・8（金）・15（金）・
22（金）・29（金） 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5500-2363、

申込み制、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

9/1（金）・8（金）・15（金）・
22（金）・29（金）

18：00〜19：00
または18：00〜20：00

かもん亭〈中高生のつどい〉（問合せ：台場児童館
5500-2363、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

　

芝
浦
・
海
岸

台
場

港
南




