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問合せ  区民課 保健福祉係  電話：６４００－００２２

※芝浦アイランドこども園（5443-7337）の「こども園で遊ぼう」の活動については、事前の申し込みが必要です。
※芝浦アイランドこども園の②ふれあいの時、計測には、相談も含まれます。
※天候、支所・施設側の都合により、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。
※くつろぎタイム：気軽に子育ての相談ができる場所です。
※かるがもくらぶ（予約制）：保健所のうさちゃんくらぶに参加できなかった方の集いです。対象が限定されます、詳細はご連絡ください。
※ぷちとまとの会（予約制）：おおむね2000ｇ以下でお生まれになったお子さんの保護者を対象にしています。
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男女平等参画センター（リーブラ）4F

男女平等参画センター（リーブラ）4F

男女平等参画センター（リーブラ）4F

男女平等参画センター（リーブラ）4F

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

港南子ども中高生プラザ

こうなん保育園

港南子ども中高生プラザ

こうなん保育園

港南子ども中高生プラザ

こうなん保育園

港南子ども中高生プラザ

台場児童館

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

10：00～11：30

13：30～14：30

10：30～11：30

10：00～11：30

①10：30～12：00　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②11：00～12：00　③13：00～14：30

①10：00～11：30　②11：00～12：00　③13：00～14：30

①10：30～12：00　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②11：00～12：00　③13：00～14：30

①10：00～11：30　②11：00～12：00　③13：00～14：30

①10：30～12：00　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：00～11：30　②13：00～14：30

①10：30～11：45　②11：45～13：00

①10：00～11：30　②11：00～12：30　③13：30～15：00

①10：00～11：30　②11：00～12：30　③13：30～15：00

①10：30～11：45　②11：45～13：00

①10：00～11：30　②11：00～12：30　③13：30～15：00

①10：30～11：45　②11：45～13：00

かるがもくらぶ（第1回）

かるがもくらぶ（第2回）

ぷちとまとの会

かるがもくらぶ（第1回）

①すくすく計測、相談　②くつろぎタイム

①こども園であそぼう　②ふれあいの時、計測　③くつろぎタイム　

①こども園であそぼう　②ふれあいの時、計測　③くつろぎタイム　

①すくすく計測、相談　②くつろぎタイム

①こども園であそぼう　②ふれあいの時、計測　③くつろぎタイム

①こども園であそぼう　②ふれあいの時、計測　③くつろぎタイム

①すくすく計測、相談　②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー　②くつろぎタイム

①保育園であそぼう　②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー　②くつろぎタイム

①保育園であそぼう　②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー　②くつろぎタイム

①保育園であそぼう　②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー　②くつろぎタイム

①ミニ講話、計測　②くつろぎタイム

①保育園であそぼう　②計測、相談、フリー　③くつろぎタイム

①保育園であそぼう　②計測、相談、フリー　③くつろぎタイム

①計測　②くつろぎタイム

①保育園であそぼう　②計測、相談、フリー　③くつろぎタイム

①計測　②くつろぎタイム

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子育てあんしんプロジェクト

　右記の日程で、証明書自動交付機を休止します。
　品川駅港南口公共駐車場については、証明書自
動交付機の入替え作業のため、１５日間休止します
のでご協力をお願いします。

証明書自動交付機休止のお知らせ

問合せ  区民課 窓口サービス係  電話：6400-0021

休止日程

10月29・30日（土・日）

場　　所
品川駅港南口公共駐車場10月17日（月）～31日（月）
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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

E-Mail:info@minato.call-center.jp

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部
〒108－8547 港区芝浦3-1-47
電話:6400-0031
FAX:3452-4902
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。

編集部

第39回港区消費生活展 「消費者～これからの消費生活を考える～」

●日　時：11月５日（土）午後１時30分～４時、
 　　６日（日）午前１０時～午後３時30分
●場　所：港区立消費者センター・男女平等参画センター
 （港区芝浦３‐１‐４７）
●主　催：第39回港区消費生活展実行委員会・港区
こんな催し物があります……………………………………
☆消費者団体・協力・協賛団体・パネル展示
☆住宅相談・包丁研ぎ（おとな一人一本）・
　まな板削り（一人一枚）
☆記念講演  講師  広河 隆一氏　　など

消費生活展は、年に一度の消費者の祭典です。区内の消費者団体などが日常生活上のさまざまな問題や疑
問を調査・研究し、その成果を発表します。また、楽しくて役に立つイベントが多数ありますので、気軽にご
来場ください。

海の灯まつり
お台場海浜公園

編集後記編集後記
　今号は、夏らしくお祭りの
イベントリポートが多くなり
ましたが、皆様はどちらかに
参加されましたでしょうか？
早くも秋風が吹くこの頃、来
年のカレンダー用写真の募
集も始まりました。ぜひ、た
くさんのご応募をお待ちし
ております。

松浦 奈緒子

　　　　　　　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）。

芝浦港南地区総合支所、台場
分室をはじめ全ての自動
交付機
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～笑顔あふれるみんなのお祭り！～
　この日のために練習した踊りを一心に披露する子
どもたち。触発されて、見よう見まねで踊りだす子ど
もたち。その様子に観衆か
らあふれる笑顔。2日間とも
晴天に恵まれて大盛況で
した！高層ビルに囲まれた
スポットが、夏のひとときの
オアシスとなりました。

～がんばれ東日本 心の灯をともそう～
　お台場海浜公園にキャンドルを並
べて地上絵を描く海の日のイベント。
今年のテーマは「がんばれ東日本 心
の灯をともそう」です。レインボーブリッ
ジの節電が続くなか、一面のお花畑を
イメージした心温まる地上絵で、たくさ
んの子どもたちがキャンドルの間を飛
び跳ねていました。 

～真夏の太陽の下でエネルギー爆発～
　7月18日の海の日、東京海洋大学品川キャンパスで
「港南チャリティ・スポーツ・フェスタ」が開催されました
（主催：ブルザイズ東京（アメリカンフットボールXリーグ
所属）、後援：港区・東京海洋大学）。

　参加した皆さんは、照り付ける夏の陽射しの下、
暑さを吹き飛ばすように身体を動かしていました。
　参加費の一部は東日本大震災で被災した東京海
洋大生の支援のため寄付されました。

7月18日 

港南チャリティ・スポーツ・フェスタ

芝浦2丁目納涼盆踊り大会

7月30日

港南四丁目第3アパート夏祭り

7月16・17日 

海の灯まつり

7月16・17日

皆で作戦を練り得点を重ねる知的なスポーツ
フラッグフットボール

Bjリーグ（プロ）が主催するアカデミーから
派遣されたコーチが指導するバスケットボール教室

スポーツの苦手な人も楽しめる金魚すくい

駅前広場でも水分補給ビル街に響く可愛いワッショイの声

太鼓に三味線も祭りに似合いマス道路まで長ーい行列が出来ちゃって

早く食べたいねー 
待ちきれないよー

乳母車の赤ちゃんもニコニコ顔

や  まつりまち

～多数の来場者にスタッフもうれしい悲鳴～
　毎年人気の焼きそばや焼き鳥などの模擬店は今年
も長蛇の列。福島県
の矢祭町の「もった
いない市場」の農産
物直売は、あっという
間に売り切れ。模擬
店に盆踊りやフラダ
ンス、太鼓等の恒例
の演目も多く名残惜
しい夏祭りでした。

7月29・30日

芝浦まつり
～なぎさ通りは、夕立なんて何のその！～
　「芝浦まつり」は、芝浦住民はもちろん近
隣のビジネスマンやOLも加わって大盛況。
『ブルー・ライト・ヨコハマ』を歌う３歳児に
びっくりのカラオケ大会に、芝浦3･4丁目町会・
芝浦商店会によるバラエティに富んだ出店の
数々……。途中で大粒の雨に降られるというアクシ
デントもありましたが、来場者は傘の花を咲かせて
夏のひとときを楽しんでいました。

港南町会祭礼
7月23日

～幼児のパワー全開！！侮れない子どもの気力体力！～
　真夏の炎天下、大人は神輿を担ぎ子どもが山車
を引き町内を練り歩くこの祭礼は、模擬店もない昔な
がらの祭りの原点。旧海岸通りを横断し楽水橋を渡
り、御楯アパートで休憩し、ワッショイのかけ声も勇ま
しく御楯橋をわたり、汗だくの警察官の誘導でまた品

川駅前で２度目の休憩後スタート地点へ戻る、という
ハードな祭礼。幼い時の体験が伝統を引き継いでい
く底力だと感じました。

夏 の お 祭 り夏 の お 祭 り特集
港区ベイエリア
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海岸2･3丁目町会盆踊り大会

～南浜町児童遊園は多くの人で大にぎわい！～
　会場となった南浜児童遊園には、真夏の炎
天下に多くの人が詰め掛けお昼ごろには児童
遊園内は人でいっぱい！恒例のスイカ割りで
は、子どもたちが列をなして順番を待ち、くじ引
きでは、当選番号が発表されるたび歓声があ
がる大盛況ぶり。その他にもゲームコーナーや
模擬店など、子どもも大人もそれぞれが暑い夏
を楽しんでいるようでした。

～水再生センター屋上は見晴らしのいい芝浦中央公園～
　今年は稼動80周年の記念ということで、総合支所
や警察・消防などの積極的な協力もあり、東日本大震
災救助活動の写真展示他、環境教育にも役立つクイ
ズラリーなど盛りだくさんの催しに、887名の親子連れ

が参加したそうです。
　昭和6年開設、199,127㎡という広大な敷地を持つ
再生センターは、オフィス街に変貌した品川駅港南口
の目の前という地の利を生かし、長期プランで大きく変
貌するようです。

8月5・6日

8月6日 

芝浦一丁目夏祭り

……………………………………………………

7月22日

芝浦サマーフェスタ2011

なかなか当たらないよ～

焼き鳥・フランクフルト係は大忙し 福引きはじまるよ！

起震車にも行列が 鯉のいる池に大はしゃぎ 子どもはあれもこれも忙しい！

盆踊り風景

ジャズと盆踊り

道路も封鎖で模擬店ズラリ 提灯いくつ？きれいだねとパパ

祭の賑わいは最高潮 屋台からはいい匂いが立ち昇る

8月27日

都営港南4丁目自治会納涼大会

～これぞ海辺の町、海岸の夏祭り！～
　会場の埠頭公園は、100年前の明治43
年11月に日本初の南極探検隊が出航した
場所。盆踊り大会には、隊を率いた白瀬矗
氏の出身地である秋田県から“なまはげ”
が登場。思わぬサプライズに子どもたちは
大喜びでした。噴水では毎年人気のカ
ヌー体験も。海辺の町、海岸らしいお祭り
でした。

お台場夏まつり
8月26・27日

～台場のまちが誕生して15年になりました～　
　今年は、15周年を記念して前夜祭からの開催でし
たが、急な豪雨で中止となり、花火だけが打ち上げら
れました。翌日の夏まつりは、さまざまな出店やイベント
で盛り上がりました。この日のために

一生懸命練習したダンスや演奏が素晴らしく、各ブー
スでは子どもたちがクワガタや金魚すくいに夢中でし
た。今年もたくさんの赤ちゃんが
お祭りデビューしました。 

～ゆく夏を送る盆踊り～
　8月27日、高浜運河沿いの都営港南4丁目アパート
自治会恒例の納涼大会が開かれました。幸い好天に
恵まれ運河に面した遊歩道には赤白の提灯がずらり

と下がってまつりの雰囲気を盛り上げます。焼きそば
やソーセージの屋台から立ち昇る煙と匂いが漂う会
場では、老いも若きも輪になって盆踊りを楽しみまし
た。運河をわたる風はもう秋の気配を運んでいました。

9月10日

港南3丁目合同祭り
～シートを敷き家族連れでノンビリと穏やかなひととき～
　台風の影響で一週間遅れの開催、年を重ねるごと
に華やかになる提灯も、集い楽しむ人々も増えてきま
した。東北支援に一役かったお猿さんの演技に幼子
も興味津々。ぶり返した猛
暑のなか各自治会の模擬
店は早々と完売。「アラ！お
久しぶり！」などという声も聞
こえ、ご近所付き合いにも
一役かったお祭りでした。

…………………………………………………………………………

先生にあわせて踊る保育園児たちステージを応援する人々

クワガタを
見つめる子

どもたち

枯葉のじゅうた
んが舞台

特集 夏 の お 祭 り夏 の お 祭 り特集
港区ベイエリア
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～今年も芝浦港南地区の子どもたちが秋田県にかほ市に行ってきました～
夏休み自然体験教室夏休み自然体験教室夏休み自然体験教室

　昨年度から始まった夏休み自然体験教室、今年も芝浦
港南地区の子どもたち16人が2泊3日で秋田県にかほ市
を訪れ、地元の方との交流や自然体験をしてきました。今
年はにかほ市の一般家庭にホームステイさせていただき、
より深い交流ができました。子どもたちも「ごはんがおいし
かった」「部屋が12個もあった」など大喜びでした。
　1日目は白瀬南極探検隊記念館見学、ホームステイ先
の方とドキドキの初対面、星空勉強会、2日目は野菜収穫
体験、そば打ち体験、フェライト子ども科学館見学、BBQ
交流を行いました。2日ともあいにくの雨でしたが、元気に
活動しました。にかほ市の方 と々のお別れのとき、参加し

た子どもたちは「来年も参加したい」、「またホームステイ先
のご家庭に行きたい」、「今回行けなかった湿原に行きた
い」などと話し、にかほ市の方からも「またぜひ来てくださ
い」と言っていただけました。
　これからもにかほ市との交流を続けていきたいと考え
ています。

　妊婦さんが快適な日常生活を送れる手助けとなるよ
う、ちょっとしたリラックス法やエクササイズなどをご紹介し
ています。 小さなＧボール（直径25cm）を利用して簡単
にできるものばかりです。Ｇボールに寄りかかって寝てい
るだけ。Ｇボールに座って呼吸をするだけ。見た目はそれ
だけなのに、からだがぽかぽかしてきて、うっすら汗も。。。

運動が苦手、気が進まない方には特におススメです。 
月に１回程度の活動ですので、お家でもできるように
Ｇボールは差し上げています。特別な運動をしなくても、
日常生活をアクティブに過ごすことが健やかなマタニティ
ライフと出産への第一歩！！参加無料ですので、まずは
お気軽にご参加ください。お子さま連れもでもOKです。

　　　8月20日に、体験してきました。私は妊娠31週、
　　　夏の暑い日なんかは、なかなか運動をする気に
　　　なりませんでした。でも、この小さなボールを使っ
たエクササイズは、運動をしている、といった感覚が全く
なく、何も頑張っていないのに汗が出てきて、とても不思
議でした。これならいつでも出来るし、ボールが
もらえるので、簡単に覚えて家でも出来ます。と
ても血行が良くなって、帰り道は妊娠前に戻っ
たみたいに軽やかに早足で帰ることができまし
た！出産直前まで通ってみたいと思っています。
講師の亀田さんは、若 し々く見えますが、高齢

出産を経験されています。出産前後で体重は増えてい
ないし、体型の崩れも全くなく、おまけにお産も軽かった
そうです。私もこのボールを使って、産前からのケアを
心がけてみたいと思います。
（30代後半、10月に出産予定）

平成２４年（2012年）芝浦港南地区カレンダーを作成します。この地区の魅力的な風景、
イベント等の写真を募集します。応募者には、カレンダーを差し上げます。

軽やかマタニティライフのすすめ 

妊 婦 さ んも お 手軽 エ クサ サイズ

G ボ ー ル
読 者 ギ ャ ラ リ ー

※採用作品は、港区が無償で使用できるものとします。作品は『港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト』カレンダー部会にて
選考します。採用となった場合、お名前（ペンネーム・匿名可）を掲載する場合があります。応募作品は返却しません。

特集子 育 て 応 援

八島 雅之さんの作品
「お台場の休日」

齋藤 正彦さんの作品
「芝浦の船溜まり」

泥谷 隆史さんの作品
「札の辻陸橋より望む新幹線」

多和 裕二さんの作品
「大成功を願いつつ」

台場 にじ子さんの作品
「夏の夕景」

小坂 善男さんの作品
「初秋のお台場海浜公園」

松岡 栄子さんの作品
「レインボーブリッチ」

港南老生さんの作品
「夕陽に映える灯篭」

問合せ・参加申込先：mayu@g-ball.jp（亀田まゆ子） 
お申込みの際は①お名前　②ご連絡先ＴＥＬ　③出産予定日　④お子さま連れの有無　をお知らせください。
こちらでも開催要項を見られます。　ＮＰＯ法人日本Ｇボール協会ホームページ　http://www.g-ball.jp/ 

●活 動 日 時 ： 原則として毎月１，２回　土曜日　１０：３０～１１：３０　　●活 動 場 所 ： 港区立子ども家庭支援センター 

私の
体験談

フェライト子ども科学館にておもちゃづくり にかほ市の方と一緒に集合写真

そば打ち体験、生地からつくりました！ 白瀬南極探検隊記念館見学中 雨の中の野菜収穫、がんばりました！

●対  象  者 ：
●募 集 写 真 ：

●応　　   募 ：

●作品の応募先 ：

●応 募 締 切 ：

港区在住・在勤・在学者
芝浦港南地区（芝浦、海岸２･３丁目、港南、台場）内で撮影したデジタルカメラの
写真（人物を特定できるものは不可）
住所・氏名・電話番号・匿名またはペンネーム使用希望有無・撮影した場所・年月日を
書き、デジタルカメラのデータ（CD-R）を同封の上、郵送または直接、芝浦港南
地区総合支所協働推進課地区政策担当へ。
〒１０８－８５４７　港区芝浦３－１－４７
港区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
１１月１１日（金曜）必着

＜事業概要＞
平成２２年は、我が国初の南極探検隊が芝浦の地
（現埠頭公園）を出航して１００周年でした。その
南極探検隊を率いた白瀬 矗 隊長の出身地が、
秋田県にかほ市（旧金浦町）です。
港区芝浦港南地区と秋田県にかほ市は、南極探
検隊出航１００周年を契機に、子どもたちの交流
を促進する事業を、昨年度より行っています。

芝浦港南地区カレンダー作成のための風景写真募集

しらせ     のぶ

このうらまち

芝浦港南地区にちなんだ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。

 次回の締切は11月11日（金）必着です………………………………………………… …………………………………………………

住所：〒108-8547　※郵便番号だけで届きます
芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部
電話：6400-0031　FAX：3452-4902
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ
・

作品の送付先

編集部では、表紙読者ギャラリーの作品［写真・俳句・イラストなど］を募集しています。
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猛暑の今年、待ちかねたイベントです。

笑顔で節電に貢献

みんなで楽しく環境学習
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活　動　報　告

節電だけじゃない緑のカーテン効果連載コラム連載コラム

　６月１３日、ゴーヤの配布に支所前には老若男女の長蛇の
列が出来ていて節電意識の高さかと、改めて日本人の生真
面目さを見た思いでした。
　当日頂いたゴーヤは、猛暑のガラス戸をレースのように
緑葉が覆い、射し込む日差しは柔らかで開放感があります。
今年は、温暖化が進んでいるせいか育ちが良く、ベランダの

アチコチにつるが伸び室外機の
下でも２か月で実がなりました。
　例年に比べエアコン設定温度は
プラス５度、電気代も安くなり実の収穫も楽しめる緑のカー
テン、初心者でも一度育てるとやみつきになります。　

区民編集委員  石井 弘子

問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話：6400-0031

ベイエリアブランド
検討会の開催

　多くの運河があり、東京湾に面する地域である芝浦
港南地区への愛着を高め、地域資源を活用していく
ため、平成23年度も昨年度に引き続き、ベイエリア
ブランド検討会を開催します。
　本年度は、地区内在住者のほ
か、在勤者、大学、企業等もメン
バーに加え、活発に議論と検討を
重ねていきます。皆さんの連携と
協働により、芝浦港南地区を象
徴するベイエリアブランドの発
展を目指しましょう。

　7月26日、芝浦小学校の夏講座において、カルガモプ
ロジェクトメンバーによる「運河の水鳥を学ぼう」講座を
実施しました。
　当日は、４人のメンバーが講師となって地域の運河
で観察できる水鳥についてスライドを交えて講義を行
いました。子どもたちからは、普段見ている鳥が出てく
るたび「この鳥知ってるー」、「いつも運河でみるやつ
だー」などの声
があがり、質問
タイムには多く
の質疑がされ
るなど、カルガ
モ夏講座は今
年も活況となり
ました。

基本計画検討プロジェクト

カルガモプロジェクト
芝浦小学校で夏講座を実施しました。

7月27日 港南地区

【ベイエリアブランドリーフレット】
（協働推進課で配布しています。）

　港南子ども中高生プラザや都営港南四丁目第３アパート、港南
いきいきプラザや近隣企業や大勢の園児も参加して行われるこの
イベントも年中行事の一環として定着してきました。水遊び大好きな
園児たちは、パパ世代のお兄さん？に、水をかけはじ
ける様な笑い声。それぞ
れが楽しみ、かき氷で身
体も冷え、マイナスイオン
に心身ともに癒されたひ
とときでした。

8月3日 芝浦地区

　数ある節電対策の中で「打ち水」は、少し
遊び感覚でできるものかと思います。
　説明を真面目に聞き、受け答えする子ど
もたちが、打ち水開始とともに満面の笑み
に変わりました。「もっとまくから大きいのに
して！」、「２つの欲しい！」と率先して水を撒
いてくれる子どもが少したくましく見えまし
た。２度温度が下がった道路に子どもたち
も満足そうでした。

8月9日 台場地区

　南国の雰囲気のある台場、他の地区より暑く感じるのは気のせいでしょ
うか。その暑い台場を冷ますため今年も打ち水を行いました！
　プールの水を再利用するなど、エコな
打ち水。施設４館の共同開催で、地域の
方々を含めた参加者は１００名近くにもな
りました。みんなで楽しく打ち水をしてマイ
ナス２度を達成！打ち水終了後、かき氷や
アイスをおいしくいただき、参加者はちょっ
と涼しい気持ちになれたことでしょう。

地域の魅力アッププロジェクト
べいあっぷウォーキング港南の魅力再発見

　秋の１日港南地域を歩いてみませんか？東京海洋大
学のクジラの骨格標本は圧巻です。

■港区基本計画・芝浦港南地区版計画の後期3年の
見直しに向けた、地区版基本計画検討プロジェクト
からの提言式を開催しました

　地区版基本計画検討プロジェクトでは、平成２２年
度から各地区の現状と課題、将来像などについての
議論を行い、地区版計画の見直しに向けた検討を進
めてきました。
　これまでの検討の成果を区長に提言する「提言式」
を７月１２日に港区役所で開催しました。
　地区版基本計画検討プロジェクトの提言は、かがや
くまち、にぎわうまち、はぐくむまち、防災関連の４つの分
野ごとにまとめられています。
　提言は、芝浦港南地区総合支所のホームページ、
芝浦港南地区総合支所協働推進課の窓口等で閲
覧できます。
　港区では、いただいた
提言をもとに、港区基本
計画・芝浦港南地区版
計画（素案）を策定し、
11月に素案の説明会を
開催する予定です。

平成２３年１１月５日（土）午前９時～１０時受付
東京海洋大学（受付場所）－品川セント
ラルガーデン－楽水橋－ふれあい橋－
港南緑水公園－五色橋交差点－浜路
橋－高浜運河沿緑地－東京海洋大学
（所要時間：約2時間）
２００人（先着順）
１０月１１日（火）までに、参加者全員の住
所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入の
上、郵送またはファックスで、〒108－8547港
区芝浦3－1－47芝浦港南
地区総合支所協働推進課
地区政策担当 ファックス
3452－4902へ。健康な状態
で参加できる方に限ります 
（小学生以下は保護者同
伴） 。※申込者に集合場所
等の御案内をお送りします。

実 施 日
コ ー ス

定 員
申し込み方法

：
：

：
：

打 ち 水 大 作 戦 2 0 1 1
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煙中避難訓練の様子

10/1（土）

10/16（日）

10/16（日）

10/27（木）

11/5・6（土）・（日）

11/5・6（土）・（日）

11/6（日）

11/19（土）

11/24（木）

12/4（日）

12/8（木）

12/10（土）

12/11（日）

12/14（水）

12/21（水）

10：00～15：00

9：00～12：30

9：30～11：30

10：00～16：00

10：00～11：30

9：00～15：00

9：30～16：30

10：00～15：00

12：00～15：00

10：15～11：15

10：30～11：30

10：00～14：00

10：30～11：30

9：00～10：30

11：00～

未定

未定

14：00～15：30

フリーマーケット（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

芝浦幼稚園運動会

港区総合防災訓練（芝浦会場）

展覧会

フリーマーケット（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

音楽発表会

もちつき大会

おもちつき

主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター前広場

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生月の0～5歳児とその保護者対象、定員15名、要事前申込み）

ほのぼの作品展
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

あいぷらまつり
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生月の0～5歳児とその保護者対象、定員15名、要事前申込み）

第23回芝浦港南ふれあいまつり
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生月の0～5歳児とその保護者対象、定員15名、要事前申込み）
クリスマス会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
0～3歳児対象、定員15名、要事前申込み）

高齢者カラオケ大会（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザ5443-7338、高齢者対象、要事前申込み）
年末お楽しみ会
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

12/24・25
（土）・（日）

10/28・29・31
（金）・（土）・（月）

10/19・20
（水）・（木）

主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦小学校校庭
主催：港区
場所：旧芝浦小学校敷地
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター全館
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター前広場
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校体育館
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：芝浦二丁目町会・商店会
場所：船路橋遊園
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ4階体育室
主催：メゾン田町自治会
場所：メゾン田町駐車場
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

クリスマス子ども大会（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、区内の幼児・小学生及びその保護者対象）

主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センターホール

主催：港南中学校
場所：港南中学校体育館
主催：港南中学校
場所：港南中学校

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

主催：港南中学校
場所：港南中学校

主催：こうなん保育園
場所：港南和楽公園
主催：港特別支援学校
場所：港特別支援学校
主催：港南いきいきプラザ
場所：港南いきいきプラザ
主催；港南幼稚園
場所：港南幼稚園
主催：港南中学校
場所：港南中学校
主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園園庭
主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園
主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

主催：港区
場所：港南中学校、港南和楽公園
主催；港特別支援学校
場所：港特別支援学校

10/4（火）

10/7（金）

10/8（土）

10/12（水）

10/15（土）

10/22（土）

11/2（水）

11/2（水）

11/4・5（金）・（土）

午後（未定）

13：25～14：15

8：45～11：35

10：00～11：30

9：00～14：00

10：00～15：00

10：00～16：00

9：00～12：30

10：00～

10：00～11：30

スポーツセミナー

学校音楽芸術教室

伝統・文化体験

親子運動会

ほのぼの作品展

運動会

学芸発表会

幼稚園公開日

かもめっこデー
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、未就園児親子対象、当日参加可）

ボランティア養成講座
（問合せ：港特別支援学校3471-9191、要事前申込み）

やきいも会（問合せ：こうなん保育園3450-5004、
２歳以上対象、要事前申込み10名まで）
かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児親子対象、当日参加可）

10/19・20
（水）・（木）

10/24～29
（月）～（土）

10/15・11/5・
12/17全て（土）

9：00～16：00
10/29のみ～13：30まで

9：00～14：00
（5日は12：00まで）

9：00～15：30
（3日は12：00まで）

芝　 浦  ・  海　岸

港　 南

港区ベイエリア・港区ベイエリア・ 11/6（日）

11/11（金）

11/12（土）

12/2・3（金）・（土）

12/4（日）

12/6（火）

12/17（土）

12/24（土）

12/24（土）

9：30～11：30

9：15～12：30

12：00～16：00

10：00～16：00

10：00～16：00

午前

14：30～16：00

18：00～20：00

港区総合防災訓練（港南会場）

作品展

ゆとりーむ祭り

もちつき大会

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

プラリバまつり
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、参加自由）

学校公開
（問合せ：港特別支援学校3471-9191、要事前申込み）

クリスマス会（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
小学1～6年生対象、要事前申込み）

カラオケ大会
（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915、要事前申込み）

中高生年末年忘れ（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
中学1年生～高校3年生対象、要事前申込み）

主催：港南いきいきプラザ
場所：港南いきいきプラザ
主催：港南いきいきプラザ
場所：港南いきいきプラザ
主催；港南中学校
場所：港南中学校
主催；港南子ども中高生プラザ
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
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
場所：港南和楽公園

※日程は変更になる可能性があります。

10/8（土）

10/15（土）

10/22（土）

11/5（土）

11/12（土）

11/19（土）

11/19（土）

11/22（火）

12/3（土）

12/3（土）

10：30～12：00

9：00～12：15

9：00～15：00

9：00～12：00

13：30～16：00

9：00～15：00

未定

9：30～11：30

11：00～16：00

10：30～12：00

9：00～14：00

13：30～16：30

未定

9：00～14：00

親子運動会（問合せ：台場保育園5500-2360）

学校公開（問合せ：お台場学園5500-2575、保護者・地域一般対象）

港区総合防災訓練（台場会場）

幼稚園公開（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、参加自由）

主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場保育園
場所：レインボー公園
主催：お台場学園（港陽小・中学校）
場所：お台場学園（港陽小・中学校）
主催：にじのはし幼稚園
場所：お台場レインボー公園

主催：お台場学園（港陽小・中学校）
場所：お台場学園（港陽小・中学校）

台　 場
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、参加自由）

にじっこ運動会
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、未就園児対象、参加自由）

主催：台場児童館
場所：台場児童館

楽園まつり（問合せ：台場児童館5500-2363、
参加自由、事前にチケット販売あり）

主催：港区
場所：お台場学園（港陽小・中学校）
主催：お台場ふれあいマーケット実行委員会
場所：台場コミュニティプラザ３階
主催：みなと図書館
場所：にじのはし幼稚園
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場高齢者在宅サービスセンター
場所：台場区民センターホール

主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園

学芸発表会
（問合せ：お台場学園5500-2575、保護者・地域一般対象）
あきる野バスハイク
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込み）

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、出店は要事前申込み）
にじっこキッズ（11：45～おはなし会）
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、参加自由）

10/13～15
（木）～（土）

10/4・25・11/8・
12/6全て（火）

12/9・10
（金）・（土）

11/28～30
（月）～（水）

年末ふれあいコンサート
（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター5531-0520、参加自由）

にじっこ作品展
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、参加自由）

港区総合防災訓練（芝浦港南地区総合支所管内）のお知らせピ ッ ク
ア ッ プ

■芝浦会場  日　時：平成23年10月16日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
　 会　場：旧芝浦小学校敷地／芝浦3－1－20
■港南会場  日　時：平成23年11月6日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
 会　場：港南中学校／港南4－3－3 および 港南和楽公園／港南4-2-18
■台場会場  日　時：平成23年11月19日（土）午前9時30分から午前11時30分まで
 会　場：お台場学園（港陽小・中学校）／台場1－1－5

　区では毎年、防災関係機関の協力を得て、地域ぐるみの
防災訓練を実施しています。
　今年は、東日本大震災によりかけがえのない多くの尊い生命が
失われるなど、自然災害による甚大な被害が発生しています。
　災害発生時には、区民ひとりひとりの「自分たちのまちは

自分たちで守る」という意識が重要です。
　災害による被害を最小限にするために、日ごろから災害
への備えを心がけ、訓練の場に積極的に参加することに
よって、自助・共助について考える機会としてください。各地
区の訓練日程は、次のとおりです。

消火器を使った初期消火訓練

主催：台場児童館
場所：あきる野市

主催：台場児童館
場所：台場児童館

そば打ち（問合せ：台場児童館5500-2363、
原材料費本人負担有、要事前申込み）
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