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芝浦ふ頭会場から第24回東京湾大華火祭
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月　日 開 催 場 所 時　間 内　容

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 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。

編集後記編集後記

　　　　　　　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）。
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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

男女平等参画センター（リーブラ）４F

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

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

港南子ども中高生プラザ

①②こうなん保育園 ③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

①②こうなん保育園 ③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

港南子ども中高生プラザ

①②こうなん保育園 ③港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）

港南子ども中高生プラザ

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

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

※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。
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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）

①計測、相談 ②くつろぎタイム（計測可）
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高浜運河沿いを散歩中に、
区のアドプト制度による花
壇の貸出し制度があるこ
とを見知り、ふと申し込ん
で２年目となりました。草
取りの際に、残されていた
枯れかけの名も判らぬ草
花をそのまま一緒に育て
る事としました。水や肥料
を与えると樹力を回復し、
季節になれば次第にバラ
や菊がきれいに開花して
きました。つくづく刈り取
らないで育てて良かった
と思い返しながら園芸に
励んでいます。

田井中 功次

問合せ  区民課保健福祉係  電話：６４００－００２２

10月は
不正軽油撲滅強化月間です

　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。
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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

都税についてのお知らせ

詳しくは、東京都主税局課税部課税指導課
（03-5388-2958）までお問い合わせください。

◆会　場：都庁第一本庁舎1階中央
◆期　間：10月１日(月)～5日(金)

　不正軽油とは、軽油に脱税を目的として重
油等を混ぜ、軽油と偽り販売しているもので
す。こうした不正軽油は、ディーゼル車の排出
ガス中の有害物質を増加させ、環境にも悪い
影響を与えます。

　東京都では、不正軽油の調査の手がかりを
探しています。不正軽油に関する情報があり
ましたら、不正軽油110番までご連絡ください。
　さらに、強化月間キャンペーンの一環とし
て、これまでのＰＲポスターや不正軽油撲滅作
戦等のパネル展を開催します。ぜひ、お立ち寄
りください。不正軽油110番不正軽油110番

検索東京都　主税局東京都主税局ホームページ 

不正軽油撲滅ＰＲパネル展　０１２０－２３１－７９３
F A X ： ０３－５３８８－１３０９
Eメール ： S0000106@section.metro.tokyo.jp

24時間受付（フリーダイヤル）

ふ せ い な く そう
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～太鼓の演技と踊りの披露～
　芝浦二丁目商店会主催、芝浦二丁目町会共催の納涼盆
踊り大会が、7月14日・15日の２日間開催されました。今年も
天気に恵まれ、子どもたちをはじ
め大勢の人が集まり、会場であ
る船路橋前を埋め尽くすほどの
盛況ぶりでした。太鼓の演技が
披露されるとともに、盆踊りは大
いに盛り上がり、にぎやかなお祭
りとなりました。

　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
「2020年オリンピック・パラリン
ピックを日本に！」です。晴天に
恵まれ、オリンピックの五輪と花
柄のロゴが色鮮やかに輝いて
いました。東北支援物産展も開
催されました。

芝浦二丁目納涼盆踊り大会

7月15・16日 

海の灯まつり

7月14・15日

ひごろ納涼大会
7月14日

どれがいいかなー

港南郵便局前から出発 駅前の気持ちの良い通りを進む

来年はテントの中で演奏できそうデス いつも親子連れでにぎわいマス

7月27日

芝浦水再生センターサマーフェスタ2012
～水再生センター稼動81周年～
　職員が打ち水をしてもすぐ乾く日照りでも、毎年色と
りどりの花々に癒されるサマーフェスタ。今年は13名の
港南中学校吹奏楽部部員が、幼児にも聞き覚えのあ

る楽曲を披露し人気を集めていました。子どもは金魚
やカラフルなボールすくい、大人は花鉢などのお土産
を手に、樹木の日陰で涼んでいました。建設中の商業
ビルが完成する来年のサマーフェスタが楽しみです。

～若芝太鼓の響きがまつりを盛り上げます～
　第３６回を迎えたひごろ納涼大会は、156戸から名づ
けられた「ひごろ会」、芝浦第二アパート
自治会の夏まつりです。会
場には席が数多く用意さ
れ、今年もたくさんの皆さ
んがちょうちんのあかりの
もと、ひごろ会から生まれ
たおなじみ若芝太鼓を聴
きながら楽しいひと時を過

ごされました。この日のお祭りでは、新曲の披露もあり、
大きな拍手で、会場はさらに盛り上がりました。

夏  祭  り特集
港区ベイエリア

町会・商店会長のあいさつ太鼓の響きにあわせての盆踊り

待ってました！若芝太鼓 ちょうちんの下には座席がたくさん

会場にはあふれん
ばかりの参加者

港南町会祭礼
7月22日

～伸び盛りの子どもはたくましい！のびきった大人はグッタリ～
　神輿や山車を引き、海岸通り～楽水橋～御楯橋をわたる
祭礼に今年も大勢の子どもたちが参加し、猛暑にも大人にも
負けずに長時間巡行しました。熱中症対策を気遣う大人をよ
そに、元気に歩
き通した子どもた
ちは、おみやげ
を手に一段と逞
しくなったような
晴れやかな顔を
していました。

～今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ～

～真夏の太陽の下でエネルギー爆発～
　恒例の品川駅港南夏まつりが7月20・21
日に開催されました。好天に恵まれ、品川駅
港南口広場は近隣の住人
と周囲のオフィスで働く
人々で大いに賑わいまし
た。駅前広場に開設された
屋台からの客寄せの掛け
声や料理の匂いが、祭りの
雰囲気を盛り上げました。

7月20・21日

品川駅港南夏まつり
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7月27～29日

芝浦まつり

外国人観光客はお神輿に興味津々

楽しい夏のひととき芝浦工業大学前にて

～芝浦なぎさ通りの熱い夏！～
　毎年恒例の芝浦まつりが芝浦なぎさ
通りにて行われました。今年はお天気
にも恵まれ、例年以上の人出。芝浦工
業大学の玄関口も憩いの場に供され、人々は
芝浦商店会加盟店による屋台グルメを持ち
寄って、思い思いに堪能していました。
　住人はもちろん近隣で働くサラリーマンや
OLも加わって、真っ直ぐ歩くのが難しい
ほどの盛況ぶりに、芝浦三・四丁目エリア
の町としての成熟を感じました。

………………………………………

人気のスイカ割り

～やぐらの上では子どもも見事な太鼓捌き～
　今年は屋台売り場を分散していましたが、それでも美
味しそうな匂いに行列ができていました。お馴染みのフ
ラダンスに続いての舞台では、ライブハウスなどで現役

活躍中の財満光子さんの若者
に負けない見事な歌唱力に会場
から拍手喝采。同世代の聴衆からは「凄いわねー」と感
嘆の声が聞かれ、アンコールの声も出ていました。

港南四丁目第3アパート夏祭り

8月25日

第18回東港自治会夏祭り

7月28日

～人気はマッサラ青竹流しそうめん～
　子どもが増えたせいかなーと、スタッフが対応に追
われていた東港まつり。恒例のそうめん流しに欠かせ
ない清々しい青竹は、30年来付き合いの

ある八百屋さんが、毎年埼玉の山から切り出して来て
くれるそうです。狭い通路も自転車置き場もエントラン
スも全部お祭り会場です。

8月24・25日

お台場夏まつり
～初めての前夜祭 花火も打ちあがり大成功～
　昨年豪雨により中止になった前夜祭が今年初めて行われ、数多く
の住民や企業の方々の参加がありました。前夜祭の目玉は花火の
打ち上げ。台場の夜空に大輪
の花火が広がりました。翌２５
日は、地域の方々や被災地の
出店やステージでの演奏、大
抽選会と昼から夜まで大賑わ
いでした。お台場レインボーバ
スの展示もあり、子どもたちは
普段座れない運転席でバスの
運転手になりきっていました。

特集
港区ベイエリア

射的などの景品も豪華！

町会長、商店会長の挨拶 屋台にも人だかり

抽選会の様子

ワクワク楽しいカヌー体験

迫力満点のなまはげ

～海岸まつりは子どもの楽園♪～
　海岸二・三丁目町会の盆踊り大会は子どもた
ちの楽園です。射的やコイン落とし、ヨーヨーやカ
ヌー体験もすべて無料。町会の皆さんが一生懸
命手づくりした焼きそばやから揚げなども子ども
は無料！ お父さんやお母さんにとっても、嬉しい
夏まつりでした。
　今年も秋田県からは、なまはげが登場。「悪い子
はいねが～」の声に泣き叫ぶ子も。泣いたり笑った
り、大いに夏の1日を満喫する子どもたちでした。

8月3・4日

海岸二・三丁目町会 盆踊り大会

～抽選会に沸く会場～
　8月4日、南浜町児童遊園にて芝浦一丁目夏まつりが開催さ
れました。通り雨も直ぐに止み、多くの人が会場を訪れました。
受付で模擬店利用券を受け取り、
抽選会へ申し込み。射的、輪投
げ、スイカ割りなどの催しが子ども
たちに無料で解放され、参加者が
列をなしていました。祭りの終盤開
催の抽選会では、来賓の各町会、
自治会長等により当選くじが引か
れ、一層盛り上がりました。

8月4日

芝浦一丁目夏まつり夏  祭  り

シニア世代のフラダンス

帽子にハイヒールがお似合い

アチラコチラでシートを敷き交流の輪が
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…………………………………………………港南四丁目自治会納涼大会
8月25日

………………………………………………

特集 夏  祭  り特集

特集子 育 て 応 援

～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

そば打ち体験、生地から作りました地元の子どもたちとキャンプファイヤーお世話になった、にかほ市の方々と
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※過去の掲載作品を一部抜粋

読 者 ギ ャ ラ リ ー

多和 裕二さんの作品
「芝浦運河とモノレール」

鈴木 哲哉さんの作品
「真夜中のレインボーブリッジ」

かとりんさんの作品
「グランパークの夏祭り」

泥谷 隆史さんの作品
「建設現場」

まんまるさんの作品
「東京湾の夏」

台場 にじ子さんの作品
「“かずら”とレインボー公園」

小坂 善男さんの作品
「レインボーブリッジのある風景」

松岡 栄子さんの作品
「ママさん公園から港南3丁目公園の
すべり台もかわいくなりました」

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。

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。

 次回の締切は
11月9日(金）必着です

港区ベイエリア

9月8日

第7回港南3丁目合同まつり

　芝浦港南地区の子育て支援事業は、赤ちゃんと保護
者の方が一緒に参加し、育児相談や親子の交流ができ
る場がいっぱいです。
　写真は、７月２４日子育て広場あっぴぃ台場での「ふれあ
いタイム ひよこ」（対象0～５ヶ月くらい）の様子です。手遊

びや歌を交えながら親子で体を動かします。参加者同士
で悩みを話し合ったり、その会話の中でスタッフの方がさり
げなくアドバイスをしたりしていました。
　他にも、相談や仲間づくりの場があります。ぜひご利用
ください！

赤ちゃんと出かけよう！
　　ママ・パパも楽しく交流

子育て広場 あっぴぃ港南・あっぴぃ台場 子育てあんしんプロジェクト

　0ヶ月～4歳くらいまでのお子さんと保護者の方が自由
に遊べる交流の場です。芝浦アイランド児童高齢者交流
プラザと台場児童館にて月1回開催。親子が孤立せず安
心して育児ができるよう、民生・児童委員が交流のお手伝
いをしています。申し込み不要。

　芝浦アイランド児童高齢者交流プラザでの「おやこであそぼ」、港南子ども中
高生プラザでの「おひさまっこ活動」、台場児童館での「かるがもキッズ☆ぷち
（4ヶ月～）」などの月齢別のプログラム等を実施しています。児童館は0歳から
18歳未満の児童と、その保護者等が利用できますが、プログラムには申し込み
（無料）が必要です。

　地域の保育園や児童館等で行っていて、0ヶ月～入園前までの
お子さんと保護者の方が利用できます。身長・体重計測ができて、
保健師・助産師・栄養士がいつでも育児相談を実施しています。
（開催スケジュール等、裏表紙もあわせてご覧ください。）

児童館の乳幼児向け事業

　港区在住で、0ヶ月～3歳くらいまでのお子さんと保護者の方が利用でき
ます。いつでも自由に遊んで交流できる他、子育てに関する相談や情報提
供、月齢に合わせた遊びや創作の講座などのイベントを実施しています。
利用登録（無料）が必要です。あっぴぃ港南のみで、乳幼児一時預かり有。

たんぽぽクラブ 児童館の乳幼児向け事業

～人手が多く子どもみこしが通れません！～
　心配された雨もカラリとあがったお祭り会場、今
年は近隣マンションや自治会選りすぐりの夜店も
20に増え、道路を閉鎖して設けられた子
どもむけ屋台にも行列ができ、歩けない程
でした。
　午後4時から和太鼓とともに始まったイ
ベントでは、港区役所有志によるポップス演
奏初のお披露目、見たことが有るような顔
ぶれに人々が足を止めていました。

～運河をわたる風に秋の気配を感じました～
　8月25日、恒例の都営港南四丁目自治会納涼大会
が高浜運河沿いの緑地で開催されました。
　会場に張り巡らされた紅白の提灯が、運河の水に映えてゆ
らゆらと揺れる情景は、まさに港南地区ならではのものです。
年に一度の納涼大会とあって、大勢の人で賑わう会場には、
わたあめ、焼き鳥、かき氷などお祭りに欠かせない屋台がなら
び、掛け声と匂いが雰囲気を盛り上げました。

いつもより道路が狭くみえます アレ誰だっけ？甚兵衛スタイルでノビノビと

子どもが増え警備も増えていました

　8月21日から23日まで、芝浦港南地区の子どもたち20人が
秋田県にかほ市へ自然体験教室に行ってきました。
　期間中は天候に恵まれ、野菜の収穫体験やそば打ち体験、湿
原散策、星空観察やキャンプファイヤーなどを行い、夜はにか
ほ市のご家庭でホームステイをしました。

　参加した子どもたちは、普段見る
ことのできない満天の星空や豊かな
自然に感激！「また来年も行きたい」
といった声も多く、充実した3日間に
なったようでした。

＜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、平成２２年度から行っています。

しらせ    のぶ

このうらまち

収穫した野菜はお昼ご飯で！

※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。
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港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

8 べいあっぷ 9べいあっぷ

活　動　報　告

問合せ　協働推進課 地区政策担当　電話：6400-0013

港区みどりの街づくり賞受賞港区みどりの街づくり賞受賞

打 ち 水 大 作 戦

品川フロントビル

03-5472-3710
ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

午前7時～午後11時（年中無休）

● 問合せ

芝浦港南地区総合支所ホームページ
連載企画「まちの人、まちを語る」
町会長・自治会長等インタビュー

港区薬物乱用防止キャンペーン
～NO DRUG! MINATO 2012～

カルガモプロジェクト

　参加国数分の花びらを集めた聖火台はガーデニ
ング王国ならではの発想。道幅は広くないが、緑も
鮮やかな大木に囲まれた風格ある街並みを、重厚
な建物の狭い路地裏をも駆け抜けたマラソンラン
ナー、それは歴史と伝統を重んじる英国にしかでき
ないオリンピックのように思いました。
　人種や国を越え、人間の身体能力や精神力の高
さや凄さ。選手それぞれが背負っている国の歴史と

かDNA、そしてしっかりと根を張る目に見えない土
壌から、一言で言えば全てとりまく環境のたまもので
す。メダルは一つでも支えた多くの協力や努力があ
り、本物の一生懸命さが感動を与えて
くれました。ゆっくりと見たロンドンは、あ
らためて環境について様々に考えさせ
られた祭典でした。

区民編集委員  石井 弘子

連載コラム連載コラム ひとりひとりを取り巻き育てる環境

　7月24日、港南子ども中高生プラザ、港南いきいきプラザ、こうなん保育
園主催により、今年も打ち水大作戦が都営港南四丁目第3アパート敷地
を中心に行われました。学童クラブの子どもたちのほか地元の自治会、港
南幼稚園、さわやか保育園・港南、企業ボランティア等が参加し、ペットボ
トルを利用し水を撒きました。当日は気温30度を超える真夏日でしたが、
打ち水後に振舞われたかき氷とあわせて涼を取ることができました。

　区では平成１６年から「港区みどりの街づくり賞」
を創設し、環境への配慮と優れた緑化計画を行っ
ている民間施設を表彰しています。第９回目となる

今年度は、芝浦港南地区管内から港南２丁目の品
川フロントビル（株式会社中日新聞社）が見事受賞さ
れました。

港　南

　芝浦港南地区総合支所のホームページに「まちの人、まち
を語る」コーナーを開設しました。「まちの人」が「まちを語る」
ことで、芝浦港南地区「ベイエリア」の魅力を発信していくコー
ナーです。
　このコーナーには、地域で活躍される方々が登場して、まち
の魅力、地域の課題、町会・自治会等での取組等についてお
話しします。ご自身の趣味、特技、昔の思い出等、人間味あふ
れるお話も盛りだくさんです。是非ご覧ください。

　大麻、覚せい剤など違法薬物の乱用や脱法
ドラッグが大きな社会問題となっています。
　薬物乱用の恐ろしさや脱法ドラッグなどを正しく理解してい
ただく機会として、是非ご来場ください。

第１回　
芝浦一丁目町会  中島 恭男 会長

第２回　
港南町会  大島 研二 会長

第３回　
シーリアお台場５番街６号棟自治会
渡辺 修二 会長

ホームページアドレス
http://www.city.minato.tokyo.jp/shiba-kouchikusei/chikukoho/machinohito/index.html　

平成24年11月7日（水） 午後2時45分から午後4時30分
（受付開始：午後２時１５分）
芝浦港南区民センター 1階区民ホール （港区芝浦4-13-1）
●薬物乱用防止ポスター・標語コンクール表彰式
●港南中学校生徒による「ソーラン節」
●警察犬によるデモンストレーション
●講演会「東京都における違法（脱法）ドラッグ対策」
●違法薬物見本品などの展示
東京都薬物乱用防止推進港区協議会、港区、港区教育委
員会、三田警察署、高輪警察署、東京湾岸警察署

日時

場所
内容

主催

※参加申込みの必要はありません。

（財）麻薬・覚せい剤乱用
　　防止センター

地域の魅力アッププロジェクト
第4回べいあっぷウォーキング「レインボーブリッジを
歩いて夜景のベイエリアへ」を開催しました！

芝浦小学校で夏講座を実施しました。

　8月25日に、第4回目となる「べいあっぷウォーキング」
を開催しました。今回のテーマは「レインボーブリッジを
歩いて夜景のベイエリアへ」。参加者は、お台場レイン
ボー公園で開催されている「お台場夏まつり」もたっぷ
り楽しみました。
　芝浦港南地区総合支所を出発し、Aコースは、ライト
アップされたレインボーブリッジを通りながら、お台場レ
インボー公園まで。Bコースは、さらに足をのばして、自
由の女神像、ウエストプロムナード、青海南ふ頭公園を
通ってテレコムセンター駅までです。
　当日は、133名の方々にご参加いただき、夜景のベイ
エリアを堪能しました。

　7月30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「カヌーに乗ってカルガモの人
工巣を見てみよう」講座を実施しました。
　夏講座には、芝浦小学校の児童13名が参加し、教
室で説明を受けた後、芝浦西運河に移動し、カヌーに
乗ってカルガモの人工巣を観察しました。
　参加した児童からは「楽しかった」「巣の中も見てみた
い」「カニや魚もたくさんいた」といった声が上がり、充実
した夏講座になったようでした。

お台場夏まつり

景色に見とれる参加者

夕景のレインボーブリッジ
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主催：港区
場所：港区立たかはま保育園・港南子ども中高生プラザ

主催：港区教育委員会、港南小学校
場所：港南小学校

主催：港南いきいきプラザ
場所：港南いきいきプラザ敬老室
主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園
主催：港南いきいきプラザ
場所：港南いきいきプラザラウンジ

11/4・6（日）・（火）

11/18（日）

11/30（金）

12/1（土）

12/4（火）

12/7・8（金）・（土）

12/20（木）

10：00～16：00

11：00～16：40

10：00～16：00

9：00～12：00

15：00～16：00

地域清掃（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

ベビーマッサージ＆ベビーヨガ
（問合せ：台場区民センター5500-2355、要事前申込、港区民対象）

親子運動会（問合せ：台場保育園5500-2360）

カラオケ（問合せ：台場区民センター5500-2355、
要事前申込）

学校公開（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

幼稚園公開（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577）

にじっこ運動会（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
未就園児対象種目有り）

秋のバスハイク（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
5531-0520、60歳以上の港区民対象） 

学芸発表会（問合せ：お台場学園5500-2572・2575）

台場地区クリーンアップキャンペーン

港区ドッジボール選手権 台場児童館内予選会
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込） 
区民の森バスハイク（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込）

にじっこ作品展（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577）

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、要事前申込、港区民対象） 

そば打ち（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、原材料負担有り）
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）
キャンドル作り（工作のつどい）
（問合せ：台場児童館5500-2363、要事前申込） 
一輪車講習会（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込）
かもん亭スペシャル（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、中学生～高校生対象、軽食費負担有り）

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、11/13は11:45からおはなし会あり。）

10/6（土）

10/13（土）

10/27（土）

１1月上旬

11/3（土・祝）

11/7（水）

11/10（土）

11/23（金・祝）

12/1（土）

12/8（土）

12月未定

12月未定

12月未定

10：45～11：35

10：30～12：00

10：30～11：30

9：00～12：00

14：00～16：00

9：00～12：00

13：30～16：00

9：00～14：00

9：00～17：00

8：50～15：00

15：00～17：00

未定

11：00～16：00

14：00～15：00

9：00～14：00

未定

13：00～16：00

未定

未定

未定

主催：お台場学園
場所：お台場海浜公園周辺
主催：にじのはし幼稚園（おはなし会はみなと図書館主催）
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場区民センター
場所：台場区民センター1階 和室
主催：台場保育園
場所：お台場レインボー公園
主催：台場区民センター
場所：台場区民センター1階 和室

台　 場

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
場所：お台場学園

10/9・23、11/6・
13・20、12/4（火）
10/10・17・24
11/7・14・21（水）

10/18～10/20
（木）～（土）

10/18・11/15
（木）

10/20（土）
雨天時は21（日）に延期

11/29（木）
雨天時は30（金）に順延

10/25（木）
雨天時は26（金）に順延

10/30・31
（火）・（水）

11/30・12/1
（金）・（土）

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：港南幼稚園
場所：港南幼稚園
主催：港南小学校
場所：港南小学校グラウンド
主催：港南中学校
場所：港南中学校
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
主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

主催：港南小学校
場所：港南小学校
主催：港南いきいきプラザ
場所：港南いきいきプラザ

10/6（土）

10/12（金）

10/13（土）

10/20（日）

10/28（日）

11/2（金）

11/3（土・祝）

8:40～

9：00～14：00

9：00～12：00

9：00～15：00

8：40～

9：00～

10：00～11：20

9：00～12：30

港　 南

炊き出し訓練の様子

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

■港南会場  日　　 時：平成24年11月4日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
 メイン会場：港南小・中学校（港南4－3－3他）、港南和楽公園（港南4－2－18）
■芝浦会場  日　　 時：平成24年11月11日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
　 メイン会場：東京工業大学附属科学技術高等学校グラウンド（芝浦3－3－6）
■台場会場  日　　 時：平成24年11月17日（土）午前9時30分から午前11時30分まで
 メイン会場：お台場学園（港陽小・中学校）（台場1－1－5）

簡易担架を用いた搬送訓練

ピ ッ ク
ア ッ プ

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。各地区の訓練日程は、次のとおりです。

港区ベイエリア・港区ベイエリア・

10/1（月）

10/6（土）

10/7（日）

10/14（日）

10/18（木）

10/27（土）

11/4（日）

11/14（水）

11/22（木）

12/2（日）

12/8（土）

12/9（日）

12/12（水）

12/19（水）

8:30～17：00

9：30～12：00

8：30～17：00

18：30～20：00

9：00～12：00

10：00～16：00

9：00～15：00

15：00～16：00

10：30～11：00

8：40～11：15

10：00～17：00

10：00～15：00

12：00～15：00

13：00～18：00

9：00～12：00

12：55～16：40

10：00～13：00

9：00～10：30

11：00～

15：00～16：45

14：00～15：00

13：00～16：00

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：こどもの国
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦小学校
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：みなと区民の森
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2階 第1・2集会室
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦小学校校庭（雨天時：体育館）
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：佐倉 草ぶえの丘

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：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
主催：芝浦港南ふれあいまつり実行委員会
場所：芝浦港南区民センター、トリニティ芝浦緑地
主催：芝浦港南区民センター
場所：トリニティ芝浦緑地
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：港区児童館
場所：港区スポーツセンター
主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園
主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校
主催：芝浦二丁目町会
場所：船路橋児童遊園
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：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
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

芝　 浦  ・  海　岸

10/9～3/12
第２火曜日

10/25、11/22、
12/20（木）

10/27、29～31
（土）・（月）～（水）
11/3・4、
（土・祝）、（日）
11/3・4、
（土・祝）、（日）

27日　8：40～11：15
29～31日　8：50～15：25

11/15～17
（木）～（土）

12/15・16
（土）・（日）

10/17・18
（水）・（木）

運動会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
要事前申込、０～５歳児とその保護者対象）
あきる野の森環境学習
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
「落語国の住人たち」
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、要事前申込）
運動会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
園児・未就園児とその保護者対象）
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）
乳幼児バスハイク
（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、
要事前申込、０～５歳児とその保護者対象）

学芸会（問合せ：芝浦小学校3451-4992）

芝浦・海岸地区クリーンアップ・みなとタバコルールキャンペーン

学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
31日は新1年生の保護者のみ対象）
第24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）
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
3769-8864、出店は在住・在勤・在学者対象、要事前申込）
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）

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、幼児、小学生とその保護者対象）

港区ドッジボール選手権 （要事前申込）

幼稚園公開（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
園児・未就園児とその保護者対象）
研究奨励校発表
（問合せ：芝浦小学校3451-4992）

芝浦二丁目もちつき大会

クリスマス会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
要事前申込、0～3歳児対象）

研究発表会（問合せ：港南小学校3474-1501）

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、港南いきいきプラザ登録者対象）

港区立たかはま保育園・港南子ども中高生プラザ・港南区民協働
スペース開所 11/25(日）14：00～　内覧会を実施予定

作品展（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
地域の方・保護者対象）
クリスマス演奏会（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915、
出演は要事前申込）

おもちつき

年末お楽しみ会

高齢者カラオケ大会（要事前申込、高齢者対象）

低学年バスハイク
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

主催：台場児童館
場所：台場児童館
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：未定
主催：お台場学園
場所：お台場学園
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：あきる野市
主催：台場区民センター
場所：台場コミュニティぷらざ３階広場
主催：芝浦港南地区安全・美化協議会
場所：台場コミュニティーぷらざ２F 台場分室入口前集合
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場児童館
場所：台場児童館
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
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館

児童館まつり（問合せ：台場児童館5500-2363）
チケット販売 9月26日～10月26日（日曜日、祝日を除く）

主催：芝浦港南地区安全・美化協議会
場所：区立プラタナス公園集合

10/22～28（月）～
（日）（27（土）を除く）

プレ防災訓練（問合せ：港南中学校3471-0238）

運動会（問合せ：港南小学校3474-1501）

幼稚園公開（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
地域の方・保護者対象）
幼稚園公開、心を育てる教育講座
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、地域の方・保護者対象）

学校公開（問合せ：港南中学校3471-0238）

学芸発表会（問合せ：港南中学校3471-0238）

やきいも会（問合せ：こうなん保育園3450-3800、
要事前申込、定員１０組、０～５歳児とその保護者対象）
運動会（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
未就園児対象の種目は当日参加可能）

学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501）

ゆとりーむ祭り（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915）

4日 8：25～15：50
6日 8：25～14：40

18～19日 8：30～15：30
20日　　  8：30～11：40

※日程は変更になる可能性があります。
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