読者
ギャラリー

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。

芝浦港南地区情報誌

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

第

51号

平成３１年
（２０１９年）
３月

小坂 善男さんの作品
「お台場海浜公園のさんぽ」
泥谷 隆史さんの作品
「海と空とモノレールと」

台場 にじ子さんの作品
「お台場海浜 12 月の花火」

素敵色の春
芝浦ふ頭の風に乗って
ゆりかもめ達が噂してる
今年の春は素敵色だって…
弾け顔で撮れた入園式の写真
大好きな野球部がある学校の入学式
離れていた友人と再会できた入社式
それぞれの人が
それぞれの場所で
素敵色に輝く春

梅野 水無子さんの作品
「残すべき無形文化財」

特集

知生（ちい）き人
養成プロジェクト年間活動報告……３
表彰 ……６

すべての人を祝福した
桜の花びらが笑って舞って行く

國分 秀徳さんの作品
「港区の初日の出」

小島 惠子さんの作品
「素敵色の春」

次回の締切は
5月10日
（金）必着です
※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。

問合せ・
作品の送付先

源 𠮷國さんの作品
「天王洲運河」

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
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。

12 べいあっぷ

〒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

編集
後記

花隠しの雪 とてもロマンティックな言葉ですが、3 月とは
いえ、寒い日がつづき雪が降ることがあります。そんな雪の
重さに耐え咲いている花を表現しました。
皆様、
「べいあっぷ」51号が、ご自宅に届く頃は、きっと 春
色 の候を迎えられていることでしょう。
私は、今年度発行の「べいあっぷ」51 号で、編集委員は 2 期務めさせ
てもらいました。
プロジェクトティームは、相互の信頼関係を築くことと、各自それぞれ
が、自身のコミュニケーション能力を高め、業務を遂行することを常に
考えています。
「べいあっぷ」制作担当セクション【港区芝浦港南地区総合支所協働
推進課】を中心に、制作会社、編集委員等のプロジェクトティームが一体感
をもって物作りに専念してきました。次年度も一生懸命力を尽くして努め
ます。皆様の期待にそうような「べいあっぷ」を制作していきます。
これからも宜しくお願い申し上げます。
金子 源

岡田 美紀子
鈴木 聡子
横山 仁

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

ゴヨウ
（は）ナーニ

べいあっぷ編集部
阿部 一哉
小林 紀雄
畑中 みな子

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。

金子 源
西田 浩一

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 30099-2435
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◆次号（第 52 号）は平成 31（2019）年 6 月下旬発行予定
表紙写真／よく晴れた日のふれあい橋

区民参画組織

平成 30 年度

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

「知生（ちい）き人養成プロジェクト」
年間活動報告

メ ン バ ー 募 集

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 31 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。

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
全体会（総会）

① 水 辺のまち

② みどりのあるまちづくり

③ べいあっぷ 編 集 部

④ 地 区 版 計 画検討

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・開催

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 を 通じ て、
「ま
ち」の自然環境への理解
と保全への普及啓発

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

次期芝浦港南地区版計画
書の策定に向けて、計画の
進捗状況の確認や地域事業
の分析等を行い、事業提案
等についての議論・検討

魅 力アップ 分 科会

分科会

分科会

「知生（ちい）き人養成プロジェクト」とは、芝浦港南地区の
在住者、在勤者、在学者を対象として、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
など多種多様な知識を学ぶ場を提供する事業です。
地域に関する知識を習得し、受講生自らが新たなまちの
魅力を発見し、発信できる人材になることを目指しています。

第

象：芝浦港南地区（芝浦、海岸2・3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 31 年 4 月から平成 32 年 3 月まで
●募集人員：①20 人程度 ②20 人程度 ③15 人程度
④20 人程度
●申込方法：住所、氏名、勤務先（学校名）、電話番号、メール
アドレス、希望する分科会を明記の上、郵送及び
ファックスで問合せ先まで送付、または港区ホーム

ページの応募フォームからお申込みください。
●申込期限：平成 31 年 3 月 20 日（水）
●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

港区アドプト・プログラム参加者募集
道路や公園などの清掃活動や花壇・植栽の管理（草花の植え替えや
除草、水やりなど）をしていただく方を募集しています。
●対象：区内在住、在勤、在学者の団体および個人

●場所：芝浦港南地区管内の道路・公園・緑地など

3回

第

4回

第

5回

東京海洋大学の田村准教授を講師にお迎えし、講座
を行いました。前半は地域の水辺の歴史や水辺の
安全について、座学で触れ、後半は、実際に港南地域の運河を
E ボートと呼ばれる10 人乗りの手漕ぎボートで巡りました。

1回

地域の魅力を再発見し、写真と言葉を使ってその魅力
を伝えることを目的として、芝浦工業大学の桑田教授
のご案内により、カメラを片手に芝浦地域の「水辺」、
「まち」、
「文化」に関するスポットを歩き、まちの魅力を写真に収めました。

流 通 経 済 大 学の苦 瀬 教 授を講 師にお迎えし、
暮らしを支える物流について、港区内の運河など
にも触れながら、江戸時代から現在までの東京港の海運の
歴史や陸上輸送への変遷について学びました。

第
●対

第

2回

芝浦工業大学の前田教授を講師にお迎えし、受講
生が感じた芝浦地域の魅力的な風景や建物等に
ついて、第 1 回講座のまちあるきで撮影した写真などを使い
ながらプレゼンテーションを行いました。

東 京 臨 海 部 広 報 展 示 室「TOKYO ミナトリエ」
（江東区・青海）にて、江戸・東京の産業や人々
の生活を支えてきた東京港や台場地域を含む臨海副都心
の歴史、現在の姿、未来について見学し、学びました。

特別講座
年間 3 回の特別講座を開催し、地域活動を進めるうえで
必要な「まとめる力」と「伝える力」を養いました。
第 1 回、第 2 回講座では、話し合い・聴き合いを円滑に
進めるためのファシリテーションの手法を学び、第 3 回講座
では、実際にテーマやコンテンツをグループに分かれて
話し合い、これまで学んできた地域の魅力を多くの人に
伝えるための「かわら版」
（壁新聞）を作成しました。

アドプトとは
アドプトとは、区民の方々が道路・公園等の「里親」になる
ことをいいます。
「里親」
となっていただいた方には、
「養子」
となった道路・
公園等を維持管理していただきます。

問合せ

芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当

平成 29 年度受講生が作成した「かわら版」

電話：6400−0032

（区内別地区における活動については、各地区総合支所にお問い合わせください）

2

平成31年度も受講生を募集します。
（募集は5月頃を予定）

ちいきじん

検索

3

港区ベイエリア

1 月 18 日（金）

イベントリポート
夏みかんマーマレードづくり

・
2 月 16（土）
）
17 日（日

〜ビルが立ち並ぶオフィス街で収穫の喜びを‼〜
1 月18日（金）男女平等参画センターリーブラで行われた

柳津町・お台場交流事業

〜豊かな海と最先端のまち「お台場」へようこそ！
！〜

たわわに実った夏 みかん。生まれて

2 月16（土）
・17日（日）の 2日間、福島県柳津町の子ども

夜はグループに分かれて懇親会を行い、交流を深めました。

夏みかんマーマレードづくりに参加しました。遡ること二日前

初めての夏みかん狩りに大興奮でした。

たちが台場地域を訪れ、お台場の子どもたちとの交流を図り

の16日、夏みかんを自分たちで収穫することからマーマレード

18日の調理場では取ってきた夏みかんを皮、実、種とに分け、

ました。

づくりは始まります。芝浦に夏みかん畑が？ そんな疑問を胸

それぞれを仕込んでいきました。とても手間がかかる一連

初日は、フジテレビのスタジオ見学や、お台場のシンボルの

に参加した私の見たものは、高層

の作 業すべてを丁 寧に行わないと味に差が出てくるそう

1 つである球体展望室「はちたま」から台場地域を展望しま

子どもたちの笑顔がとても印象的な2日間でした。

ビルの 片 隅に並 ぶ 木々とそこに

です。やがて部屋中に漂う夏みかんの甘い香り。用意された

した。また、水陸両用バスに乗車し、陸と海の双方から台場

夏は台場地域の子どもたちが柳津町を訪問し、更に交流

クラッカーがすぐになくなってしまうほど何度も

翌日は、デジタルアートミュージアム「チームラボ」を見学した
後は、デックス東京ビーチの台場一丁目商店街で買い物を

地域や東京 2020 大会会場となる豊洲等を見学しました。

楽しみました。

を深めます。

おかわりをしてはもはや味見の枠を超えています。
持参した瓶に詰めてもらったマーマレード。次の
日トーストにのせて食べました。
無添加でオリジナルな味は市販のどんな高価
なものよりスペシャルなおいしさがありました。
・
1 月 21 日（月）
22 日（火）

雪あそびと雪明かりの夕べ

〜シューっとソリで滑った後はきらめく雪明かり〜
毎年恒例のイベントが今年も1 月21日（月）
・22日（火）の

これから開催されるイベント

東 京 で は、な か な か

2日間で開催されました。雪国、新潟県から夜通しトラックに

雪 が 積もりませんが、

ゆられて運ばれてきたのはたくさんの雪！雪もびっくりしたこと

毎年、このイベントで冬ならではの雪を楽しめますね。ちょっと

でしょう。
しんしんと静かに降り積もったと思ったら、晴れわたり、

冷えた体は、用意いただいた甘酒やホットカルピスで温め

雪一つない港南にある和楽公園へ着いたのですから。そして

ます。そしてまた雪遊び！辺りが真っ暗になると、子どもたちが

着 い た 雪 たちは、あっと

作った瓶のランタンにロウソクの灯がともります。ふわっと広がる

いう間に「す べり台」に変

灯りには幸せそうな笑顔が浮かんで

身し、子ども達の歓声につ

きます。
「きれいねー」と隣で小さな

つまれていました。ソリを

子がつぶやいていました。寒さに負

滑って「わーい！きゃー！」、

けず、いっぱい遊んでみんな元気に

雪を触って「つめたーい！」。

冬を過ごしてくれたらいいですね。

〜
2 月 17 日（日）
）
20 日（水

サークル体験入会ウイーク

〜初めての体験―楽しかった〜
2月17日（日）から20日（水）迄の期間、台場区民センター
で催された 8コースのサークル体験のひとつのウクレレ教室
“Aloha Rainbow” に参 加しました。ウクレレ教 室は毎 週
第三水曜日の時間帯により 1, ママクラス（子連れ OK）、
2,午後クラス
（大人向け）、3,キッズクラス
（幼稚園〜小学生）、
4,大人クラス
（勤め帰り向け）
の 4クラスに分かれていて
誰にでも参加しやすいように
なっています。
インストラクター

選んで、楽しくウクレレに親しめるように努力をして指導して
いました。
また、インストラクターは、
とても熱心で優しくウクレレを教え
てくださり、初めての方でも楽しめるサークルだと感じました。

第9回

港南ふれあい桜祭り

桜の季節、港南地域をあげて「第9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。
●開催日時：平成 31 年 4 月 7 日（日） 11：00〜16：00
（10：45 から港南小学校鼓笛隊演奏）
●場 所：高浜運河沿緑地ほか（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」
「フリーマーケット」
「ゴムボートレース」
「運河めぐり」ほか
●フリーマーケット：
フリーマーケットの参加者を募集します。
【受 付】3/30（土）10：00〜12：00
【受付場所】港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）ロビー
【出店料】500 円 インターネットでも参加者募集

●主 催：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

芝浦一丁目こども祭り
●開催日時：平成 31（2019）年 6 月 2 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

もハワイアン音楽だけでなく、
各クラスに合わせた曲目を

4

5

地 域 のスポット

連載 ◆ 第八回

SPOT

べい あっぷ 編 集 委 員 が お す す め す る

18

連載

芝浦地区

芝浦公園

みなとパーク芝浦の前にある、
「芝浦公園」。現在
は、遊具やミニバスケットコートがあり、保育園児か
ら中高生まで幅広い世代の子どもが日頃から遊んで
いる。また、田んぼやサクラ、クスノキ、ハナミズキなど
の自然もあり、晴れて温かい日には、お弁当とレジャー
シートを持ってピクニックをする人もいる。春になると
公園に植えられた木々に花が咲き、また、秋になると紅葉を楽しむこと

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！

ができる。さらに、芝浦公園では、さまざまなイベントが催され、地域
の保育園や町会等が「田植え体験」や「サツマイモ掘り」
を行っていて、
本芝公園

JR

田

町

駅

ムスブ田町

みなとパーク芝浦

芝浦公園

たちは公園で遊びながら、稲穂や田んぼに

愛育病院

来る生き物の観察。そんな自然
とたくさん触れ合い、発見ができ

香取橋

霞橋

る芝浦公園。ぜひみなさんも、
自然を感じにいらしてはいかが

旧海
岸通
り

東京モノレール

しばうら
鹿島橋
保育園
東京工業大学附属
科学技術高等学校

子どもを中心に都会で自然体験！ 子ども

芝浦運河に架かる橋。芝浦 2 丁目から芝浦 4 丁目に至る。
昭和 28 年 1 月に東京都交通局専用の橋として、架け替えられた。平成 19 年、
芝浦アイランド地区再開発に伴い、歩行者専用橋として架け替え工事が行われた。
長さ52.5m、幅 4.5m。
現在の橋に至るまでは、都電（市電）用の橋。営業路線ではなく電車の車両工場
の専用の橋で、工場へ入る車両のみが走行していた。今でもレールをモチーフに
芝浦北運河

でしょうか。

船路橋（ふなじばし）

した模様が施されている。
船路橋の橋台敷には、児童遊園があり、運河と橋を眺めながら遊べる。園内

埠頭
公園

首都
高
速
1号
羽田
線

の推進に貢献した団体として、芝浦小地区防災協議会

には滑り台、スプリング遊具、水飲み場、ベンチ
などの施設と、
「桜」、
「欅」の木々、季節の花が
彩る花壇もある。児童遊園の入り口には船路橋

プラタナス
公園
汐彩橋

夕凪橋

港区にする条例」に基づき、安全で安心できるまちづくり

芝浦アイランド
ピーコック

芝浦
運河

などが評価されての受賞となりました。

平成 30 年 12月13日（木）、平成 30 年度「安全で安心できる

東
京
モ
ノレ
ー
ル
芝浦西
運河

講習を定期的に行い防火防災知識の習得に努めていること

316

船路橋

渚橋

安全で安心できる港区にする条例

潮路橋

船路橋児童遊園

り
岸通
旧海

表 彰

↑至JR田町駅 芝潟橋
芝浦工大
芝浦キャンパス

の橋名の由来と当時使用されていた線路の
レールの一部が設置されている。
船路橋はその地域の景観
を重視したコンセプトに忠実

幅： 4.5m
長さ： 52.5m
昭和 28 年 1 月竣工

に表現された美しい橋りょう
と言われている。

芝浦橋（しばうらばし）

が武井雅昭港区長から表彰されました。

「芝浦橋」の名前の由来は、芝浦に架けられた橋の意味があるといわれています。芝浦

消防署をはじめとした関係機関と連携し、消火訓練、
搬送訓練等、総合的かつ実践的な防火防災訓練を継続

4 丁目7 番先から港南 1 丁目1 番先に至る、高浜西運河に架かる橋です。JR の新幹線

的に実施していること。また、防災施設見学会や救命

車庫に通じる高架が真上にあり、橋自体の意匠などもあまり目立たず、実務的な、運河に
架かる橋、
といった印象ですが、朝、夕は、泉岳寺駅から芝浦方面へ抜ける通称「お化け

区麹町 6 丁目6 番）において、東京消防庁主催の第 15 回地域

このような地域密着型の独自な取組、地域ぐるみの防災教育

の防火防災功労賞表彰式が開催され、港南中学校が最優秀

体制の確立や将来の地域防災の担い手の育成を行っている

賞（消防総監賞）
を受賞しました。地域の防火防災功労賞は、

ことが評価され、今回の受賞となりました。

阪神・淡路大震災から10 年目の節目にあたる平成 16 年
10 月に、地域防災力の向上を図ることを目的として創設
されており、今年も128 例の応募がありました。
港南中学校は、港区総合防災訓練（港南会場）で、
全生徒が指導者となり、毎年、地域住民（平成 30 年は

新駅の建設のためか、大型トラックの行き来も多数ありました。芝浦橋から

↑ 至JR田町駅

見えた高浜公園は、新駅建設のために姿を変えています。数年後、この
橋から見える景色もだいぶ変わるでしょう。ここ6 年あまり毎日通勤で目に
していた芝浦橋、今回取材をしてはじめて
芝浦橋という名だと知りました。普段はただ
通過するだけの橋でしたが、これからは、
橋から見える景色の移ろい、港南、芝浦地域
の発展にも注目していきたいです。
幅：9.5m

長さ：43.1m

昭和 45 年 7 月竣工

高浜公園

至JR品川駅

港区立
芝浦小学校

旧海岸
通り

した “ 我がまち” の特性について防災教育を実施しています。

JR
東海
道新
幹線

平成 31 年 1月28日
（月）
、東京消防庁スクワール麹町（千代田

公園へ行くためにこの橋をニコニコと渡っています。山手線新駅建設か、はたまたリニア
新芝運
河沿緑
地

もと、災害時における運河の有効性や運河に囲まれ海辺に面

トンネル」からの通勤通学者が続々とこの橋を通過し、近隣保育園の園児たちも、芝浦中央

↑

地域の防火防災功労賞

また、防災運河めぐりでは、港南防災ネットワークの協力の

芝浦橋
芝浦
水再生センター

高浜橋

芝浦中央公園

2,851 人参加）に対し、応急救護訓練、初期消火訓練など
の各種訓練指導を行っています。
6

7

芝浦港南地区

総合支所だより

橋りょうライトアップの点灯式
芝浦港南地区では、橋りょうライトアップ事業を進めて
いますが、この度、下記の日時で点灯式を開催いたします。

【東京海洋大学×港南中学校】運河学習を実施しました

●御楯橋：平成 31 年 4 月 7 日（日）18：00〜19：00
●新芝橋：平成 31（2019）年 5 月 10 日（金）日没後予定

当日は、LED ランプを使ったランプシェード等の工作
教室も行います。記念品も配布予定です。
詳細な時間等は、ポスター等で告知します。

なお、荒天時は中止とします。

港区では、東京海洋大学が港区立港南中学校の 2 年生を対象に行っている環境教育
活動を支援しています。年度当初に運河のイメージを生徒に聞くと、
「くさい」や「水が
濁っている」などのマイナスな意 見が 多く出ました。その後、芝 浦 西 運 河 沿いのカニ
護岸で、
「鉄炭団子」の水質浄化実験や、生物観察などを行うことで、運河の環境をより
良くしたいといった環境保全の気持ちが芽生え、水辺への関心が学習前よりも高まり
ました。
また、芝浦港南地区の運河の知識を深めることを目的に、運河の環境啓発資料を作成
しました。二次元バーコードを読み込み、ご覧ください。

御楯橋のイメージパース

問合せ 芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当

TEL：6400−0032

カラフルな家ライト
子どもの創造力を高め、自由な発想を引き
出します！
（色合いは、カラーバンドの配色に
よって変わります）

運河の環境啓発資料

田町駅東口に健康階段が！
？
問合せ 芝浦港南地区総合支所協働推進課ベイエリア活性化推進担当 TEL：6435−0481

芝浦港南地区

子育てあんしん
プロジェクト

平成31（2019）年

4月〜6月

保健師、助産師、管理栄養士、臨床心理士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。
容

5/15
（水）

芝浦区民協働スペース

10：00〜11：30

かるがもくらぶ

6/12
（水）

芝浦区民協働スペース

10：00〜11：30

かるがもくらぶ

4/18
（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

①②計測・相談

4/24
（水）

芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

5/16
（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

5/22
（水）

芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

6/ 6（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

6/19
（水）

芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

4/25
（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

5/13
（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

5/23
（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

5/30
（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

6/10
（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

6/20
（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

6/27
（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

芝

かるがもくらぶ 1コース1回目 対象：2018年11月〜2019年2月生まれの方
1コース2回目
2コース1回目

浦

4/22
（月）

台場児童館

10：00〜13：00

計測・相談

台

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

場

5/20
（月）

台場児童館

10：00〜13：00

計測・相談

6/ 5（水）

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

6/17
（月）

台場児童館

10：00〜13：00

計測・相談

※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

田 町 駅 東 口の階 段 部 分に健 康 階 段が
整備されました。
階段は、普通に歩くよりも身体への負荷
が高いです。
健康標語もありますヨ。今後、健康標語
の募集も考えています。
是非、エスカレーター・エレベーターは
少し封印して積極的に階段をご利用くだ
さい！
！
『階段使って、健康づくり』
『健康は、一歩一歩の積み重ね！』
問合せ
『階段で、心も身体も健康に！』

芝浦港南地区総合支所まちづくり課土木担当 TEL：6400−0032

対象：2019年1月〜4月生まれの方

5/ 8（水）

※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。
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内

10：00〜11：30

南

間

芝浦区民協働スペース

港

時

4/17
（水）

域

開催場所

全

月 日

港区ホームページ

放置自転車対策
芝浦港南地区では、田町駅周辺、品川駅港南口周辺及び芝浦ふ頭
駅周辺に自転車等の放置禁止区域を設定しています。
この禁止区域内に放置されている自転車・原付バイクは「港区
自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例」に
基づき、即時撤去の対象となりますのでご注意ください。
自転車・原付バイクは、手軽で安全な乗り物ですが、歩道に放置
されていると歩行者の安全な通行の妨げになり、怪我や事故につな
がる危険性があります。また、災害時には避難・救助活動の妨げにも
なります。
芝浦港南地区総合支所では、放置自転車を無くし、安全で快適
な歩行環境を目指しています。皆さんのご理解、ご協力をお願い
いたします。

問合せ 芝浦港南地区総合支所まちづくり課まちづくり係

田町駅周辺

品川駅港南口周辺

TEL：6400−0017

芝浦ふ頭駅周辺

TEL：６４００−００２２
9

港区ベイエリア

イベントカレンダー

平成31（2019）年

4月〜6月
※日程等は変更になる場合があります。

芝 浦・海 岸

時

間

イ ベ ント名

主 催・問 合 せ

※日程等は変更になる場合があります。

場 所・そ の 他

月 日

時

間

イ ベ ント名

主 催・問 合 せ

場 所・そ の 他

5/15（水）・22（水）・29（水）
6/5（水）・12（水）・19（水）・26（水）
7/3（水）

10：30〜11：30

「私のビタミン講座」
五輪で英会話2019
（対象：港区在住・ 芝浦港南区民センター
在勤・在学、要事前申込、定員15人抽選）
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
講習室

4/19（金）・26（金）
5/10（金）・17（金）・24（金）・31（金）
6/7（金）・14（金）・21（金）・28（金）

11：00〜11：45

5/26
（日）

10：00〜15：00

芝浦港南フリーマーケット
（出店は港区在住・在勤・在学者、事前申込、70店舗）

トリニティ芝浦緑地

4/26
（金）
5/31
（金）
6/28
（金）

18：30〜20：30

新時代のマネー教室 in お台場
（対象：港区在住・在勤・在学者）

台場区民センター
（℡5500-2355）

台場区民センター
集会室

6/1
（土）

14：00〜16：00

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

芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

4/28
（日）

11:00〜16：00

お台場ふれあいフリーマーケット
（雨天中止、対象：出店は20歳以上の在住・在勤・在学者）

台場区民センター
（℡5500-2355）

台場コミュニティぷらざ
3F
（屋外）

6/6
（木）
・13
（木）
・
20
（木）

14：00〜16：00

「和とエコを学ぶ講座」
古布活用ぞうり作り
（対象：港区在住・在勤・在学、事前申込、定員20人抽選）

芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

5/15
（水）

午後
（予定）

春のお楽しみ会
（対象：小学生、詳細は児童館便りをご覧ください。）

台場児童館
（℡5500-2363）

台場児童館

6/9
（日）
・16
（日）

10：00〜12：00

「和とエコを学ぶ講座」
苔玉づくり
（対象：港区在住・在勤・在学、事前申込、定員20人抽選）

芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
第1・第2集会室

5/25
（土）

8：50〜15：15

お台場学園・にじのはし幼稚園 大運動会
（雨天順延、対象：保護者・地域の皆様）

お台場学園
（℡5500-2575・5500-2572）

お台場学園

6中旬以降
詳細はキスポート
6月号に掲載

未

定

サークル体験入会ウィーク
（期間中、区民センターご利用
芝浦港南区民センター
団体の活動を公開、対象：どなたでも）
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター

5/28
（火）

10：00～11：00

芝浦港南地区高齢者相談センター
台場deオレンジカフェ
（対象：認知症に関心のある方、認
知症初期の方、事前申込不要、台場訪問相談会同時開催） （℡3450-5905）

台場高齢者在宅サービスセンター
ふれあいだんらん室

6月未定
（土）
もしくは
（日）

未

定

芝浦港南区民センター
ホール

5月〜6月未定

午後
（予定）

工作のつどい
（対象：小学生、事前申込制、詳細は児童館
台場児童館
便りをご覧ください。）
（℡5500-2363）

台場児童館
工作室

高浜運河沿緑地ほか
（高浜運河東岸・御盾橋から楽水橋）

5月〜6月未定

午後
（予定）

1・2・3クッキング
（対象：小学1年生〜3年生、事前申込制
台場児童館
参加費が必要、詳細は児童館便りをご覧ください。）
（℡5500-2363）

台場児童館
工作室

港南の郷
5階食堂

5月〜6月未定

午後
（予定）

公園で遊ぼう
（対象：小学1年生以上、詳細は児童館便り 台場児童館
をご覧ください。）
（℡5500-2363）

お台場レインボー公園

港南小学校南門集合

6/15（土）
・17（月）
・ （土）8：25〜12：00
18
（火）
（月・火）8：25〜16：00

港南
台場
10

月 日

0歳からの音楽のさんぽ道
（対象：どなたでも、先着200人）

芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）

芝浦港南区民センター
（℡3769-8864）
港南地域連合会
港南ふれあい桜祭り実行委員会

かもめキッズ☆ぷち かもめグループ
（対象：2歳5か月〜
台場児童館
就学前の親子、事前申込制、詳細は児童館便りをご覧くだ
（℡5500-2363）
さい。）

台場児童館

4/7
（日）

11：00〜16：00

第9回港南ふれあい桜祭り
（対象：どなたでも、詳細はP5をご参照ください）

4/12
（金）
6/14
（金）

14：00～15：30

かいごカフェ＆港南の郷deオレンジカフェ
（対象：介護に関心のある方、事前申込不要）

4/27
（土）
5/25
（土）
6/22
（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）

5/10
（金）

14：00～15：30

かいごカフェ
（対象：介護に関心のある方、事前申込不要）

芝浦港南地区高齢者相談センター
（℡3450-5905）

港南の郷
5階食堂

6/22
（土）

13：00〜16：30（予定）

5/18
（土）

9：45〜14：30

東京都立港特別支援学校体育祭
（対象：どなたでも）

都立港特別支援学校
（℡3471-9191）
（知的障害特別支援学校高等部）

東京都立港特別支援学校
グラウンド

6月未定

10：45〜11：45

ベビーマッサージ＆ベビーヨガ教室
（対象：港区在住・在勤
台場区民センター
の保護者と3か月〜2歳のお子さん）
（℡5500-2355）

台場区民センター
和室

5/28
（火）

9：15〜12：00

学校公開
（対象：どなたでも）

都立港特別支援学校
（℡3471-9191）
（知的障害特別支援学校高等部）

東京都立港特別支援学校

6月未定

18：30〜20：30

NISAとiDeCo入門講座
（対象：港区在住・在勤・在学者）

台場区民センター
（℡5500-2355）

台場区民センター
集会室

5月下旬

13：00〜16：00

プラっと♪遊ぶDAY
（対象：乳幼児親子・小学生）

港南子ども中高生プラザ
（℡3450-9576）

港南子ども中高生プラザ

台場区民センター
（℡5500-2355）

台場コミュニティぷらざ
2F台場分室多目的室

芝浦港南地区高齢者相談センター
（℡3450-5905）

港南地域連合会

14：40〜15：00

4/10
（水）

午後
（予定）

台場児童館
（℡5500-2363）

台場児童館

4/12（金）・19（金）・26（金）
5/10（金）・17（金）・24（金）・31（金）
6/7（金）・14（金）・21（金）・28（金）

第1・3・5週 18：00〜20：00
かもん亭＜中高生のつどい＞
台場児童館
第2・4週 18：00〜19：00 （対象：中学生・高校生、
詳細は児童館便りをご覧ください。） （℡5500-2363）

台場児童館

4/18（木）・25（木）
5/9（木）・16（木）・23（木）・30（木）
6/6（木）・13（木）・20（木）・27（木）

11：00〜11：30

かもめキッズ☆ぷち らっこグループ（対象：4か月〜10
台場児童館
か月位の親子、事前申込制、詳細は児童館便りをご覧く
（℡5500-2363）
ださい。）

台場児童館

4/19（金）・26（金）
5/10（金）・17（金）・24（金）・31（金）
6/7（金）・14（金）・21（金）・28（金）

11：00〜11：30

かもめキッズ☆ぷち あひるグループ
（対象：歩き始め〜1
台場児童館
歳7か月の親子、事前申込制、詳細は児童館便りをご覧
（℡5500-2363）
ください。）

台場児童館

4/18（木）・25（木）
5/9（木）・16（木）・23（木）・30（木）
6/6（木）・13（木）・20（木）・27（木）

11：00〜11：45

かもめキッズ☆ぷち ぺんぎんグループ
（対象：1歳8か月
台場児童館
〜2歳4か月の親子、事前申込制、詳細は児童館便りを
（℡5500-2363）
ご覧ください。）

台場児童館

入学進級おめでとう会
（対象：小学生、詳細は児童館便りをご覧ください。）

ビーチフェスタ＆お台場運動会 in お台場学園
（対象：どなたでも、詳細は児童館便りをご覧ください。）

ぶ！
べ い あっぷ 編 集 部 が 選

4/2
（火）
5/7
（火）
6/4
（火）

台場おはなし会
（対象：未就学児親子）

お台場学園学校公開
（対象：保護者・地域の皆様）

ピックアップイベント！

in

ベイエリア

ビーチフェスタ＆お台場運動会 in お台場学園

台場地域では毎年児童館と地域が一緒になってビーチで盛り上がる
「ビーチフェスタ＆お台場運動会」を開催しています。ビーチサッカー、
パン食い競争、宝探し、住宅対抗リレーなど、ちびっ子から大人まで
みんなで盛り上がるイベントです。台場地域の住宅対抗ではあります
が、どなたでもご参加いただけます。今年はお台場学園の校庭での

お台場学園
（℡5500-2575・5500-2572）

お台場学園

台場児童館（℡5500-2363）
青少年対策お台場地区委員会

お台場学園
校庭

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！

日時：平成３1（2019）年 6 月 22 日（土）
13：00〜16：30（予定）
場所：お台場学園 校庭
対象：どなたでも参加できます
主催：台場児童館 青少年対策お台場地区委員会

開 催 で す。プ ロ の
スポーツ選手による
ステキ な パフォー
マンスや新たな種
目も あります の で
ぜひお楽しみに！
！
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