
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。

読者
ギャラリー

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：03-6400-0031　FAX：03-5445-4590
E-Mail：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ・
作品の送付先※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。

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。

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8時～午後8時
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：03-6400-0031　FAX：03-5445-4590
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。

べいあっぷ編集部
石川 信幸　入江    恵　大橋  直　岡田 美紀子
金子  源　  小林 紀雄　佐藤 淳子　須古 邦子　
住江 真之　MESLER JONATHAN　横山  仁　  
和田 知香

　満開の桜も緑に変わり、煌々とした日差しが水面に
きらめく暖かな季節となりました。令和3年度のべい
あっぷ編集部は新メンバー４人を迎え、全13名での発
進となります。

　私自身も今年度より初めての参加となりますが、“ベイエリアの
魅力をどのように共感してもらうか”について老若男女がひざを
突き合わせて議論する場の面白みを早くも感じているところです。
　年度が変わり、新たな生活拠点として港区ベイエリアに暮らし始
める方も多いのではないでしょうか。べいあっぷを通じて、この街
の魅力を知るきっかけになれば幸いです。

住江　真之

編集編集
後記後記

次回の締切は
７月１６日（金）必着です

発行番号 2021034-2435

ponco2さんの作品
「レインボーブリッジのケーキ」

ゆきえもんさんの作品
「元気が出てくる桜の風景」

有馬仁志さんの作品
「薔薇香る芝浦中央公園(1)」

泥谷隆史さんの作品
「唯今 アドプト活動中」

盛 満利さんの作品
「アイランドの野鳥01」

ニコちゃんさんの作品
「そこ退けて」

ぽちゃまるさんの作品
「待ちわびた春」

金子 源さんの作品
「ゆうやけ 汐の公園～杜の公園」

めるもさんの作品
「パイレーツオブカリビアン!?」
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施設名：東京海洋大学マリンサイエンスミュージアム
住所：港区港南4-5-7　東京海洋大学品川キャンパス内
TEL：03-5463-0430　開館時間：10:00 ～ 16:00
休館日：土・日曜、祝日、その他臨時休館日あり
HP：http://www.s.kaiyodai.ac.jp/museum/public_html/

施設名：お肉の情報館
住所：港区港南2-7-19　東京都中央卸売市場食肉市場センタービル6階
TEL：03-5479-0651
開館時間：10:00 ～ 18:00　休館日：土・日曜、祝日、年末年始
HP：https://www.shijou.metro.tokyo.lg.jp/syokuniku/rekisi-keihatu/rekisi-keihatu-03-01/
※館内撮影禁止

2階展示室を入るとす
ぐに目を引くのは南極
にいる生き物のはく製
たち。今にも動き出し
そう!!

本館のドワーフミンククジラ

動画QRコードを読み込
むとクジラについての動
画解説が楽しめます

鯨ギャラリーに展示されている体長
17.1m、体重67.2トンの世界最大
級のセミクジラ（左）の骨格標本

ミュージアム1階で模型展示
をしている捕鯨実習などで活
躍した「雲鷹丸」の実物がキャ
ンパス内の天王洲運河沿いに
設置。登録有形文化財にも
なっている貴重な資料です

と畜解体作業の流れを写真入りで
詳しく紹介。実際に使っている道
具の展示やわかりやすいVTRも
あります

お肉の情報館が入るセ
ンタービルは品川駅港
南口徒歩5分のところに
あります

歴史や人権に関する展示もあ
り、食肉について多角的に学ぶ
ことができます

夏休みの宿題におすすめのスポット～編集委員が体験！～

東京海洋大学 マリンサイエンスミュージアム

7月・8月は、夏真っ盛りの季節です！
今回は、大人も子どもも学べる港南地区周辺の夏休みの宿題におすすめのスポットをご紹介します。

目指せクジラ博士!! クジラについて調べてみました

　東京海洋大学品川キャンパス内にある「マリン
サイエンスミュージアム」は、海の生き物標本、漁
法や水産物の加工法などを楽しく見ながら学べる
ミュージアムです。
　クジラについては、2階の海の哺乳類のコー
ナーで勉強し、同じフロアでドワーフミンククジラ
の標本を見た後、別館の「鯨ギャラリー」に行って
みましょう。世界最大級と言われるセミクジラの大
きさに驚かされますが、「遠い祖先が陸上で歩行
していたという名残をとどめている」ということが
骨格から分かるそうで、さらにビックリです。

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、三密を避けてお楽しみください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、予告なく休館となることもありますので、訪問の際は事前に施設にお問い合わせください。

お肉の情報館
お肉をとおして様 な々ことを学べます

　品川駅港南口の近くに東京都中央卸売市場 食肉市場・芝浦と
場があります。食肉の取引をするだけでなく、全国から運ばれてく
る牛や豚をと畜解体し、格付けなども行います。
　お肉に限らず、食の生産から消費の場は遠くなっています。私た
ちが口にするものの生産過程は意識しなければ見えにくいもので
す。このような状況は昔から続いており、食肉市場で働く人たちへ
のいわれなき差別につながっています。
　お肉の情報館は、食肉の生産や流通の舞台裏、歴史などについ
て詳しく紹介しています。お肉が大好きな人もそうでない人も、ま
ずは知り、自分や社会の食について考えてみませんか。毎年夏季
臨時開館には小中学生向けに資料や記念品も配布しています。

SPOT❶ ニコンミュージアム
先端テクノロジーを体感できます！

　品川駅港南口から歩いて7分、品川インターシティ C棟2
階にニコンミュージアムがあります。
　館内には、ニコンの歴代製品や技術に関連する資料約
1,000点が、映像・産業・医療機器・宇宙の4つのゾーンに
分けて展示されています。200インチ大画面シアターや映像
ライブラリーでは、オリジナル動画作品が視聴できます。
　また、産業ゾーンでは、通常目にすることができない半導体
露光装置の展示などもあり、先端テクノロジーのしくみが、わ
かりやすく紹介されています。

SPOT❸

SPOT❷

施設名：ニコンミュージアム
住所：港区港南2-15-3　品川インターシティC棟２階
TEL：03-6433-3900　開館時間：10:00 ～ 17:00（最終入館16:30）
休館日：月・日曜、祝日、その他臨時休館日あり
HP：https://www.nikon.co.jp/corporate/museum/

200インチの大画
面シアターは、映像
が選択できます。大
きな画面で美しい映
像を堪能しました

産業ゾーンでは、見たことのない機械が並ん
でいます。身近な製品がニコンと関わりがあ
ることを知りました

味の素食の文化センター 食の文化ライブラリー
「美味しい」本に囲まれて

　昨年からおうちでご飯を食べる機会も増えたのではないで
しょうか。今回はそんな今にピッタリのスポットをご紹介します！
　そこは、公益財団法人　味の素食の文化センターが運営す
る食の専門図書館「食の文化ライブラリー」です。食の歴史・
文化、世界・日本各地の食べ物の本から、お子様が料理にチャ
レンジしやすい本までなんと40,000冊も！ 全国から新幹線で
来館される方もいるのだとか。
　ご家族で「美味しい」本に触れてみませんか？
　美味しそうな料理が描かれた浮世絵や昔の料理の再現レプ
リカがみられる2階の「食文化展示室」もおススメです。

SPOT❹

左：ライブラリーの
入口。好きな食材の
専門書やお目当ての
レシピ本もきっと見
つかるはずです 
右：お子様向けの食
べ物にまつわる本も
充実しています

貴重な浮世絵のパネ
ル展示もある2階の
展示室にもぜひ足を
運んでみてください

施設名：味の素食の文化センター　食の文化ライブラリー
住所：港区高輪3-13-65　味の素グループ高輪研修センター内
TEL：03-5488-7319（図書館・展示室）　開館時間：10:00 ～ 17:00
休館日：日曜、国民の祝日、年末年始、図書整理期間、臨時休館日
HP：https://www.syokubunka.or.jp/

重厚な門の右手に、入口があります
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　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きま
したが、今回が最終回となります。
　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！

連載

　末広橋は、芝浦運河にかかる８本の橋の１つで、ゆりかもめ日の出駅とシーバ
ンスを結んでいます。
　人や車の往来が多く、周辺の景色は高層ビルが立ち並ぶ、まさに都会の雰
囲気ですが、この橋を渡ると、どこかのんびりした、懐かしさを感じる風景が広が
ります。
　橋名は、特に地名等の由来ではなく、末広がりに発展することを表したものだ
そうです。
　時間があれば、運河沿いの遊歩道をゆっくり散歩しながら、この橋を眺めてみ
てはいかがでしょうか。

新都橋（ しんとばし）

末広橋（すえひろばし）

●長さ：55.35m
●幅：8.3m
●竣工：昭和40年3月

　新都橋は、有明西運河にかかる橋で、港区と江東区を結んでいます。
　日中は車の往来が多い橋ですが、橋の周辺をじっくり眺めてみると、新都橋すぐ近くに架かっているのぞみ橋や有明橋、
上空を覆っている首都高速有明ジャンクションなどの道路建築物は幻想的で、一見の価値があります。また、朝、昼、夜それ
ぞれ違った雰囲気を感じられる橋のため、近くを訪れた際は、ぜひ立ち寄ってみてください。

●長さ：236.2m　●幅：4.0m　●竣工：昭和51年3月

歩道と車道が分離されている

末広橋全景

橋と有明ジャンクションと観覧車 複雑な造形

橋のたもとから 力強い字体の橋名

シーバンス
S館

シーバンス
N館

ゆ
り
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め

日
の
出
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末広橋

東
京
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　水
の
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学
館

有明清掃工場

有明JCT

夢の
大橋

有明
橋
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線
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み橋

新都橋

港区

江東区

トライアスロン
T R I A T H L O N SWIM BIKE RUN

連載第７回

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催延期に伴い、2021年の開催となり
ました。

べいあっぷでは、港区のお台場海浜公園で開催が決定しているトライアスロン競技が、皆様
にとって身近なスポーツと感じていただけるよう、歴史やルールなどを特集し、トライアスロン

の魅力をお伝えしていきます。

東京2020大会に向けて

日本トライアスロン連合に伺いました！

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

最新情報はこちらから
日本トライアスロン連合

ホームページ
https://www.jtu.or.jp/

過去の競技の様子は

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

ⓒSatoshi TAKASAKI/JTU

YouTubeで配信中

日本トライアスロン連合
公式YouTube

　東京2020オリンピック・パラリンピック「トライアスロン」
競技会場である港区お台場海浜公園は、ベイエリアを
象徴する名所のレインボーブリッジや観覧車、商業施設
群を望みながらのレースとなり「史上最も都会的なコー
ス」と言われています。
　スイムではレインボーブリッジを背景に水しぶきを上げ
ながら激しく競り合い泳ぐ姿を、そしてバイクやランでは、
都市型スポーツの会場群「アーバンクラスター」や、花と
緑に囲まれたシンボルプロムナード公園を走り行く姿を
見ることができます。
　都市と自然が融合した情景の中で、選手たちの勇敢
な姿を見ることができるのは、この「お台場」だからこそ
です。

お台場海浜公園でのトライアスロン開催の見どころや魅力について教えてください
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当時の最先端である蒸気機関車が海の上を走るのは、風光明媚で東
京の名勝でした。広重「東京名勝高縄鉄道之図」
（国立国会図書館ウェブサイト）

明治時代の写真
を見ると、線路沿
いに海岸線があ
るのが分かりま
す。海水浴や釣
りをしている写
真もあります
（国立国会図書
館ウェブサイト）

芝浦中央公園と接続予定の歩行者専用道

高輪ゲートウェイ駅周辺の開発イメージ

第1期開発でできる建設物のイメージ
●高輪ゲートウェイ駅と芝浦港南地区をつなぐ歩行者専用
道（新駅東側連絡通路）が整備され、鉄道用地等の上空を
横断し、芝浦中央公園に接続する予定です。
●高輪橋架道橋が整備され、通行ができるようになります。

歩行者専用道等が高輪地区と芝浦港南地区をつなぐ予定です

　高輪ゲートウェイ駅とベイエ
リアを結ぶ「高輪橋架道橋」を
紹介します。高さ170cmほ
どの異様な低さに、近隣住民
から“行灯殺しトンネル”や“首
曲がりトンネル”などと呼ばれ
親しまれてきました。
　実はこのトンネル、大正期
に海上に開通した東海道線が
海岸と海とを隔てることを防
ぐため、舟が通行できるよう
設けられた水路だったものな
のです。このトンネルは、開発
により無くなってしまいます
が、海があった頃の昔に思い
を馳せてみたくなってしまいま
すね。

複数箇所に設けられた鉄道線をくぐ
る水路のひとつが高輪橋架道橋の
前身と考えられる。三代歌川広重
「東京品川海辺蒸気車鉄道之真景」
（慶應義塾所蔵）

令和2年（2020年）3月に撮影した、
開発直前の高輪橋架道橋。現在は
自動車が通ることができません

高輪ゲートウェイ駅周辺
進化する、芝浦港南地区の玄関口

新駅開業から1年、街はどう変化した？
　上着を置いても外出がしやすい陽気に
包まれた4月中旬、開業から1年が経過し
た高輪ゲートウェイ駅周辺に足を運んでみ
ました。
　駅を訪れてまず目に入るのは、隈研吾氏
がデザインしたその美しい外観でしょうか。
折り紙をモチーフとした大迫力の白屋根と
ガラス張りの駅舎、随所に取り入れた国産
木材が演出する「和」の雰囲気は、つい数
年前までは車両基地として線路と電車だけ
の色味の無い広大な敷地だったことを忘れ
させるような、息を飲む美しさです。
　夜も明るく輝く同駅は、今後街のランド
マークとして活躍してくれそうですね。デザ
インもさることながら、順次試験導入され
ている無人コンビニなど、最新駅ならでは
の設備も体験できるよう駅内にも変化が見
られました。国際交流の玄関口として現代
の日本らしさを発信する役割も期待したい
ですね。
　大迫力の駅とは一転、駅周辺は敷居に
囲われたエリアが目立ちます。実は同駅の

本開業は令和6年（2024年）を予定して
おり、駅と街が一体となるのはもう少し先
とのことだそうです。ベイエリアを繋ぐ東口
も同年に開通予定で、ベイエリアと駅との
本格的な交流はもう少し先になりそうです
ね。
　同駅では開業してから既に約1年で延
べ362万人が利用しており、私が訪れた
日も一定の乗降者が見られました。
　駅を降りた人についていき、港南の方向
へ向かって歩いていくと、「芝浦中央公園」
と「品川シーズンテラス」に到着しました。
　バラ園や広大な芝生など、四季を通じて
賑わいを見せる住民交流の場として有名な
同園ではありますが、すでに新駅開業の影
響があるようです。
　駅の本開業に合わせて東口の歩行者
デッキが直通する予定のため、今後はビジ
ネス街の入口としても一層の賑わいが見ら
れそうです。
　まだまだ開発途上の高輪ゲートウェイ駅
ですが、今後の発展について迫ります。

品川から田町をつなぐ、広大な“街”が出現

風光明媚！JRの線路が海岸線だった!?

レポーター’s EYE [取材の眼]

親しまれてきた
「高輪橋架道橋」

　第1期（2024年度の完成）では、高輪
地区と芝浦港南地区内に合わせて4棟の
高層ビルと1棟の低層ビルの計5棟が建
設される予定となっています。
　5棟 の 施 設 全 体 の 敷 地 面 積は約
72,000㎡、延べ床面積は約851,000㎡
のスケールとなり、地上・デッキレベルで一

体的に整備されます。
　第2期以降は品川駅側の開発も構想さ
れており、将来的には品川駅（北口・西口
開発予定有）との接続も計画されています
ので、今後より周辺地域の発展が進むと考
えられます。

　現在の海岸線は日の出桟橋から芝浦にかけてとなります。実はこ
のエリアが埋め立てられたのは幕末から明治時代、大正時代までの
ことで比較的最近のことでした。ちなみに埋め立てには東京湾の整
備で出た土砂が使われました。それまでの海岸線はどのあたりだっ
たかというと、現在のJRの線路に沿っていました。
　例えば、品川駅の駅前も目の前が海だったことが、残されている
明治時代の写真からも分かります。日本初の鉄道は、明治5年
(1872年)に開業した、新橋から横浜への路線です。現在のJRもそ
れとほぼ同じ場所を通っていますが、なんと高輪周辺では海の上を
線路が通っていました。なぜ陸地に線路を敷かなかったのかについ
ては、色々な説がありますが、軍事的な意味合いで反対されたとか、
海岸をすでに東海道が通っていて場所がなかったなどの理由があり
ます。いずれにしても、鉄道は海の上を通ることになりました。

令和２年（2020年）3月14日、49年ぶりに山手線30番目の新駅として開業
した高輪ゲートウェイ駅は芝浦港南地区への玄関口でもあります。開業から1年
ほど経った現在、駅と街はどのように変化したのか、現在と過去・未来について
迫ります。

どう変わる？

現在 過去 未来

　高輪ゲートウェイ駅から品
川駅周辺まで各拠点がデッキ
レベルで一体化すると、車や
自転車に煩わしさを感じるこ
となく、ベビーカーや車椅子
で移動できる魅力的な街にな
ります。しかも、All in oneの
超都心型商店街、衣食住楽
（公園・水族館・映画館・ホー
ル・グルメ・マルシェなど）が
揃います。休日は親子三世代
で散歩が楽しめそうです。今
後の港南地区の発展が楽しみ
ですね！

レポーター’s EYE [取材の眼]

様々な人たちが
楽しめる街へ

高輪ゲートウェイ駅周辺の
開発工事でも、鉄道の遺構
が発見されました

隈研吾氏によるデザイン

高輪ゲートウェイ駅構内 駅内のAI無人決済コンビニ

高輪ゲートウェイ駅外観

（JR東日本提供）

6 7



総合支所だより芝浦港南地区

子育てあんしんプロジェクト芝浦港南地区

　保健師・助産師・管理栄養士・臨床心理士が芝浦港南地区の各施設で育児相
談や計測を行っています。今年度からプレママ相談がスタートしました。
　保護者同士の交流の場「かるがもくらぶ」も実施しています。子育てに関する情
報交換・育児相談にぜひいらしてください。
※かるがもくらぶは予約制です。詳細は、下のQRコードをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の
ため、実施内容、実施場所については、ホー
ムページを確認の上、ご利用ください。

開催場所と日時につい
ては、右のQRコードを
ご確認ください。

問合せ　芝浦港南地区総合支所　区民課　保健福祉係　TEL ： 03-６４００-００２２

港区内商店街からのお知らせ港区内商店街からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響でデリバ
リーの需要が増えていくのを見据えて、芝商店
街では 「店ごとにオーダーしなくても、食べたい
料理を一度に一緒に届けてくれる」という便利な
デリバリーサービスを始めました。
　加盟店を一つの店としてまとめ、数店舗に注
文しても同時に届く画期的なシステム。しかも配
達料金は一律300円というのも嬉しいことです。
 「各店に受注用タブレットを用意しました。港区
の商店街活性化事業助成金で買い揃えられ、と
ても助かりました」と、商店会の飲食部長である
「はらぺこダイニング」 の長川秀記社長。ネット
予約で注文を受け、お店は希望時間に合わせて
作ります。 現在の配達エリアは芝1～5丁目と、
芝浦1～4丁目ですが、いずれはエリアを広げて
注文に応えていきたいそうです。時間は平日の
17:30、18:30、19:30、20:30の4便。長川さ
ん自ら、三輪バイクで配達に奔走しています。 
 「モデルケースとして始めました。他の商店会で
も取り入れてほしいし、ゆくゆくは近隣の商店街
とも連携していきたいですね」 と、抱負を熱く
語ってくれました。 

何軒に注文しても同時に届く！
芝商店街が独自のデリバリー [芝デリ]を開始

問合せ　inquiry@shiba-deli.com 
※現在はインターネット注文のみとなっておりますので、ご了承ください。
※注文は前日までとなりますので、ご注意ください。

https://shiba-deli.com/ 
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　海水浴発祥の地と聞いて、芝浦を想像する人は少ないでしょう。
　海水浴というともっぱら夏のレジャーというイメージですが、そ
の歴史は、治療や健康増進を目的とした潮湯治に端を発している
ため、古い海水浴場の多くは、医師によって申請され、開設されま
した。
　佐賀県出身の医師・鐘ヶ江晴朝が許可を受けて、芝浦の重箱堀
と呼ばれている港区芝浦一丁目あたりに芝浦海水浴場を開設した
のは明治11年（1878年）と東京都公文書館の記録に残されてい
ます。
　日本最古の海水浴場を唱えるのは、陸軍軍医総監・松本良順に
よる神奈川県大磯（明治11年/1878年）や蘭医・坂田待園によ
る岡山県沙美海水浴場（明治13年/1880年）など諸説あります
が、公文書の記録を見る限り、芝浦説はかなり有力と言えるでしょ
う。
　この場所は、現在のシーバンスの土台の一部となっている石積
護岸が大正2年（1913年）に作られるまでは、東京湾越しに房総
半島を見ることができる景勝地として賑わい、また『港区史』によると、日露戦争時に
武器や兵士の輸送用に使われた船を利用したロセッタホテルも停泊して人気を博して
いたそうです。
　これからの季節、芝浦の海水浴場に思いを馳せながら、重箱堀を散歩コースに加え
てみてはいかがでしょうか。
 Not many people would imagine Shibaura when contemplating the origin of swimming in 
the sea.
 Although many consider swimming in the sea to be an entirely summer-based leisure 
activity, history shows that many of the older swimming beaches were opened through 
applications by doctors, as a form of salt bathing for medical treatment and health 
promotion purposes.
 According to records from the Tokyo Metropolitan Archives, it was in the 11th year of 
the Meiji Period (1878) that Seicho Kanegae, a doctor from Saga Prefecture, received 
permission to open Shibaura Beach in the area called Shibaura Jyubako Moat at Shibau-
ra 1-chome of Minato City.
 There are various theories about the location of the oldest swimming beach in Japan, 
such as Oiso in Kanagawa Prefecture (11th year of the Meiji Period/1878) established 
by Ryojun Matsumoto, an army medical superintendent, and Sami Beach in Okayama 
Prefecture (13th year of the Meiji Period/1880) established by Taien Sakata, a doctor 
who studied in the Netherlands. However, looking at just the public records, it seems 
that Shibaura has a strong case for being the oldest.
 Before the stone seawalls that are part of the 
foundation of the present-day Seavans were built 
in the second year of the Taisho Period (1913), 

this place was a busy scenic spot where one could see the Boso Peninsula 
across Tokyo Bay, and according to the Minato History records, the popular 
Rosetta Hotel, made from a ship used to transport weapons and soldiers during 
the Russo-Japanese War was also located here. 
 In the upcoming season, how about adding Jyubako Moat to your next walk as 
you think about the swimming beach of Shibaura?

海水浴場発祥の地　～芝浦重箱堀～
芝浦地区SPOT

26

きれいに積み上げられた石(石積護岸アップ）
Neatly piled stones (close-up of the 
embankment)

重箱堀からシーバンスを見上げてみます。今で
も石積護岸を見ることができます。
Looking up at the Seavans from Jyubako 
Moat. The stone embankments are still 
visible.

芝浦海水浴場に関する説明
Explanation of Shibaura Beach

海水浴を楽しんでいる様子
「芝浦水泳所全景」大正3年ごろ
出典：芝浦水泳所絵葉書　長谷文三郎氏提供
港区立郷土歴史館所蔵
Having fun in the water 
"Shibaura Swimming Pool Postcard" from the 
collection of the Minato City Local History 
Museum, courtesy of Mr. Bunzaburo Hase.

シーバンス側から見た重箱堀と南
浜橋（左奥）
Jyubako Moat and Minamihama 
Bridge as seen from the Seavans 
side (back left)

イベントリポート港・区・ベ・イ・エ・リ・ア

　令和2年（2020年）12月5日（土）に、「運河クルーズ
～芝浦港南小さな船旅～」を開催しました。
　イベント直前まで雨が降り、天候が心配されていま
したが、出発の時間には雨が上がり、気持ちよく
船旅をスタートすることができました。クルーズで
は、ガイドを交えながら運河に架かる19本の橋と

様々な名所を巡りました。昼間と日没後に
2回クルーズを行い、昼間は運河を見渡
しながら爽やかな水辺のまち並みを、日没
後は幻想的な橋のライトアップやまちの
夜景を堪能することができました。
　普段見慣れている場所であっても、

クルーズ船から見える風景はいつもと違い、運河
の新たな魅力を感じることができる船旅でした。

運河クルーズ～芝浦港南小さな船旅～
～「運河クルーズ～芝浦港南小さな船旅～」を開催しました～

12月5日（土）

レインボーカラーの御楯橋

芝浦港南地区のまち並みを船で満喫

船から見たレインボーブリッジ

オリンピックカラーの渚橋

お台場海苔づくり～お台場冬の風物詩～お台場海苔づくり～お台場冬の風物詩～
　今年で16年目を迎えた、都立お台場海浜公園での海苔
づくりが、令和2年（2020年）12月12日（土）にスタート
しました。
　お台場海苔づくり実行委員会と区立小中一貫教育校お台場
学園（以下、「お台場学園」）の保護者が中心となって竹ひび
と海苔網を海上に設置しました。
　2月の収穫まで、お台場海苔づくり実行委員会が日々海苔
の生育状況を確認し、海の状況に応じて網の高さ調整を行い
ました。
　今年は天候にも恵まれたおかげで海苔も順調に成長し、年
明け1月16日（土）に中間刈取り、2月6日（土）に最終摘み
取り・板海苔作りを行いました。

　今年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、一部縮小
しての実施でしたが、コロナ禍でも実施できたことはお台場
の子どもたちの記憶に残る貴重な体験となりました。

竹ひび設置の様子 中間刈取りの様子

～お台場海苔づくりとは～
　お台場学園の5年生が環境学習で実施している「海苔
の育成」を、地域住民等によるお台場海苔づくり実行委員
会とお台場学園PTA等がサポートしている取組です。

台場地区

シーバンス
S館

シーバンス
N館

ゆ
り
か
も
め

日
の
出
駅

海
岸
通
り

重箱堀
南浜橋

じゅう ばこ

かね  が   え せい ちょう

まつもとりょうじゅん

さか た  たい えん

ぼり
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6月は、固定資産税・都市計画税
第1期分の納期です（23区内）

６月３０日（水）までにお納めください。クレジットカードやス
マートフォン決済アプリ、口座振替、金融機関・郵便局のペ
イジー対応のＡＴＭ、インターネットバンキングやモバイルバ
ンキングでも納付可能です｡
なお、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難
な場合には、申請により納税を猶予する制度があります。詳
細はＨＰ又は下記問合せ先へ。
▶問合せ　港区にある物件について　港都税事務所　
TEL：03-5549-3800（代表）

新型コロナウイルス感染症の
感染リスク軽減のため、

来所不要な手続をご利用ください

主税局では、納税者の皆様が都税事務所等に来所すること
なく、郵送やインターネット等でお手続できる仕組みを設け
ております。
郵送や電子申告によるお手続、キャッシュレスによる納付方
法等をぜひご利用ください。
▶問合せ　港都税事務所　
　TEL：03-5549-3800（代表）

都税を納付できる
スマホ決済アプリを追加しました

令和３年５月６日（木）から、都税を納付できるスマートフォン
決済アプリが増え、さらに便利になりました。アプリ内で納
付書のバーコードを読み取るだけで、いつでも、どこでも納
付できます。詳細は、主税局ＨＰをご確認ください。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/common/
tozei_nouzei.html#L16

令和３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）

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
④税額が前年度の1.1倍（令和3年度は1.0倍）を超える
住宅用地等に対する固定資産税の減額措置
⑤耐震化のための建替え又は改修を行った住宅に対する固
定資産税・都市計画税の減免措置については、令和３年度
も継続します。
（④については令和5年度まで、⑤については令和３年度末
まで延長）。
詳細は、ＨＰまたは下記問合せ先へ。
▶問合せ　港区にある物件について　港都税事務所　
TEL：03-5549-3800（代表）

都税のお知らせ

港区社会福祉協議会からのお知らせ
地域貢献型自動販売機を設置しました

～ I N FO RMAT I ON～

　（社福)港区社会福祉協議会（以下、港
社協）では、令和２年度から地域貢献型自
動販売機設置事業に取り組んでいます。
　令和３年３月に、髙取ロジスティクス(株)
のご支援で、売り上げの一部が港社協の地
域福祉活動推進事業に活用される地域貢
献型自動販売機の第１号を、第２髙取ビル
（芝浦２丁目）に設置しました！
　髙取ロジスティクス(株)のロゴと、港社
協マスコットキャラクター「み～しゃ」をフ
ラッグにあしらったオリジナルデザインの自
動販売機です。
　近くを訪れた際はぜひ探してみてくださ
いね。

※地域貢献型自動販売機の設置協力につ
いてご検討いただける場合は、お問い合わ
せください。なお、設置予定場所の状況等
により、希望に添えない場合もあります。

問合せ　社会福祉法人 港区社会福祉協議会 経営管理係　TEL：03-6230-0280　FAX：03-6230-0285

設置にご協力いただいた
髙取ロジスティクス(株)の皆さま

・ ・ ・

イベントカレンダー港・区・ベ・イ・エ・リ・ア 7月～9月令和3年

港区からのお知らせ港区からのお知らせ
みなと新型コロナ感染症対策オンライン研修
　港区感染症専門アドバイザーによる新型コロナウイルス
感染症対策動画です。主に事業者向けですが、手洗い・
手指消毒のポイント等を参考にすることができます。
　右のＱＲコードを読み取って、ぜひご覧ください。

子育てあんしんプロジェクト芝浦港南地区

　保健師・助産師・管理栄養士・臨床心理士が芝浦港南地区の各施設で
計測や育児相談を行っています。
　保護者同士の交流の場「かるがもくらぶ」も実施しています。子育てに
関する情報交換・育児相談にぜひいらしてください。
※かるがもくらぶは予約制です。詳細は、下のQRコードをご確認ください。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、
実施内容、実施場所については、ホーム
ページを確認の上、ご利用ください。

開催場所と日時につい
ては、右のQRコードを
ご確認ください。

総合支所だより芝浦港南地区

問合せ　芝浦港南地区総合支所　区民課　保健福祉係　TEL ： 03-６４００-００２２

みなと新型コロナ感染症対策
オンライン研修

オンライン研修の映像

芝浦港南地区の魅力を伝える写真集が完成しました芝浦港南地区の魅力を伝える写真集が完成しました
　協働推進課では、平成30年度（2018年度）から
令和2年度（2020年度）の3か年にわたり、芝浦
港南地区ならではの地域の魅力を発信することを
目的としたPR作品の制作を目指してきました。
　PR作品の作成に向けて、区民を交えた会議に

おいて内容を検討した結果、このたび集大成となる
写真集が完成しました。
　右のQRコードを読み取り、ぜひ芝浦港南地区
の魅力をご覧ください。

写真集表紙

かいごカフェ＆港南deオレンジカフェ
日時：8/13(金)　14:00 ～ 15:00
場所：港南区民協働スペース（さんぽーと港南）

年 配 の 方 に オ ス ス メ！

芝浦港南地区高齢者相談センター ℡：03-3450-5905

かいごカフェ
日時：7/9(金)・9/１０(金)

14：00～15：00
場所：港南区民協働スペース（さんぽーと港南）

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 ： 03-6400-0013

地域の魅力PR写真集

台場地域出張相談会＆台場deオレンジカフェ

日時：９/２８(火)
10:00 ～ 11:00

場所：台場区民センター 1階 第1・2集会室 台場区民センター ℡：03-5500-2355

お台場夏祭り
※主催：お台場夏祭り実行委員会

日時：8/20(金)　18:00 ～ 21:00、
　　  8/21(土)　15:00 ～ 21:00
（ステージプログラムは20:00まで）
場所：お台場レインボー公園
新型コロナウイルス感染症対策として食品販売店、模擬店出店はありません。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、日時や内容が変更になることが
ありますので、必ず各施設の最新情報を確認してください。

日程は変更になるこ
とがあります。詳しく
は、にじのはし幼稚園
ホームページをご確
認ください。

詳しくは芝浦幼稚園のホーム
ページをご確認ください。

乳 幼 児 か ら 楽 し め る イ ベ ント！

にじのはし幼稚園 ℡：03-5500-2577

にじっこキッズ（未就園児の会）
日時：9/7(火)・9/28(火)　10:30 ～ 11:50
場所：にじのはし幼稚園

りんごちゃんくらぶ（未就園児の会）

日時：7/14(水)
9:30 ～ 11:00

場所：芝浦幼稚園

芝浦幼稚園 ℡：03-3452-0574

来年度入園に向けて手続き
等をお知らせします。この日
は遊べません。

幼稚園説明会

日時：9/15(水) ①10:00 ～ ②11:00 ～
場所：芝浦幼稚園

かもめっこデーの他に、毎週火曜日と木曜日に未就
園児親子対象の園庭開放を行っています。詳しく
は、港南幼稚園のホームページをご確認ください。

かもめっこデー（未就園児の会）

日時：7/7(水)・7/14(水)・9/8(水)
　　　9/15(水)・9/22(水) 10:30 ～ 12:00
場所：港南幼稚園

港南幼稚園 ℡：03-3471-7347
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