芝浦港南地区

平成 24 年 3 月

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・

第23号

ご要望をお待ちしております（送り先は下記へ）。

芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト（平成24年4〜6月）

保健師、助産師、栄養士によるプロジェクトチームが、次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を持つ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、ぜひご利用下さい。
日

開催場所

時

間

内

容

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:

全 域
芝
浦

4／5 （木） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第１回）

sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

5／14（月） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第２回）

6／14（木） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第１回）

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

6／25（月） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第２回）

4／12（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

4／19（木） 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：30 ②11：00〜12：00 ③13：00〜14：30 ①こども園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

5／10（木） 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：30 ②11：00〜12：00 ③13：00〜14：30 ①こども園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

5／24（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30

6／7 （木） 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：30 ②11：00〜12：00 ③13：00〜14：30 ①こども園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

6／21（木） 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①10：30〜12：00 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

4／9 （月） 港南子ども中高生プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

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。

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

編集後記
編 集 委 員となって何 年 たっ
たのか、そろそろ次の人たちに
バトンタッチしなきゃと考えて
います。
この間、多くの方とお 会いし
学ぶことも多かったのに、自分

港
南

自 身 何 も 変 わ って い な い と

5／7 （月） ①②こうなん保育園 ③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ） ①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30 ①保育園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

時々は反省しますが、年のせい

5／21（月） 港南子ども中高生プラザ

か性格のせいかすぐ忘れます。

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

6／11（月） ①②こうなん保育園 ③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ） ①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30 ①保育園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

台
場

6／28（木） 港南子ども中高生プラザ

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

4／16（月） 台場児童館

①10：30〜11：45 ②11：45〜13：00

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

4／26（木） 台場保育園
（台場分室・多目的室）

①10：00〜11：30 ②11：00〜12：30 ③13：30〜14：30 ①保育園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

5／17（木） 台場保育園
（台場分室・多目的室）

①10：00〜11：30 ②11：00〜12：30 ③13：30〜14：30 ①保育園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

5／28（月） 台場児童館

①10：30〜11：45 ②11：45〜13：00

6／4 （月） 台場保育園
（台場分室・多目的室）

①10：00〜11：30 ②11：00〜12：30 ③13：30〜14：30 ①保育園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

6／18（月） 台場児童館

①10：30〜11：45 ②11：45〜13：00

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

ボランティア で 私 利 私 欲 が な
いと言えば聞こえはいいが、好
奇 心 が 強く書くことが 好 きな
だけ、素人なんだから下手でも
ともと、と居直っています。
これを 読 んでくだ さった 貴
方、今すぐ編集委員にならなく
て も 、ご 提 案 やご 感 想 お 寄 せ
下さればと思っています。

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

石井 弘子

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２

編集部
石井 弘子
古川 葉子

國富 俊策

香取 ゆき

港南大橋からの眺望
港南かるがもさんの作品

・
［特集］ベイエリア公園紹介

台場シャトルバス運行準備中！… P2

港南防災ネットワーク

区民交通傷害保険のお知らせ

締切り
3
月
区民交通傷害保険の
30日
（金）
平成24年度
※金融機関
申込み締切り間近！

松浦 奈緒子

お台場学園防災Jr.ティーム

奈良 信一

芝浦港南地区の自主防災組織が
第８回地域の防火防災功労賞を受賞しました！

お 急ぎ ください！

宮尾 賢

※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。
※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。
※くつろぎタイムとは、気軽に子育ての相談ができ、親子でゆっくりできる時間です。
※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。

港南防災ネットワークとお台場学園防災Jｒ.
ティームが、区長に地域の防火防災功労賞
（ 主 催：東 京 防 災 救 急 協 会 ）受 賞の報 告を
行いました。受賞した賞は、
『 防災救急協会
理事長賞』
という最優秀賞に次ぐ賞です。今
回の受賞は、2009年の芝浦小地区防災協
議会に続くもので、芝浦・海岸、港南、台場の
３地区全てが受賞したことになります。

人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・

4／23（月） ①②こうなん保育園 ③港南子ども中高生プラザ ①②10：00〜11：30 ③13：00〜14：30 ①保育園であそぼう ②計測、相談 ③くつろぎタイム（計測可）

で の 申 込み
は
３月２3日
（金）
までです。

問合せ 芝浦港南地区総合支所 協働推進課 電話：６４００−００31
12 べいあっぷ

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

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・

総合支所だより

月

芝浦港南地区情報誌

編集部では全員がボランティアで参加する区民

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

ゴヨウ
（は）
ナーニ 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 23048-2435

・港区ベイエリアイベントリポート…………… P3〜5
・子育て応援特集／自転車コラム…………………… P6
・読者ギャラリー／サークル紹介…………………… P7
・環境リポート………………………………………… P8
・パワーアッププロジェクト活動報告 ……………… P9
・ベイエリアイベントカレンダー…………… P10〜11
・総合支所だより…………………………………… P12
次号（第24号）は平成24年6月下旬発行予定
しゅんせつ船「海竜」
（ 東京都港湾局提供）

ベイエリア公園紹介

港南緑水公園まもなく 全 面 開 園
放

これまで部分的に開園してきた港南緑水公園は、

港南緑水公園は、マンホールトイレやかまどベンチ

平成22年からの本格整備工事も今年3月中には終

等の防災機能、緑と水というやすらぎをコンセプトに、

了し、全ての区域が開園します。

噴水、
自然観察池、落葉樹のこみち、季節感のある

平成16年都市計画公園として事業認可後、近隣集

木々、
イベントにも配慮した京浜運河沿いのウッドデッ

合住宅、町会や学校関係、各PTAに一般公募の区民

キ、広い芝生やドッグラン
（4月2日
（月）
より本格実施）

の参画を得て行った7回にわたるワークショップにより策

も整備されています。
まもなく桜の開花時期、お花見

定した基本計画に基づき整備が進められてきました。

に散策に一度立ち寄ってはいかがでしょうか。

港区ベイエリア

特集

●12月11日

さかなクン講演会
〜ギョギョギョ〜と楽しい魚の世界へようこそ！〜
昨年の師走、東京海洋大学と芝浦港南地区総合支

ちは元気良く手をあげて魚の名前を答えます。正解者に
はその絵をその場でプレゼント。
さかなクンと魚の面白さ

所共催で、小学生のための「さかなクン講演会」が開催
されました。会場はさかなク
ンが 客 員 准 教 授を務 める

が伝わる、楽しい講演となりました。

東 京 海 洋 大 学の品 川キャ
ンパス。
講演はクイズ形式で行な
われ、イラストレーターでも
あるさかなクンが 大きな模
造紙に魚を描くと、子どもた

●1月17・18日

雪あそびと雪明りの夕べ
〜晴天でかまくらは中止に、残念！〜
港南和楽公園に「雪やさんがきたー」
と待ちかねた園
児たちの歓声があがりました。今年の雪だるまはどんな

港南緑水公園データ

●所在地：港南４丁目７番４７号
（JR品川駅から徒歩２０分、
ちぃばす港南４丁目交差点停留所から徒歩２分）
●面 積：約２ヘクタール

台場シャトルバス

4月中旬 運行開始（予定）

の？と、園児や親子連れが待ちかね雪やさんもサポート
隊も大忙し。
２メートルほどの高さのすべり台は子ども目
線だと、
ちょっとしたバンジージャンプなみの勇気がいると
思えるのに、転んでも泣く子はいませんでした。
１８日の手
作り灯籠もカラフルで心
いやされるものでした。
幼 少 時 の 思 い出 づくり
にも情 操 教 育にも役 立
ち、次の世代にも引き継

上手にスッテンコロリーン

が れていく行 事 だと思

〜地域の皆さまに親しまれるバスをめざして〜
台 場 地 域は、区の他の地 域とはレインボーブリッ
ジで繋がっており、民間企業や集客施設がコンパク
トに集 積 する都 内 有 数の観 光 地です 。これらの台
場の地 域 特 性を踏まえ、平 成 2 4 年 4月中旬に新た
な交 通 手 段として、速 達 性に優れた「 台 場シャトル
バス」
を運行します。
運 行ルートは、田町 駅 及び 品 川 駅 から台 場まで
の2ルートです 。運 営は、台 場 地 域の住 民 代 表 、企
業 代 表 、バス運 行 事 業 者 、区で構 成される運 営 協
議会が担います。
「台場シャトルバス」の運行により、台場地域の交
通 利 便 性 が 向 上し、観 光 振 興やビジネス拠 点とし
ての魅力を向上させることが期待されています。
今後の詳細内容については、広報みなと
（4月11日

運
賃：大人200円 子ども100円
運行時間：田町ルート 7時台〜20時台
品川ルート 7時台〜20時台
運行間隔：田町ルート 60分間隔
品川ルート 30分間隔
（平日の通勤時間帯2時間は15分間隔）

いました。

おんぶでにこにこ親子

みんなで作って飾ったよ!!

●2月18日

芝浦小学校開校70周年記念式典
〜芝浦小学校開校70周年を記念する式典が行われました〜

2月18日、芝浦小学校開校70周年記念式典が開かれました。式
典には、多くの来賓や地域の方々が集まり、盛大な７０周年の祝い
となりました。黒田泰正校長の挨拶では、戦時中の疎開先での日
誌が読まれ、当時の様子が印象的に語られました。
式典後に行われたアトラクションでは、
６年生による芝浦太鼓が
披露され、迫力ある演技で観客を楽しませていました。
まだまだ発展する芝浦のまち、現在の恵まれた環境とあたたか
い地 域 の 人々に囲ま
れ、子どもたちは健や
かに成 長していくこと
でしょう。

号）でお知らせします。
2 べいあっぷ

べいあっぷ 3

港区ベイエリア

●２月４日

●2月18日

みどりのプロデュース講座

ワークショップ

〜まちとみどりの歴史を学ぶ〜
芝浦港南地区総合支所で花門フラワーゲートの藤井

で日比谷公園の5.5倍もの広大さであること、企業と都民
の寄付で温暖化対策に48万本の植栽が進行中で、
リサ

〜大規模震災の発生に備えて必要なこと〜
昨年3月11日に発生した東日本大震災の記憶はまだ

議室に集まり、午後5時まで熱心な討議が行われました。
支所からの防災への取組みの説明、加藤孝明東京大学

俊 夫 講 師による港 区「 芝 浦 港 南 地 区 4 0 年の報 告と提
言」
と題し、長年この地域の植栽にも携わってきた経験を
軸に、江戸から引き継がれてきた先人達の歴史や先輩
諸氏との関わりも交えての講座が開かれました。

イクル土などを利用した最大標高30メートルの丘まで造
るという
『もの作り大国日本』
ならではの壮大なプロジェク
トが進行中であることなど、
この地域にも関わりのある話
題満載の有意義な講座だったと好評でした。

誰にも生々しいものです。
さらに最近、
「 首都直下地震が
起こる確率は4年間で70％」
というメディアの発表もあり、
震災への備えを充分にすることは焦眉の急と言えます。
そんな状況を踏まえて2月18日、芝浦港南地区総合支所

准教授の基調講演に続いて、参加者が6グループに分か
れて①3.11大震災から学んだ教訓、②それを今後の震災
に備えてどう生かすか、
という二つのテーマをグループご
とにディスカッションを行って結論をとりまとめ発表しました。

主催のワークショップが開催されました。
無作為で抽出されたこの地区の居住者、通勤者の計
43名が午前10時に品川駅港南口前の品川フロントビル会

切実な課題だけに各グループとも熱のこもった討議が
行われ、発表内容もそれぞれ傾聴すべき点が多いものと
なりました。

新芝運河沿いにガス灯が設置された経緯、建設中の
新支所に隣接する芝浦公園の大銀杏や里桜の例、東
京都港湾局が造成中の「海の森公園」が88ヘクタール

園芸だけでなく、歴史の勉強も

みどりのカーテン ゴーヤとアサガオ

●3月4日

●２月5日

べいあっぷウォーキング

新春お楽しみ会 〜台場高齢者の集い〜
〜お餅つきと童謡コンサート〜
台場地域にお住まいの高齢者の皆さんへ、新春お楽
しみ会を開催し、当日は約１００名の参加がありました。
地元自治会の協力を得て行ったお餅つきは、あんこ、

掛声に合わせて「よいしょ〜！」

きな粉、
ゴマなど種類も豊富。
童謡コンサートでは、体を左右に揺らし、足でリズムを
とる皆さんの姿が印象的で、
アンコールが出るほど好評
のうちに幕を閉じました。

心温まる童謡コンサート

●2月6日・16日

夏みかんでマーマレード作り！
〜芝浦・海岸名物 夏みかんマーマレード〜
芝 浦・海 岸 地 域で採 れた夏みかんを使っ
たマーマレード作りが開催されました。皮と実
と袋と種に分けてそれぞれ下ごしらえをし、砂
糖を加えて煮詰めるという工程。2時間以上も
かかる作 業でしたが 、甘 酸っぱい香りに包ま
れた室内で和気あいあいと進みました。
グループごとに好みの甘さと渋みで作った
マーマレードは、手 作りならではの逸 品となり
ました。
4 べいあっぷ

団らん室で和気あいあい

〜台場15周年！レインボーブリッジを歩こう！〜

レインボーブリッジは徒歩で渡ると30分弱、最後に北側

当日朝、生憎の曇り空の下、309名の参加者が田町駅
前の芝浦港南地区総合支所前をスタートしました。
この日の気温は7度と肌寒い陽気でしたが、元気一杯

の通行路へ出ると、東京タワーとスカイツリーが一望でき
る素晴らしい眺めが待っていました。出発して約２時間、
参 加 者は全 員 、満 足 感にあふれた顔で台 場 区 民セン

の善男善女は完全装備の防寒対策で寒さをものともせ
ず、一路、台場へ向かいました。
このウォーキングの目玉、

ターへゴールしました。

レインボーブリッジを歩く

やっとお台場に到着

自由の女神前で記念写真

江 戸 前 み なと塾 からの 提 言
東京海洋大学と芝浦港南地区総合支所では、
平成23年度に
「江戸前みなと塾」
を開講しました。
最終回の平成２３年
１１月１９日に、江戸前の海「東京湾」
の環境を守り、
よりよくしていくために参加者の皆さんが提言をまとめました。

■江戸前みなと塾からの提言
１ 様々な世代で海を身近に感じられるプログラムの普及→みなと塾を広げよう
２ 東京港使用料を東京湾のことを知ってもらう研究や開発の費用に充てる
３ ・
「港区ブランド」をつくる ・新たな江戸前漁業の開発
・続けていく環境づくり
・親しめる海づくり
平成24年度も江戸前みなと塾を開講する予定です。詳細が決まりましたら、広報みなと等でお知らせしま
すので、是非御参加ください。

問合せ

協働推進課 地区政策担当

電話：6400ー0013
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地域の保育園紹介

子育て応援

特集

読者ギャラリー

アスク芝浦4丁目保育園
〜芝浦西運河をのぞむアットホームな保育園〜

今回は、昨年４月にオープンした「アスク芝浦４丁目保
育園」におじゃましました。

自然な形で伸ばし「後伸びする力」
を育むことを理念と
して掲 げているとのこと。あたたかい木の風 合いを生

アスク芝浦４丁目保育園では、英語、体操、
リトミック、
クッキング保育のほか、野菜栽培を通じた食育など、子ど
もの力を伸ばすさまざまな取組みを行っています。
また、

かした園 内には子どもたちの楽しそうな笑 顔 が 溢れ、
おや つを美 味しそうに食 べている姿など が 微 笑まし
い、
アットホームな雰囲気の保育園でした。

それらを
「詰め込み」でなく子どもの感受性や好奇心を

多和 裕二さんの作品
「海苔づくりに成功したぞ〜」

園庭で遊ぶかわりに
地域をお散歩します

台場 にじ子さんの作品
「空の作品」

おやつは手作り おいしい〜

小坂 善男さんの作品
「早春のレインボーブリッジ」

松岡 栄子さんの作品
「芝浦運河にそびえ立つアイランド周辺のマンション夜景」

港南中OBさんの作品
「素晴らしい港南中グラウンド」

港南老生さんの作品
「新港南橋下の水鳥」

こんな季節のイベントも
至 田町
八千代橋

あたたかい雰囲気の園内

私立認可保育園 アスク芝浦４丁目保育園

アスク芝浦4丁目保育園
芝浦港南
区民センター

渚橋

キャピタル
マークタワー

施設概要

●場
所：〒１０８−００２３ 港区芝浦４丁目１２−２８
（右図）
●開園時間：（月〜金）
７：１５〜２０：１５ （土）
７：１５〜１８：１５
●保育定員：６０名
（０歳９名、
１歳１０名、
２歳１０名、
３歳１０名、
４歳１０名、
５歳１１名）
●問 合 せ：６４３５−２８５５

区立芝浦小学校
区立芝浦幼稚園

夕凪橋

アスク芝浦4丁目
保育園

しば うら子さんの作品
「ゆりかもめの車窓から」

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。

至 品川駅

………………………………………………… 次回の締切は5月11日（金）必着です …………………………………………………
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。

港 南補助
南補助123号線に自転車専用レーン
123号線に自転車専用レーン
〜乗る人も乗らない人も交通ルールをおぼえましょう〜
御楯橋から港南緑水公園までの間の港南補助123号線で、
自

害 賠 償 責 任を

転車専用レーンが整備されます。歩行者の安全確保、
自転車利

負った高校生の

用者の増加に伴い多発する事故への対策として、主にスピード

事 例 がありまし

の出やすい直線歩道に配慮した港区の施策です。

た。被 害 者 側だ

自転車は、高齢者や13歳未満の子ども以外は車道走行が
原則です。先日、高輪警察署に伺ったところ管内でも自転車が

側にも悲 劇とな
るの が 交 通 事

ねられ、後頭部打撲で死亡する事故があったそうです。なぜ

故です。

ルール無視の自転車に尊い命を絶たれるのでしょうか。不条
理この上ないことです。
ちなみに、警視庁のパンフレットには、携帯電話を片手に走
行中、歩行者に脊髄損傷の大怪我を負わせ、
６千万円余の損

芝 浦 ジ ャガ ーズ
芝浦ジャガーズは、週末、芝浦小学校及び近郊グラウンドにて練
習や試合をしています。現在は小学6年生が引退し、年長さんから小
学5年生まで20名のメンバーが在籍しています。
（平成24年3月現在）
一緒に楽しく野球をやりませんか。

けでなく加 害 者

らみの事故が多く、最近、通勤時間帯に歩行者が自転車には

整備中の港南補助123号線

歩道走行に慣れきった自転車利用者の意識を変えるには、
ハード面の施策と罰則の強化のほか、
自転車利用ルールの更
なる周知徹底を図っていくことが必要ではないでしょうか。
区民編集委員

◎自転車の場合、スピード違反や駐車違反で切符をきられると罰金等はその場で確定します。自転車で違反切符を切られると車より大
変な事をご存知ですか？錦糸町の東京簡易裁判所墨田庁舎内の警視庁交通部交通執行課墨田分室まで出頭することになるそうです。
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問合せ
・
作品の送付先

〈体験・見学〉
いつでもできます。土曜日は、主に芝浦小学校にて練
習していますのでお気軽にお越しください。
初心者大歓迎です！年長さんから練習に参加できます。
もちろん女子もお待ちしております！
※道具はお貸しいたします。親子での参加も大歓迎です。

下記、担当または最寄りの部員までお気軽にお問い合わせください。
担当：佐久田 Eメール：shibaura̲jaguars@mail.goo.ne.jp
HP：http://shiburajaguars.web.fc2.com/index.html

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

サーク ル 紹 介

編集部では、港区ベイエリア内に在住、
在勤の方が主催しているサークルを募集します。
サ ークル の 名 称 、活 動 内 容 、代 表 者 の 住 所・氏 名・連 絡 先 、主な活 動
場所を明記の上、メール、ファックスまたは郵便でご応募ください。
※営利目的や宗教活動および政治活動を目的とした団体は、
ご遠慮ください。
※誌面の都合上、掲載できない場合もございますのでご了承ください。
※必要に応じて、編集部で取材をさせていただく場合がございます。
問合せ
・
応募先

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
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お台場海苔づくり

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

〜本物の江戸前海苔が今年も完成！〜

平

よく晴れた寒い冬の土曜日、お台場学園ピロティで「お台場海苔の
収穫と海苔すき体験」が行なわれました。お台場の海苔づくりも今年で
7年目。放射能の影響も心配されましたが、事前の検査をクリアして、
無事にこの日を迎えることができました。
海苔づくりはお台場学園港陽小学校５年生の児童と地域の方々から
なる
「お台場海苔づくりの会」
を中心に行なわれてきました。
1月14日のひび
立て
（海苔網を張るための支柱を立てること）
の後には、海苔づくりの会
の方が深夜1時に集合してひびの高さを調整したこともあったそうです。
気温が低いことから今年はやや不作とのことでしたが、
ピロティに
引き上げられた海苔網には黒々と光る海苔がびっしり。体験に集まっ
た人々は、冷たく濡れた海苔に指先を凍らせながら刈り取りと海苔す
きを楽しんでいました。
海苔の味噌汁は、
シコシ
コとした歯ごたえが小気味

成

2

3

東 京 都 広 報 2月号に、2 0 1 2 年スタート
「2020年の東京」への実行計画として8つ
のプログラムが掲載されていました。その中
に防災も意図し「水と緑の回廊で包まれた
美しいまち東京」の復活、隅田川の船運の
活性化という目標が掲げられていました。
「水と緑、船運」それは、
この地域が意図
しているものです。その昔、週刊誌に東京
砂漠と書かれ、緑が少なく土ぼこりが舞い、
駅 向こうの町と言われてから半 世 紀 、今 、
日々インフラも整備され発展中の私たちの
まち、技術革新によってその進展は速く、港
南緑水公園、
自転車専用レーンの完成も目前、品川・
田町から台場へシャトルバスも走る。芝浦や水再生セ
ンター等にもオフィスビルができ、在勤者も居住者も増
える。近い将来、駅には動く歩道もでき、港南５丁目か
8 べいあっぷ

港南5丁目から台場をのぞむ

ら台場へ新しい橋が架かるかもしれない。多くの樹
木が大木となる頃、私たちのふるさとは、緑に包まれ
た風格のある街になることでしょう。
区民編集委員 石井 弘子

動

報

告

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、平成22年度から芝浦港南地区の現状
と課題、将来像などについて、検討を進めてきました。
平成23年7月12日、検討の成果を
「提言書」にまとめ、
区長に提出しました。
提言を受けて、芝浦港南地区総合支所では、平成24
年度から26年度までの3か年を計画期間とする
「港区
基本計画・芝浦港南地区版計画書」
を策定しました。
港区基本計画・芝浦港南地区版計画書は、平成24年
4月に発行される予定です。

カルガモプロジェクトでは、
７月に芝浦
小学校で水鳥の講座を実施し好評を
得たほか、芝浦運河まつりや水辺フェ
スタへの参加など精力的に活動を
しました。
また、都立野鳥公園や自
然教育園でのフィールドワークを
実 施 するなど、知 識の向 上を
図ることもできます。今後も、
カ
ルガモの 観 察 や 各 種 の 講
座、講演会を通して、幅広
い 世 代 が 交 流できる企
画を展開していきます。

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13

10年20年後の芝浦港南地区はどうなってる？

活

カルガモプロジェクト

事 業 名
憩いの水辺空間創出事業
運河・水辺の魅力アップ事業
自転車シェアリング事業
ベイエリア防災行動力向上事業
ベイエリア防災プロジェクト
水辺フェスタ
ベイエリアブランドの創出
みどりがつなぐ交流事業
地域の政策形成・課題解決プロジェクト
ベイエリアカレッジプロジェクト
秋田県にかほ市交流事業
子育てあんしんプロジェクト
MINATOベイエリアウォーク

備 考
新 規
新 規
新 規

新 規

新 規

地域の魅力アッププロジェクト
連 載 コラム

度

基本計画検討プロジェクト

■芝浦港南地区総合支所が進める主な地域事業

良く、冷え切った身体を融
かしてくれました。

年

イベント検討チームとベイエリアの課題解決等チーム
に分かれて、ベイエリアの魅力アップを目指し、1年間活
動しました。
11月5日、東京海洋大学海鷹祭にあわせて、
「 べい
あっぷウォーキング〜港南の魅力再発見！
！」
を開催し、
64人が参加しました。
3月4日、
「 べいあっぷウォーキング〜台場15周年記念
レインボーブリッジを歩こう！」
を開催し、309人が参加し
ました。
「ベイエリアみどりのプロデュース講座」
（3回）
では、
12月
17日、第1回の
「クリスマスリース作り講座」
を開催し、19人
が参加しました。
2月4日、
第2回の
「みどりのプロデュース講
座」
には、28人が参加しました。3月17日には、第3回の
「園
芸講座」
を開催しました。
このほか、地 域の歴 史
を調べ、古くからお住まい
の方への聞き取り調査な
ども行っています。

問合せ

港区ベイエリア・パワーアップ
プロジェクトメンバー募集
芝浦港南地区総合支所では、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24年度の
メンバーを募集します。地域の魅力を高めるため、一緒
に活動してみませんか？
（芝浦、
海岸2・3丁目、
港南、
台場）
象 芝浦港南地区
在住・在勤・在学者等で、
会議に参加できる人
（イベントの
活動内容 ①地域の魅力アッププロジェクト
企画・実施、地域の課題解決等）
②カルガモプロジェクト
（芝浦西運河に設置
したカルガモの人工巣の管理運営の仕組み
の検討、事業の実施等）
③地域情報誌「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
の地域情報誌の企画・編集・取材等）
活動期間 平成24年4月から25年3月まで
募集人員 ①30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、希望する部会名を記入し、
ファックス、郵送、持参等で下記問合せ先まで
申込期限 3月30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。
対

協働推進課 地区政策担当

電話：6400ー0013
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港区ベイエリア・
芝

浦 ・ 海

岸

デイキャンプ
主催：港南子ども中高生プラザ
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9578、
要事前申込み） 場所：未定

6/9
（土）

9：00〜17：00

6/16
（土）

9：00〜10：30

スポーツセミナー
（問合せ：港南中学校3471-0238、
見学可）

主催：港南中学校
場所：港南中学校

4/3〜9/18
第1、
3
（火）

19：00〜20：30

「映画史への招待」
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、 主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F 第１・２集会室
大学生以上の映画に興味のある方対象）

6月
（未定）

11：30〜

港南子どもまつり
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児対象、
詳細はポスター、
ホームページをご覧下さい）

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

4/7
（土）

10：00〜13：00

小学生のためのロボットプログラミング教室（問合せ：芝浦 主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338、新4・5年生対象） 場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

6月
（未定）

10：00〜11：30

かもめっこデー
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児対象、
詳細はポスター、
ホームページをご覧下さい）

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

4/26
（木）

10：30〜11：30

誕生会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生会は 主催：芝浦アイランドこども園
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） 場所：芝浦アイランドこども園

日程未定

11：45〜

ふれあい給食
（問合せ：こうなん保育園3450-5004、
60歳以上の方対象、
要事前申込み
（有料1食300円）
）

主催：こうなん保育園
場所：こうなん保育園 幼児クラス

4/28
（土）

11：30〜15：00

5/19
（土）
5/24
（木）
5/26
（土）
5/26・27
（土）
・
（日）

あいぷらプレイパーク
（問合せ：児童高齢者交流プラザ5443-7338、参加自由)

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

8：50〜15：30

運動会
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
参観可）

10：30〜11：30

誕生会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生会は 主催：芝浦アイランドこども園
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） 場所：芝浦アイランドこども園

10：00〜15：00

フリーマーケット
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、 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
参加自由[出店者は港区在住・在勤・在学の20歳以上の方]）

9：00〜17：00 第53回都道府県対抗なぎなた大会[東京国体なぎなた競技リハーサル大会] 主催：第68回国民体育大会港区実行委員会
9：00〜13：30 （問合せ：第68回国民体育大会港区実行委員会事務局3578-2745） 場所：スポーツセンター
和のふれあい、一日体験講座 ゆかたの着つけ
13：30〜15：30
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、女性対象）

主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F第一和室

6/14〜16
（木）
〜
（土）

8：40〜15：40

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

6/16
（土）

9：30〜10：45

6/22
（金）

9：30〜11：40

6/23
（土）

13：30〜15：30

6/28
（木）

10：30〜11：30

6/9
（土）

港

学校公開
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
参観可）
道徳授業地区公開講座
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、参観可）
わくわく広場
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児対象）
和のふれあい、一日体験講座 男性専科 ゆかたの着つけ
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8865、男性対象）

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F第一和室

誕生会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
誕生会は 主催：芝浦アイランドこども園
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） 場所：芝浦アイランドこども園

南

4/11
（水）

14：30〜15：30

新一年生を迎える会
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
参加自由）

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分室多目的室

4/18
（水）

交通安全教室
14：45〜15：30
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
参加自由）

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分室多目的室

4/21・5/12
各日
（土）

8：30〜11：30

土曜授業参観
（問合せ：港南中学校3471-0238、
参観可）

主催：港南中学校
場所：港南中学校

5/19
（土）

8：30〜15：30

運動会
（問合せ：港南中学校3471-0238、参観可）

主催：港南中学校
場所：港南中学校

5月下旬
（未定）

9：00〜15：00

乳幼児バスハイク
主催：港南子ども中高生プラザ
（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9577、要事前申込み） 場所：未定

6/9
（土）

8：30〜11：30

道徳授業地区公開講座
（問合せ：港南中学校3471-0238、
参観可）
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主催：港南中学校
場所：港南中学校

台

場

4/10
（火）

13：30〜14：30

新一年生おめでとう会
主催：台場児童館
（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は、
館便りをご覧下さい） 場所：台場児童館

4/18
（水）

15：00〜

入学・進級おめでとう会
主催：台場児童館
（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は、
館便りをご覧下さい） 場所：台場児童館

5/26
（土）

8：50〜15：00

6/22
（金）

10：00〜12：00

6月中旬

9：00〜10：30

主催：お台場学園、
にじのはし幼稚園
場所：お台場学園校庭

お台場学園・にじのはし幼稚園 大運動会

主催：にじのはし幼稚園
にじっこまつり
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
未就園児参加自由） 場所：にじのはし幼稚園
主催：台場一番自治会
場所：集会室前広場

前期自主防災訓練
（一般参加可能）

※日程は変更になる可能性があります。

お知らせ
第3回「港南ふれあい桜祭り」
の開催
港南地域の町会・自治会・マンション管理組合で組
織する港南地域連合会が中心になって、地域の企業や団
体の協力を頂きながら、港南地域の貴重な資源である水
辺環境を活かして、高浜運河沿い緑道（御楯橋と楽水橋
間）で「港南ふれあい桜祭り」
を催します。
昨年は、突然襲った東日本大震災のために急遽中止し
ましたので、今年が３回目になります。満開の桜の下､「 運
河めぐり」や「多彩なイベント」
などを楽しみ、変貌する港南
地域を再発見し､港南地域が地域住民との触れ合いを大
切にする暖かい心の通った街であることを実感下さい。

第３回港南ふれあい桜祭りのあらまし
■日

時 平成２４年４月１日
（日）
午前１１時 〜 午後４時
（小雨決行）
所 高浜運河東岸（御楯橋周辺 〜 楽水橋）
■内 容 ・満開の桜を楽しむ
「お花見会」
・港南防災ネットワークが中心
となった
「防災コーナー」
・港 南 小 ･中学 校 生はじめ地
域の有志による
「各種演芸」
の披露
・地域の有志による
「手作りの
模擬店」
「フリーマーケット」
■場

問合せ：港南ふれあい桜祭り実行委員会 080（3341）8090

ドッグラン本格実施
区では現在、芝浦中央公園でドッグランを試行していま
すが、4月2日
（月）から下記2公園で本格実施することにな
りました。本格実施に伴い、
ドッグランを利用する場合は利
用登録が必要となります（これまでは登録不要だった芝浦
中央公園も含みます）。登録には犬鑑札、狂犬病予防注射
済票の確認が必要となりますので、必ずご持参ください。
■開設場所・利用時間
（1）芝浦中央公園：午前9時〜午後5時
（5月から9月は午後7時まで）
（2）港南緑水公園：午前9時〜午後5時
※
（1）
（2）
、
とも年末年始を除く
■利用登録に必要なもの
犬鑑札、狂犬病予防注射済票
■受付日・受付場所
（1）芝浦港南地区総合支所協働推進課
土木係：3月15日
（木）
から受付開始（平日午前9時〜午後5時）
（2）芝浦中央公園・港南緑水公園管理棟：4月2日
（月）から
（年末
年始を除く午前9時30分〜午後4時30分）

おためしドッグラン実施
4月2日
（月）の本格実施を前に、港南緑水公園で「おためし
ドッグラン」
を実施します。興味のある方はぜひお越しください。
■日 時 平成24年4月1日
（日）午前10時15分〜午前11時30分
■場 所 港南緑水公園
（港区港南4-7-47）
問合せ：協働推進課土木係 電話：6400ー0032
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