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03-5472-3710
ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

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
TEL : 6400-0031　FAX : 5445-4590
E-Mail：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。

　　　　　　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。

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。

べいあっぷ編集部

編集後記編集後記

松岡 栄子さんの作品
「レインボーブリッジ水面の朝日」

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジの見える風景」

青木 千恵子さんの作品
「雪が彩る幻想世界」

青木 千恵子さんの作品
「今年も大豊作のマーマレード（シーバンス脇）」

泥谷 隆史さんの作品
「天空のラピュタ」

台場 にじ子さんの作品
「お台場冬の夕陽」

台場 にじ子さんの作品
「レインボー花火」

読者
ギャラリー

次回の締切は
5月11日（金）必着です

〒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
TEL：6400-0031　FAX：5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ・
作品の送付先
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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

※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。

桜の香りに誘われて

少し汗をかきたいな

お気に入りのシューズで

今日は少し遠くへ行こうかな

出会い橋の上で向こうから

額に汗をかきながら力強く走る

あなたがやって来た

口を真一文字に結んで

すれ違いの時に軽く会釈を交した

忘れていたけど いつかレーンボーブリッジで

走っていた人だった

あの時も軽く会釈しただけなのに

なぜか胸の高鳴りを覚えたのを

今思い出した

熱い目をしたあなたに毎日会えたら

どんなに幸せだろう…

春の予感を体中に感じて

今日も私は走っている

小島 恵子さんの作品
「春の予感」

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

第47号

◆次号（第47号）は平成30年○月●旬発行予定◆次号（第48号）は平成30年6月下旬発行予定

表紙写真／芝浦公園からみなとパーク芝浦を望む

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
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知生（ちい）き人
養成プロジェクト
年間活動報告……３

特 集

【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

春の予感

　初めて担当した45号の「地域のスポット」では、「レインボーブリッジ」をテーマ
に表現しました。
　46号は「橋をめぐる物語」及びイベント「あいぷらまつり」の2テーマを担当、
そして47号では3つのテーマを担当しました。
　中でも「橋をめぐる物語」-第九回-「御楯橋」この取材で特に感じたことは「橋梁」
「護岸」「運河」等がこの地域に馴染んだ風景として定着していることです。
　以前は、今の首都高速道路1号（羽田線）の汐留～京橋間は未だ運河でした。
しかし開通50数年経った今、運河を埋め立てて造った高速1号線は誰もが見慣れ
た景観と認識しているのは私の主観でしょうか、そこには人間の文化的、歴史的、
関わり合いがあって構成されたものであると云えるでしょう、ベイエリアには、その
地域の歴史、文化、そして生活環境の快適性など魅力がいっぱいです、これから
も情報誌「べいあっぷ」を通じてどんどん発信していきたいと思います。　金子 源



水辺のまち魅力アップ分科会
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平成29年度
「知生（ちい）き人養成プロジェクト」年間活動報告

問合せ　芝浦港南地区総合支所協働推進課地区政策担当　電話：6400－0013

●対　　象：芝浦港南地区（芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場）
在住・在勤・在学者等で、会議に参加できる人

●活動期間：平成30年4月から平成31年3月まで
●募集人員：①20人程度　②20人程度　③15人程度
●申込方法：郵便番号、住所、氏名、勤務先（学校名）、電話

番号、メールアドレス、希望する分科会を記入
し、ファックス、郵送、持参等で問合せ先まで

●申込期限：平成30年3月23日（金）
●そ の 他：●交通費・報酬の支払はありません。

●会議の際、保育を希望する人はご相談ください。
●応募者多数の場合抽選です。

●問 合 せ：芝浦港南地区総合支所協働推進課 地区政策担当
〒105‐8516　港区芝浦1－16－1
電話：6400－0013　FAX：5445－4590

　芝浦港南地区総合支所は、地域の魅力アップのための活動、地区情報誌の発行など、地域の
皆さんと区がともに考え、行動する組織「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」を設置
しています。平成30年度のメンバーを募集します。一緒に活動してみませんか。

　このプロジェクトは、地区内にキャンパスを有する大学等と連携しながら、地域の歴史や運河、海辺に関する講座、
ワークショップ等を開催し、地域の魅力を自ら発信できる人材、“知生き人”を育成する事業です。

　第1回講座では、芝浦地域を舞台
とし、歴史的な視点から水辺や文化
等のスポットを巡りました。
　第2回講座では、第1回講座の際
に感じた地域の魅力を発表し講座
生で共有しました。地域の歴史を学
び共有することで、地域の新たな
魅力を感じることができました。

芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会 実行委員募集

●対象：芝浦港南地区（芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場）
在住・在勤・在学者

●内容：イベントの企画・運営
※報酬等の支払はありません。

●人数：10人程度
※会議の開催は、原則として平日の夜間（4回程度の予定）

●申込：電話で、4月2日（月）までに、みなとコール
　　　  （9：00～17：00受付）へ。TEL：5472－3710

　9月に開催予定の水辺フェスタ「地域対抗ボートレース大会」
を一緒に企画・運営し、盛り上げていただける実行委員を募集
します。

　9月に開催予定の水辺フェスタ「地域対抗ボートレース大会」
を一緒に企画・運営し、盛り上げていただける実行委員を募集
します。

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト

第  回1・2
芝浦のまちを知ろう！（まち歩き）
まち歩きで感じた地域の魅力を伝えよう

　江戸時代から戦後までの間に、
芝浦港南地区がどのような変遷を
歩んできたのか、また港町としての
「東京」について学び、その後、運河
や東京湾に出て、水辺から、東京港
の変遷について、実際の海岸線や
構造物を見ながら学びました。

芝浦港南の歴史を学び海から街を眺めよう
（東京湾クルージング）

平成30年度も受講生を募集します。

　魚を薬品で脱色・染色した透明
骨格標本を顕微鏡で観察し、稚魚
の口のつくりを学びました。

顕微鏡でお魚を観察しよう第3回

　鉄イオンによる水質浄化を学び
ました。また水質浄化時に起こる化
学反応を利用し、電球を灯しまし
た。

水辺をきれいにしよう
（鉄炭団子の水質浄化実験）第7回

　高度経済成長や埋立てがもたら
した東京湾の生物相の変遷などを
学びました。

東京湾に生息するお魚のお話第8回

　運河の環境にスポットを当て、港
区立港南中学校の運河学習の取組
紹介や、カニ護岸での水質・生物
調査を行いました。

カニ護岸で生き物観察第4回

ちいきじん 検索

第  回5・6

メ ン バ ー 募 集

　地域の皆さんに「まち」への愛着と
理解を深めることを目的として、地域
資源を活用したイベント等を企画・
運営

みどりのあるまちづくり分科会
　自然環境への理解と保全への普及
啓発のイベントや、みどりを通じた
交流の場の提供の活動についての
企画・運営

地区情報誌「べいあっぷ」編集部
　地域のイベント、地域の団体や個人
の活動など、地域を知り人と人との
つながりを深めるための地区情報誌
の企画・編集・取材等

表紙写真／お台場の夜景と水面にうつる屋形船の照明との共演

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

港区ベイエリアイベントリポート
【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 第三回
変わりゆく運河沿い緑地
【連載】ベイエリア 橋をめぐる物語 第八回「新芝橋」
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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
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第46号
平成２９年

（２０１７年）１２月

◆次号（第47号）は平成30年○月●旬発行予定◆次号（第47号）は平成30年3月下旬発行予定

芝浦芝浦 場場

水辺フェスタ……２水辺フェスタ
特 集

防災の秋……３

水辺フェスタ水辺フェスタ

防災の秋
特 集

① ② ③

　特別講座では、これまで学んできた地域の魅力
を振り返り、多くの人にその魅力を伝えるための
「かわら版」（壁新聞）を作成しました。
　受講生の皆さんからは、「意外と知られていない
地域の歴史を伝えたい」「日々発展を続ける、活気
あふれるまちである」「運河にもっと目を向けてほ
しい」など、様々な地域の魅力が挙がっていました。

完成した情報紙は、
ホームページやみなとパーク芝浦、
田町駅東口コンコース掲示板に

掲載しますので、
ぜひご覧ください。

特別講座

てつ  ずみ

【平成27・28年度受講生の情報誌】
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～新しいことにチャレンジしよう～
　台場区民センターでサークル活動をしている団体のみな
さんと、「新しく活動に参加したい」という方のご縁を取り持つ
一週間。今年は、1月27日（土）～31日（水）の5日間、各部屋
を使い開催しました。普段活動して
いる曜日、時間帯で開催する「通常
版」に加えて、「オープンホール」と
称して日曜日の午後にホールを
開放しご家族連
れで体験・見学し
ていただくという取
り組みも行いまし
た。インフルエンザ
の猛威の中、参加

断念の団体も出てしまいましたが、体験・見学にいらした方
から「雰囲気が分かった」「気軽に参加できた」などの好評
のコメントをいただきました。

　公園に着いた途端、「きゃ～っ」「わ～っ」と可愛らしい歓声
を上げて子どもたちが”そり”で滑り降りている姿が目に入って
きました。この雪は、はるばる新潟県湯沢町から、5台の4t

トラックに載せられて港南の和楽公園
までやって来たそうです。夜中に出発し、

翌日の朝9時頃着いた

20tもある雪たちは、トラックで運んでくださった方、プラリバ
のスタッフの方がママさんダンプであっという間に大きな滑り
台に変身させました！ 雪で遊んで冷えた体はホットカルピスで
温めます。夜になると昼間の様子とはうって変わり、静けさの
中に揺らめくろうそくの明りが子ども達の瞳をますます輝かせ
ていました。ロマンチックな雪明りにみんな何を感じたで

しょうか。今年は都内も珍しく雪が積もりました
が、和楽公園の雪祭りの
様子と同じように、子ども
達はみんな寒さより雪遊び
を楽しんだようですね。

　八丈太鼓は古くから東京都八丈島で叩かれている郷土
芸能の太鼓です。
　八丈太鼓は台座の上に太鼓を乗せ、両面から二人で叩き
ます、一人は下拍子と云ってベースになるリズムを叩き、もう
一人は上拍子と云ってそのリズムに乗せ即興で太鼓を叩く、
自由奔放に太鼓を打ち鳴らすのが八丈太鼓の魅力でもあり、

醍醐味でもある。
　他に太鼓を叩きながら唄う
「太鼓節」、宴会で歌われる
「ショメ節」等。

　芝浦港南区民センターホール
において八丈太鼓はなみずきの
主催で講師菊池氏の指導による
ワークショップと演奏会が行わ
れた。演奏会では八丈島在住の
ワークショップの講師でもある太鼓の名手菊池氏の鮮やかな
バチ捌き、奥山さんによるショメ節、横井さんによる太鼓節
そして菊池氏、横井さん、石川さんの三人での回し打ち、
アンコールにこたえてスタッフと出演者全員で回し打ち、これは
正に八丈太鼓の醍醐味！ 最後まで盛り上がりました。

サークル体験入会ウィーク

～今年も美味しくできました～

～ドンドコドンドコドンドコ～

1月27日（土）～
31日（水）

雪遊びと雪明りの夕べ1月15日（月）～
16日（火）

夏みかんマーマレードづくり1月15日（月）・
17日（水）

～和楽公園に雪の滑り台がやってきた！～

芝浦港南区民センター コミュニティカレッジ講座　八丈太鼓　ワークショップ＆演奏

●開催日時：平成30年4月1日（日）　10：45～16：15
●場　所：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）
●催　し：満開の桜を楽しむ「お花見会」「地域有志によるステージイベ

ント」「模擬店」「物販店」「防災コーナー」「運河めぐり」ほか
●フ リ ー
　マーケット：港南ふれあい桜祭りでは、フリーマーケットを開催します。
●主　催：港区港南地域連合会
●問合せ：港南ふれあい桜祭り実行委員会　電話080（3341）8090

●開催日時：平成30年6月3日（日）　11：00～14：00
●場　所：芝浦公園の中央芝生及び隣接歩道
●催　し：子ども神輿と山車で、町内を渡御します。（約1時間）

渡御した後、子どもたちへお土産のお菓子とジュースを配ります。
（先着400名）
来場していただいた方には焼きそば、フランクフルト、ソフトドリ
ンクを配布します。（先着、配布数はポスターで確認してください）

●主　催：芝浦一丁目商店会

　桜の季節、港南地域をあげて「第8回　港南ふれあい桜祭り」を開催します。
　多くの皆さんのお出掛けをお待ちしています。

第8回　港南ふれあい桜祭り

芝浦一丁目こども祭り

これから開催されるイベント

1/31 SWEET ANGELS ＆ 
　　　BERRIES（チアダンス） 1/30 プルミエールポジション（バレエ）1/29 Bestyle（チアダンス）

1/27 レイ・プロジェクト（フラ） 1/27 モアナフラ（フラ）

1/31　カノエフラ（フラ）

ソリに乗って「きゃ～っ」

1/28 「オープン・ホール」
　　　レイ・プロジェクト（フラ）

ずら～っと長い列も、
きちんと並んでます 幻想的な雪明り

雪遊びに夢中
ホットカルピスくださ～い

2月18日（日）

　1月15日（月）、マーマレードづくりの材料である夏みかん
を、シーバンス重箱堀際の植え込みにて今年も収穫！ 夏みかん
の爽やかな香りが漂うなか、高枝ばさみを使ったり、木に
登ってみかんをもぎったりして収穫を楽しみ、笑顔の絶えない
時間となりました。今年は昨年に比べて大量収穫！！ カゴ台車
2台がみかんでいっぱい
です。
　その2日後の1月17日
（水）、地域の方々、みなと
工房またみなと障がい者

福祉事業団の方々でマーマレードづくりを行いました。じっくり
時間をかけて煮込んだマーマレードは絶品！
　持参した瓶にいっぱい詰め込んで家でも楽しみます。
　来年度はぜひみなさまも参加
してはいかがでしょうか。

夏ミカンの収穫 かごいっぱいに取れました

ワークショップ

「太鼓節」八丈太鼓はなみずき 練習風景 「本ばたき」 「太鼓節」

「しゃばたき」「しゃばたき」

「ゆうきち」

じっくりコトコト煮込みます
マーマレード完成！
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芝・芝浦地区

連載◆第四回
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芝浦・海岸ウォーキング
SPOT

12
芝浦地区

　田町駅から雑魚場、芝浦公園を通って歩くと船路橋の近くに出ます。船路橋の架かる先には市電
の工場があり電車が通る専用橋でした。その後、市電の工場から都電の工場、都バスの工場になり、
芝浦アイランドの開発で、人道橋として架け替えられました。当時の思い出として、当時使用されて
いたレンガを再利用したり、線路のレールをイメージしたデザインになっています。船路橋を渡り芝
浦運河をながめて、行きかう船を見ながら汐彩橋を渡ります。渡って北側に少し行くと船の形の遊具

のある公園に出ます。埠頭公園です。ここは日本で初めて南極探検に出発した場所として記念して作られまし
た。それにこのあたりは日本プ
ロ野球の発祥地とも言われてお
り、現在は少年野球場も併設さ
れています。芝浦から海岸まで
の散歩道です。（西田 浩一）

新芝運河沿緑地 芝浦4丁目の新しい憩いの場
芝浦地区SPOT
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　「新芝運河」は、田町駅東口を降りて芝浦アイランド方面に直進する

と、すぐに見えてくる水路です。運河沿いを左へ行けば、このコーナー

でも紹介された「リバーサイドトリオ」の銅像や雰囲気のあるガス灯で

知られる芝浦1丁目界隈ですが、右へ進み、藻塩橋を超えた先にも
「新芝運河沿緑地」が続いているのをご
存知ですか。周囲をビルに囲まれ、ちょっと地味だった
この芝浦4丁目界隈に、昨年12月、おしゃれな水辺
スポットが誕生しました。他の建物とは趣を異にする
外観が印象的な複合施設「THE HARBOUR 芝浦」の
隣に、運河沿緑地と隣接する階段状のベンチが設置
され、どなたでも無料で使用することができます。先日、
本稿取材のために改めて訪れたところ、真冬なのに数種
類の花が咲き乱れていて驚きました。休日の早朝、私の
他には野良猫だけ。のんびりと散歩ができる穴場です。
（塩沢 美樹）

　田町駅から線路沿いに浜松町方面に歩く
と、西郷隆盛と勝海舟の江戸城無血開城
の丸い石碑があります。そこを右に入ると
鹿嶋神社が見えてきます。
　このあたりは江戸時代鉄道が敷かれる
まで、海が近くにあり海岸線が広がって
いました。
　落語の「芝浜」の舞台になったことでも知られて
います。現在は本芝公園ですが、以前は「雑魚場」
とよばれて、魚をとるために船も往来してました。

「芝浜」の頃の海が目の前にある情景と、現在のモノレールや新幹線などの
電車がすれ違うのをながめていると、時代の流れをかんじます。（西田 浩一）

　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！

　橋名の由来は万葉集「醜の御楯と出で立つ我は…」から得たとされている。1月17日
（撮影日）は冬にしては暖かく、穏やかな日になりそうな感じでした…だとしたら「べいあっぷ」
の発行月、3月って感じかな？ と思いました。
　翌朝それが的中しました。早速カメラを持ってロケーションに出発。与えられたテーマ

は「御楯橋」冬。今の時期、意外と変化が
あってイメージがふくらむんです。
　撮影を済ませて御楯橋下に設置されてい
るフロート橋を渡り高浜運河沿緑地を楽水橋辺り
迄南下。途中何時までもベンチに座っている若い
カップル、水面をすれすれに飛んでいく水鳥、運河

からジャンプする魚など、高浜運河
は広大で、美しく、自然満ち溢れ
ていました。振り返るとはるか彼方
に「御楯橋」が見えました。

御楯橋（みたてばし）

新芝浦橋（しんしばうらばし）

連載

　芝浦運河に架けられた橋で芝浦一丁目と海岸二丁目
を結ぶ。長さ56.1m 幅12.8m 昭和56年竣工。最寄り
駅はJR浜松町駅か大江戸線、都営浅草線の大門駅、
この橋を渡って日ノ出桟橋に向かうことも可能。運河の
両サイドはボードウォークが整備され、訪れる人の憩い
の場となっている。日ノ出桟橋からはTokyo Cruiseが
発着しており台場、豊洲、浅草などの地域を結んでいる。
更に東京湾クルーズも開催され海辺の美しさを人々に
提供している。これは個人的なお薦めスポット情報だが、
晴れた日には橋の上から
カラフルな化粧をした東京
モノレールの車体やその
後ろには東京タワーも見
え、なかなかの名所だと
思っている。

●幅：12.8m　●長さ：56.1m　●昭和56年2月竣工

水門の先は日ノ出桟橋

水門と逆サイドはシーバンス方面
モノレールと東京タワー 海岸二丁目～芝浦一丁目

道路側からの通路入口
藻塩橋から芝浦4丁目
方面を臨む
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三田警察署

キャピタル
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⬅

港芝浦郵便局

百代橋
新芝南運河沿緑地

藻塩橋
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THE HARBOUR
芝浦
THE HARBOUR
芝浦

新芝運河沿緑地

●幅： 18.3m　
●長さ： 71.4m　●昭和41年3月竣工
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三菱自動車
工業本社

江戸開城 西郷南州・
勝海舟会見之地
御穂鹿嶋神社

雑魚場跡・雑魚場周辺
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ピーコック
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エアタワー

MIランチポート

旧海岸通り
潮路橋

芝浦アイランドこども園
プラタナス公園
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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　1コース1回目　対象：29年11月～30年2月生まれの方 4 /18（水）
芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ　1コース2回目 5 /16（水）
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1回目　対象：30年1月～4月生まれの方 6 /13（水）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 4 /12（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 ①②計測・相談 4 /19（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 ①②計測・相談 5 /17（木）
芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 5 /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 6 / 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 6 /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 ①②計測・相談 4 /26（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 5 /14（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 5 /24（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 5 /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 6 / 4 （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 6 /21（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 6 /28（木）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 4 /23（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 5 / 9 （水）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 5 /21（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 6 / 6 （水）
台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 6 /18（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、開催時間・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

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歳から就学前までの
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30年
4月～6月

みなとタバコルール啓発漫画

　芝浦港南地区の1年間を振り返る展示や地域の音楽家
による演奏会を行います！ また、大人気の運河クルーズや
区民参画組織によるクイズラリー、南極に関する講演会など
のイベントを同時開催します。皆さんのご参加お待ちして
おります！

ベイエリアの1年を振り返る展示・音楽演奏「ベイエリア365DAYS」を開催します！

●日　時：平成30年3月24日（土曜）　9：00～17：00
●会　場：みなとパーク芝浦
●入場料：無料
●その他：事前申込みはありません。当日、直接会場へお越

しください。なお、運河クルーズなどの一部イベ
ントは、当日受付及び会場先着順となります。

●問合せ：芝浦港南地区総合支所
協働推進課地区政策担当　
TEL：6400－0013
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　今年で13年目を迎えた、お台場の冬の風物詩「お台場
海苔づくり」を、お台場学園小学校5年生の環境学習の一環

として実施しました。平成29年
12月に海苔の種網を張り、お台場
海苔づくり実行委員会の皆様に
よって、大切に育てられた海苔は、
平成30年1月の中間刈取りや2月

の最終摘取りのときには、立派に成長していました。収穫した
海苔は、お台場学園の5年生が板海苔や佃煮に加工しま
した。また5年生は、取れたての生海苔を用いたみそ汁に
舌鼓を打ちました。お台場学園の5年生は、初めて見て触る
海苔に感動するとともに、お台場の海の豊かさを肌で感じ
ました。

お台場海苔づくり

　平成23年からお台場地域と交流を続けている福島県
柳津町の子どもたちが、2月17（土）・18日（日）の2日間、
お台場の子どもたち等と交流しました。柳津町の子どもたち
は、初日、株式会社フジテレビジョンの社内見学や、水陸
両用バスによる
お台場の観光
を行いました。
また、夜には懇
親会を行い、交
流を深めていま

した。翌日は、台場地域周辺のまちや施設を散策・見学し
ました。
　子どもたちの笑顔がとても印象的であり、充実したお台場
での2日間を過ごしていました。

柳津町交流事業

基本ルール編 路地裏編 子ども編 宣言編

（1）芝浦港南地区の
　  1年間を振り返る展示

（2）地域の音楽家による演奏

（3）運河クルーズ

（4）べいあっぷクイズラリー

（5）南極に関する講演会

（6）地域のみどりに
　  親しむコーナー

ベイエリア365DAYSプログラム

※詳細は港区ホームページをご覧ください。

お台場学園の児童が
ひびを運びました。

種網を張るためのひびを
立てました。

船上から中間刈取りを
見学しました。

質問や疑問を大人に聞く
時間を新たに設けました。 最終摘取りの様子

お台場を満喫しました！ フジテレビ見学 水陸両用バスで入水！
柳津町と台場の子供の
友情が深まりました。

型に海苔づくりを流し込み、
板海苔を作っていきます。



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30年4月～6月
※日程等は変更になる場合があります。

　5月の子どもの日にちなんで行う「こどもまつり～プラッと遊ぶDAY」です。
新1年生と保護者や地域の方に「ふらりと遊びに来て、ともだちがたくさん
いるプラリバ」を知ってもらい、いつ遊びに来ても楽しめるよう願いを込めた
おまつりです。毎年テーマを決めて、この日だけの楽しいゲームをすることが
できます。いままでのテーマは「忍者」・「宇宙」・「海」などがありました。さて、
今年のテーマはまだ秘密！ 今年のテーマをお楽しみに♪

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！

プラッと♪遊ぶDAY
●日　　時：5月下旬予定　
　　　　　  13時00分～16時00分（予定）
●開催場所：港南子ども中高生プラザ
●主　　催：港南子ども中高生プラザ
●問合せ先：03-3450-9576
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月　日 時　間 イベント名・問合せ 主　催 場　所

5/11（金）・18（金）・25（金）
6/1（金）・8（金）・15（金）・
22（金）・29（金）

10：30〜11：30
「私のビタミン講座」五輪で英会話2018（問合せ：芝浦港
南区民センター3769-8864、対象：港区在住・在勤・在学
者、定員15名（抽選）、要事前申込み）

芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター
講習室

5/26（土） 8：30〜15：30 運動会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、対象：保護者と
地域の方々） 芝浦小学校 芝浦小学校校庭

5/27（日） 10：00〜15：00
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
3796-8864、対象（出店者）：港区在住・在勤・在学者、
全70店（抽選）、要事前申込み）

芝浦港南区民センター トリニティ芝浦緑地

6/10（日）・17（日） 10：00〜12：00
「和とエコを学ぶ講座」苔玉づくり（問合せ：芝浦港南区民
センター3769-8864、対象：港区在住・在勤・在学者、
定員20名（抽選）、要事前申込み）

芝浦港南区民センター 芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

6/28（木）・29（金） 8：50〜15：15 学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、対象：保護者
と地域の方々） 芝浦小学校 芝浦小学校

4/1（日） 11：00〜16：00 第8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、対象：どなたでも、詳細はP5をご参照ください） 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）

4/13（金）・5/11（金）・
6/8（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、港南の郷de
オレンジカフェ同時開催、事前申し込み不要）

芝浦港南地区高齢者
相談センター

区立ケアハウス港南の郷
5階食堂

4/28（土）・5/26（土）・
6/23（土） 10：00〜11：00 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、対象：どなたでも） 港南地域連合会 港南小学校南門集合

5/11（金）・12（土） （金）8：45〜15：20（土）8：30〜12：00
学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501、対象：保護
者・地域の方々） 港南小学校 港南小学校

5/19（土） 9：45〜14：30 東京都立港特別支援学校体育祭（問合せ：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 東京都立港特別支援学校

グラウンド

5/22（火） 10：00〜11：00
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：認知症初期の方・認知症に関心
のある方、台場訪問相談会同時開催、事前申し込み不要）

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
ふれあいだんらん室

5/31（木） 9：15〜12：00 学校公開（問合せ：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
（知的障害特別支援学校高等部） 東京都立港特別支援学校

5月下旬 13：00〜16：００（予定） プラっと♪遊ぶDAY（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、一般参加可能） 港南子ども中高生プラザ 港南子ども中高生プラザ

4/3（火）・5/8（火）・
6/5（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） 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

4/11（水） 未　定 1年生おめでとう会（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

4/18（水）・5/16（水）・
6/20（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
スセンターふれあい団らん室5531-0520、対象：60歳以
上の区民、参加費無料、貸しポールあり）

台場高齢者在宅
サービスセンター お台場海浜公園周辺

4/19（木）・26（木）
5/10（木）・17（木）・24（木）・31（木）
6/7（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、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

学童クラブ分室

4/19（木）・26（木）
5/10（木）・17（木）・24（木）・31（木）
6/7（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、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

遊戯室

月　日 時　間 イベント名・問合せ 主　催 場　所
4/20（金）・27（金）
5/11（金）・18（金）・25（金）
6/1（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、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

学童クラブ分室

4/20（金）・27（金）
5/11（金）・18（金）・25（金）
6/1（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、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

遊戯室

4/20（金）・27（金）
5/11（金）・18（金）・25（金）
6/1（金）・8（金）・15（金）・22（金）・
29（金）

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

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

4/21（土） 11：00〜16：00 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、対象：20歳以上の港区在住・在勤・在学者） 台場区民センター 台場コミュニティぷらざ

3F（屋外）

5/9（水）
6/6（水） 10：00〜11：30

子育てあんしんプロジェクト　保育園であそぼう（問合せ：
台場保育園5500-2360、対象：芝浦港南地区の乳幼児と
その保護者の方）

芝浦港南地区総合支所
区民課保健福祉係、台場保育園 台場保育園

5月未定 未　定 春のお楽しみ会（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

5月〜6月 未　定 工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、事前申込
制、参加費が必要、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

5月〜6月 未　定
123タイム（小学1〜3年生のつどい）（問合せ：台場児童
館5500-2363、事前申込制、参加費が必要、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

5月〜6月未定 未　定 ビーチサッカーグループ（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

6/6（水） 13：00〜17：00
ふうせんバレーボール〜風船で遊ぼう（問合せ：台場区民
センター5500-2355、対象：こどもから大人・高齢者まで、
障がい者の方）

台場区民センター 台場区民センター
区民ホール

6/30（土） 未　定 ビーチフェスタ＆お台場運動会（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
青少年対策お台場地区委員会 お台場海浜公園ビーチ

6月未定 10：45〜11：45
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、対象：港区在住・在勤の保護者と3ヶ月〜2歳
のお子さん）

台場区民センター 台場区民センター
和室
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