芝浦港南地区
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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

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第1回）

5/8 （水） 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）

5/30（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）

6/27（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2回）

4/11（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）

4/18（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）

5/2 （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）

※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
べ い あっぷ 編 集 部 に参

5/16（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）

6/6 （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）

6/13（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）

4/4 （木） 港南子ども中高生プラザ

加して 、もうすぐ 2 年 。これ
ま で 地 域 との つ な がりが
希 薄 だった ため 、編 集 会 議

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）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

ションの良い 機 会 になって
います。
今 号 で は 芝 浦・海 岸 エリ

5/9 （木） 港南子ども中高生プラザ

南

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

や取材が地 域コミュニケ―

港

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②こうなん保育園
4/25（木）
③港南子ども中高生プラザ

5/13（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）

5/23（木）

①②たかはま保育園
③港南こども中高生プラザ

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）

6/10（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）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

取り組 む 人々 の 、地 域 へ の

4/15（月） ①②台場保育園 ③台場分室・多目的室

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）

愛 情 の 深さにいつも 感心

4/22（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）

5/20（月） ①②台場保育園 ③台場分室・多目的室

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）

5/27（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）

6/17（月） ①②台場保育園 ③台場分室・多目的室

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）

6/24（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）

台

材しました 。自 分 た ち が 暮
らす 街 を 盛 り上 げ るた め 、
さまざ まなプ ロジェクトに

古川 葉子
香取 ゆき

12 べいあっぷ

石井 弘子

問合せ 協働推進課地区政策担当 電話：６４００−００１３

田井中 功次

象 ： 芝浦港南地区管内（芝浦、海岸2･3丁目、港南、台場）在住・在勤・在学者
容 ： イベントの企画・運営※報酬等の支払はありません。
数 ： 10人程度※会議の開催は、原則として平日の夜間（４回程度の予定）
込 ： 電話で、4月5日（金）までに、みなとコール（午前9時〜午後5時受付）へ。
電話:5472ー3710

第三台場築造150周年記念植樹「河津桜」

編集部

松浦 奈緒子

●対
●内
●人
●申

香取 ゆき

奈良 信一

9月秋 分の日に開 催 予 定の水 辺フェスタ〜地 域
対抗ボートレース大会を一緒に企画し、盛り上げて
いただける実行委員を募集します。

させられています。

宮尾 賢

場

芝浦港南地区水辺フェスタ
実行委員会 実行委員募集

アでとれた 夏みかんを 使っ
たマーマレ ードづくりを 取

※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。

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２

人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

4/8 （月） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

6/20（木） 港南子ども中高生プラザ

第27号

ご要望をお待ちしております（送り先は下記へ）。

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、ぜひご利用下さい。
開催場所

平成 25 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・

芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト（平成25年4月〜6月）
日

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

お台場ふるさとの海づくり事業 海苔づくりの様子

・
［特集］
国内初の海水浴場が

芝浦にあった!?……… P2

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 24028-2435

・子育て応援特集……………………………………… P3
・港区ベイエリアイベントリポート …………… P4〜6
・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28号）は平成25年6月下旬発行予定

特集

国内初の海水浴場が芝浦にあった!?

昨年9月に、ある新聞報道がありました。
日本初の海
水 浴 場は明 治 1 1 年（ 1 8 7 8 年 ）に芝 浦で開 設されたと

国 内 初であったかどうかは別として、近 代 的な諸 制
度が確立されていく時代に、東京湾内湾に面した芝浦

する記事で、
これまでの定説（大磯海岸が日本初）に見
直しをせまる興味深い内容でした。海水浴場が開設さ
れたという場 所は、現 在 の芝 浦 一 丁目、シーバンスや

の浜辺に海水浴場を開設しようと努力し、実現したこと
には、歴史的な意義があります。
明 治 時 代 、芝 浦にはリゾート地 が 形 成されていまし

重箱堀の付近です。
この報道のきっかけになった論文の著者や港郷土資
料館の協力を得て、過去の文献を調べたところ、報道の

た。明 治 2 0〜3 0 年 代の新 聞では、芝 浦 海 水 浴 場の賑
わいが伝えられています。
地 域の皆さんに、こうした歴 史を知っていただくこと

とおり、
「 …芝新濱町貳番地海岸ニ於テ海水浴相開候
件、別紙之通届出…」
と海水浴場の開設を申請する書
類（明治11年）が確認できました。申請者は、宗十郎町
（現在の銀座〜京橋付近）の医者で、潮湯治（病気治療

は、地 域 への愛 着を深めていくために意 義 深いことで
はないでしょうか。

子 育 て 応 援 特集

「港区 地域こぞって子育て懇談会」に
参加してきました！

和やかな全体会の後、6つの部屋に別れてそれぞれ
のテーマで井戸端会議が行われました。
インターネット
で人と地 域をつなげ
ようという話や、外 遊
び 、教 育 、世 代 や 地
域 の つながり、産 前
産 後 、など 、楽 しく
ざっくばらんに 話し
合いました。

こんな意見がありました。

などのために海水につかること）が目的だったようです。
調べてみると、大磯町、倉敷市など日本最古の海水
浴 場を名 乗る市 町 村が複 数あり、
また、芝 浦よりもさら
に前に海水浴を行ったことを示す文献も見られました。

本当に困った時、
頼めるご近所さんはいますか？

0歳児を保育園に
入れるのは早すぎる！

出産すればラクになる？
正しく知って親も子も自己肯定感を。

印象的だったのは、
「 子どもが生ま
れると急に近 所に知り合いが 増える
が 、家 族 全員で感 染 症にかかってし
まった 時 は 誰 にも 何 も 頼 め な かっ
た。」
という話。本当に困った時に助け
合える関 係となると難しいものです
し、このベイエリアに住む家庭の多く
はマンション暮らしで、親戚は遠方で
す。そういった事情を考えた地域づく
りをしていけたら良いものです。

キャリアを目指していた女性が、産
後の復職をやめました、
という話があ
りました。保育園は2才以上からの入
園 が 極めて困 難なため、育 児 休 暇を
使い切らずに、涙をのんで可愛い我が
子を0才児クラスから入園させる家庭
も多く、それでも待 機になってしまっ
た家庭や、0才のうちに預ける気にな
れなかったお母さんの多くは職を失う
のが現状のようです。

出 産 が 終われば楽になると思い、
育児のことを全く知らなかった。先に
教えて欲しかった。という話でみなさ
んが深く頷いていました。妊娠中から
地 域 で 助 け 合って育 児 の 準 備と産
後の 心 理を具 体 的に知っておくこと
で、親 子ともども、もっと自信をもっ
て子育てできるかもしれませんね。

取材・文／区民編集委員 古川 葉子

地域の保育園紹介
現在の地図

明治時代の地図（『増補港区近代沿革図集』）

たかはま保育園
前号で開園をお知らせしました、たかはま保育園を引
き続き紹介します。緊急暫定保育室「たかはま保育室」
を運営していた頃との違いを伺いました。
開園に伴い一時保育事業が開始され、地域に向かって
開かれた運営を心がけているとのお話でした。
より保護者
の方と密な関係をつくることに力を入れているそうです。
また、現在の施設は日当たりが良く、内装等に木材が
多く使われており、暖かみを感じます。園庭へは２階から
でもテラスを通じて降りられ、気軽に外へ出られる環境と
なっています。
これまでの施設と異なり、室内も園児の目
線で外を見ることができ、のび のびと過ご せる空 間に
なっているとのことです。
港区立たかはま保育園

ソニー

アトレ

品川
インター 中央卸売市場
食肉市場
シティ

区立港南
中学校
区立港南
小学校

高浜運河

電話：6400ー0013

●場
所：〒108-0075 港区港南４丁目３−７
（右図）
●開園時間：7：15〜18：15（月〜金のみ１８：１５〜２２：００の延長保育を実施）
●保育定員：0歳21人、1歳22人、2歳30人、3歳30人、4歳30人、5歳30人
●問 合 せ：５７８1−０２５５

港南口︵東口︶

2 べいあっぷ

協働推進課 地区政策担当

施設概要

川

問合せ

海水浴場開設者が作成した文書の添付図面
（東京都公文書館所蔵）

港区立たかはま保育園
港区立港南子ども中高生プラザ
港南区民協働スペース

品

芝浦一丁目付近

芝浦水再生
センター

東京海洋大学

べいあっぷ 3

港区ベイエリア

芝浦港南地域もちつき大会

●12月8・9・15・16日

12月2日

平 成 2 3 年 度に続き、東 京 海 洋 大 学と芝 浦 港 南 地 区
総 合 支 所の連 携 事 業「 江 戸 前みなと塾〜江 戸 前の海

芝浦二丁目もちつき大会
芝 浦 二 丁目の餅つき大 会が行われました。
つきたてのお餅とホクホクの焼き芋がふるまわ
れ、
どちらも長 蛇 の 列で大 盛 況！
「あんこ」や
「 からみ」などいろんな味 が 楽しめて、どれに
しようか目移り
する場 面も。初
冬 の 寒さもひと
とき忘 れ 、大 人

「江戸前みなと塾〜江戸前の海の今を知ろう〜」を実施しました！
第1回 （その1）
平成24年12月8日（土）
「野鳥観察」
平成24年12月8日
（土）
第1回 （その2）
「東京湾の水質を調べよう」
「ワークショップ：はじめに」
第2回 平成24年12月9日
（日）
「東京湾のプランクトンを
観察しよう」
第3回 平成24年12月15日
（土）
「東京湾の藻類
（押し葉標本を
作製しよう）」
第4回 平成24年12月16日（日）
「 東京湾の魚類（食う食わ
れる）」
「ワークショップ：おわりに」

の今を知ろう〜」
を実施しました。
この講座では、江戸前の海「東京湾」の水質・プラン
クトン・藻類・魚類・野鳥等について講義・採集・観察・
実験を通じて学びました。参加者、講師、学生、スタッフ
が全員で今後の江戸前の海のあり方を語り合い、考え
ていくという4日間でした。

も子 供も美 味
しそうに頬 張っ
ていました。

船で東京湾へ

12月29日

台場年末もちつき大会
年の瀬が迫った年末に台場一丁目自治会連合会による
餅つき大会が行われました。高齢者の見まもりや地域の交
流を深める目的として実施しました。
当日は、計120ｋｇのお餅を、地域の方々の協力もあり、5
時間かけて全てつき終わりました。出来たお餅は、柔らか
くて弾力があり、お雑煮や
おしるこ、あんこ餅 やきな
粉餅にして、皆さんで食べ
ました。
今回のもち米は、東日本
大 震 災 以 降 、台 場 地 域と
交流のある福島県柳津町
のものを使用しました。

12月から1月にかけて、芝浦港南地
区では、町会、
自治会、商店会の主催に
より各所でおもちをつく音が響きます。
「あんこ」や「おろし、
きな粉、
ごま、納
豆」
など、
いろいろな味のおもちはもちろ
ん、おでんや煮込み、焼き芋など、それ
ぞれおなじみの味が、今年も勢ぞろい
しました。
新年を迎える準備で、大きなお供え餅
も作られ、
おとなも子どもも一緒になって、
大小の杵を手に、たくさんのおもちをつ
き、
みんな、
お腹いっぱいになりました。
4 べいあっぷ

東京海洋大学の実験室で講義開始！

マハゼの透明骨格標本を解剖！

最終日には『△年後の江戸前の海の姿を考えよう』
というワークショップを行いました。
参加者の意見の一部を紹介します。
ンで
会場レストラ たい
み
望
を
運河や海

運河の有効利用
運河に面したレストラン、
カフェ etc

クジラが見える海

水上バイクを少
なく！
クルージングで ル
ー
もっと港区をアピ

さくら貝
みつけた
！
水・人・物の
出
バランスをと 入の
る

昨年度の江戸前みなと塾の提言（べいあっぷ第２３号
５頁参照）には、海を身近に感じられる活動を普及させた
いという意見がありました。芝浦港南地区総合支所では、

海洋大タワーが
完成！！

内湾は、物流に特化、
自然被害は
止められない

江戸前みなと塾のほか、お台場ふるさとの海づくり、芝浦・
臨海物語、海辺でのウォーキング等海に親しめるイベントを
充実させています。

●1月19日

ベイエリア講座（第2回）を開催しました！
〜芝浦港南地区に新たに転入した方を対象とした講座〜
1月19日
（土）午前10時から芝浦港南地区総合支所で、平成
24年8月から11月までの4か月間に芝浦港南地区に新たに転入
された方を対 象に、
この地 域を紹 介 する
「ベイエリア講 座 」を開
催しました。世 帯にご案 内を発 送し、希 望 者の方々が出席され
ました。
また、地域の代表として、芝浦・海岸、港南、台場の各地
域から、3人の町会長・自治会長にもご出席いただきました。出席
者からは「勉強になった」
という声がきかれました。
この講座をきっかけに、地域に関心を持っていただき、町会・自
治会に加入して活動に参画していただきたいと思います。
また、
総合支所の区民参画組織、各種イベント・講座等にも是非ご参
加ください。
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●1月23日・24日

読者ギャラリー

第5回雪あそび＆雪明りの夕べ
〜昼も夜も雪のお祭り〜
今年も南魚沼の真っさらな雪が港南和楽公園に運ばれて来ました。
公 園のなだらかなスロープを利用したす べり台 作りも安 全 第 一にと
大変な作業です。雪を待ちきれない子ども達に小さな雪だるまを作ら
せていましたが、ユニークな雪だるまも多々有りました。同日
「雪明か
りの夕べ」
も開催され、キレイな灯籠の柔らかな光がひとときの癒しを
与えてくれました。

個性溢れる灯籠も飾るのが大変
泥谷 隆史さんの作品
「ジャンケン・ポン」

台場 にじ子さんの作品
「海浜公園の雪と影」
小坂 善男さんの作品
「品川インターシティの風景」
みんなが親心の重装備

滑りが良く泣き出した女の子

ホットカルピスと甘酒作り

●2月3日

ベイエリア写真ワークショップ
〜「撮影ウォーキング」を通じての再発見〜
「写真によるベイエリアの魅力再発見!」が行われ、20人
ほどが参加しました。
まずは各自が持ち寄った写真の品評、ベイエリアの歴史、
写真撮影のコツについての講習を受けてから実践演習。
今回のテーマはベイエリアでポートレート。受講者が3人
一組になり、モデル・カメラマン・インタビュアーの役割を交
互に担いながら、芝浦運河を背景に三人三様のポートレートを撮影してゆく。
講師の石山先生いわく、写真とは写し手の心を写す「写心」であり、
ポートレート写
真の真髄は、その人の輝きを見つけ、その人を愛すること。
3時間にわたる撮影会を終える頃には、先生の細やかなアドバイスも手伝い、写真
の腕を格段に上げた受講者達でした。

アインさんの作品
「レインボーブリッジ」

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
5月10日（金）必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

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。

問合せ
・
作品の送付先

お散歩日和さんの作品
「インターシティお散歩」

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

※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。

●2月28日

夏みかんマーマレードづくり
〜芝浦・海岸産の夏みかんでジャムづくり〜
芝 浦・海 岸 地 区の運 河 沿いに実った夏み
かんを使って行われるマーマレードづくりも今
年で5回目。皮をむき始めると会場は甘酸っぱ
い香りに包まれて一気に和やかムードに。手間
のかかるマーマレードづくりですが、参加者同
士の会話をはずませながらおいしく完成させ
ることができました。
このマーマレー
ドは夏みかんアイスクリームに生ま
れ 変わって、秋に行われる運 河ま
つりで販売されるのでお楽しみに！
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港区
軟式野球連盟所属

2011年夏季大会
港支部で優勝し、
都知事杯出場

芝 浦 ジ ャガ ーズ

１９７９年から続く軟式少
年野球チームです。芝浦小
学校を主な練習拠点に、初
心者や未就学児から丁寧に指導します。
芝浦小のほか、国私立小学校、近隣保育
園の子どもたちが在籍。
「 チームワークや
礼 儀が自然と身に付いた」
「 体 力がつき、
足も速くなった」―。心身ともに成長してい
く手応えを保護者も感じています。
ＷＢＣで野球に興味を持った親子の皆
さん、
まずは土曜の芝浦小校庭で、キャッ
チボールに挑戦してみませんか。

サーク ル 紹 介

●道具はお貸しします。いつでも体験・見学できます。女子も大歓迎
●まずは 芝浦ジャガーズ
http://shibauraj.89dream.jp
検 索
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企業清掃活動

株式会社セディナ
株式会社セディナは港南地区に東京本社をおくクレジット
カード事業・信販事業等を営む企業です。今回、長らく継続さ

れている地域清掃活動の紹介にあたり、メッセージをいただ
きました。
2月8日、寒風の吹きすさぶ中、品川オフィスに勤務する26名が、
港区の港南公園・高浜運河遊歩道の御楯橋から楽水橋まで約
600メートルの清掃活動を行いました。
当社は、地域社会貢献活動の一環として、旧オーエ
ムシーカード時代からの平成19年9月から毎月1回、同地
域の清掃活動を行ってきて、今回で61回目となりました。
当社は地域との調和を図りつつ、社会とともに発展す
ることを目指し、社会貢献により
「良き企業市民」
となるよ
う努め、
より良い社会づくりに貢献する事を目的に今後も
清掃活動を継続していきます。

お台場海苔づくり 〜本物の江戸前海苔が今年も完成！〜

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
活

連 載 コラム

弥生３月サクラ咲く

地域の魅力アッププロジェクト

今年度もたくさんのカルガモのヒナが、
カルガモプロ
ジェクトで設置した人工巣から巣立っていきました。
カルガモプロジェクトでは、芝浦小学校で夏講座を開
催したほか、東京港野鳥公園や屋上でカルガモが子育
てをする江戸川区立小岩第三中学校の見学、
カヌーを
使ったカルガモ人工巣の清掃
活動などを行いました。芝浦
アイランド島祭りでのメンバー
募集活動では、新たにたくさ
んの仲間が増えました。
今 後も幅 広 い 世 代 が 交
流できる企 画を展 開してい
きます。

地域の魅力アッププロジェクトでは、ベイエリアの魅力
アップをめざして、
ウォーキングイベントやメンバーによる
まち歩きを行って活動しています。
3月10日
（日）、
「 第5回べいあっぷウォーキング 早春の
ベイエリア〜なぎなた演武も見よう〜」
を開催しました。
緑あふれる公 園 、白い砂 浜 、一 大 観 光スポット、築 造
160周年を迎える第三台場など、お台場の魅力を堪能
するウォーキングイベントになりました。凛々しく美しいな
ぎなたの演武も鑑賞しました。参加者には、
「お台場のり
づくり」
をイメージした手拭いをプレゼントしました。
【ウォーキングコース】
台場区民センター（なぎなた演武
の鑑賞）→テレポートブリッジ→
センタープロムナード→ダイバー
シティ前 → 潮 風 公 園 →お台 場 海
浜公園→第三台場

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25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？

東日本に春がくる

太平洋に向きあい、無防備な程東西に大きく翼を拡
げたように見える日本。その首都、九段の庭に日本中
の注目が集まる３月、風雪に耐えた小さな浅黄色の蕾
が芽吹き、陽ざしを浴びて薄桃色の花が五輪程ほこ
ろぶとソメイヨシノの開花宣言、誰もが待ちかね万物
の精気を感じ活き活きとなる春の訪れです。
１月早々

精神、両翼を拡げ何でも受入れ消化し、進化させ細

沖縄諸島から関東以北まで半年も続く桜の開花、
日
本人は花見で憩い集い、明日への活力を再生を無意

やかな創意工夫にもたけた日本人のDNAは世界に
誇るべき人的資産で100年後も変わらない。
それに日本

識に桜から得てきたのかも知れません。
自然に恵まれ
た気候風土が育んだ気質なのか、
こんな感性を共有
する国は何処にもない。
３月１１日の津波のあとに桜を植える計画も進行中

は只の 小さな島 国じゃない『 世 界 第６位 の 海 洋 大
国』。深海に未だ解明されていない資源が眠ってい
るかも知れない。時に厳しい悠久の自然は、未だ人
知のおよばない程豊かさを秘めているでしょうから。

と聞きます 。一 昨 年 世 界 中に発 信された東日本 の
人々の謙 虚さや勤 勉さ忍 耐 力、昔 から寡 黙にその

日本の国 土 面 積：約38万平方キロメートル
排他的経済水域：約448万平方キロメートル
（国土の約12倍）
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告

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

地球表面積の三分の一を占める世界最大の海、

一 翼を担って来た「 雨ニモマケズ風ニモマケズ」の

報

カルガモプロジェクト

お台場学園港陽小学校の総合的な学習の一環として、海
苔網の引き上げ、摘み取り、加工などを体験する催しが小学
校5年生と地域の方々により行われました。昨年12月15日にお
台場海浜公園浜辺の沖合い約10メートルの海中に仕掛けら
れた海苔網を引き上げると、そこには網全体
にびっしりと生い茂った海苔が生育していまし
た。例年以上の出来栄えの海苔は手作業で
摘み取られ、
これを校 庭で天日干しにすると
江戸前お台場海苔が完成しました。
午後からは海苔の味噌汁試食、海苔の佃
煮づくり教室などもおこなわれました。

動

区民編集委員 石井 弘子

対
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
活動内容 ①地域の魅力アッププロジェクト
（イベントの企画・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）
④地区版基本計画検討プロジェクト
（次期芝浦港南地区版計画書の策定に向けた検討、区への提言の作成）
活動期間 平成25年4月から26年3月まで
募集人員 ①30人程度 ②20人程度 ③15人程度 ④20人程度（無作為抽出を含む。）
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29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。応募者多数の場合抽選です。

ベイエリア
・
ミュージック
・
バンク

芝浦港南地区総合支所では、地域
のミュージシャンを募集して総合支所
に登録し、町会・自治会等のイベント、
総合支所主催の各種事業等に紹介し
て出演していただく
「ベイエリア・ミュー
ジック・バンク」
を実施しています。
登録されたミュージシャンを紹介します。
イベントへの
出演を依頼したい場合は、芝浦港南地区総合支所の
ホームページから紹介依頼用紙をダウンロードし、問合せ
先に提出してください。 ベイエリア・ミュージック・バンク 検 索

ジャンル
ミュージシャン名
メンバー数
清水 裕
（バイオリニスト）
1人
クラシック・映画音楽
山口 益人
（バイオリニスト）
1人
フォーク・Ｊポップ・クラシック
ル ヴァン ドゥ メール Le vent de mer
5人
ジャズ・ボサノバ・クラシック
ロス・アビオネス Los Aviones
6人
フォルクローレ
スイング ビーズ ジャズ オーケストラ
25人 ジャズ
Swing Bees Jazz Orchestra
12人 ジャズ、ボサノバ、社交ダンス、ラテン
MTビックバンド
6人
MT社交ダンスバンド
ジャズ、
ボサノバ、
ダンス
8人
Kissポートスイートベルズ
クラシック
25人 ジャズ
ミナト ジャズ セブンス MINATO JAZZ 7th
6人
八丈太鼓はなみずき
邦楽
３月１日現在

問合せ 〒108-8547 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 FAX：3452-4902
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台
※日程は変更になる可能性があります。

芝

浦 ・ 海

4/5
（金）

岸

17：00〜20：00 お花見会
新入生歓迎週間
（芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

4/8〜13
（月）
〜
（土）

主催：都営芝浦4丁目アパート自治会
場所：都営芝浦4丁目アパート自治会前
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

場

4/27（土）

和のふれあい一日体験講座「はじめての香道（春）」
5/25
（土） 14：00〜16：00 （芝浦港南区民センター3769-8864）
要事前申込、定員30名、在住・在勤・在学者優先

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集会室

5月中旬
（〜7月上旬まで）
毎週（水）

芝浦港南ふれあいフリーマーケット
5/26
（日） 10：00〜15：00 （芝浦港南区民センター3769-8864）
出店事前申込、80店舗、出店：在住・在勤・在学者

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

6/8
（土）

和のふれあい一日体験講座「ゆかたの着付け」
14：00〜15：30 （芝浦港南区民センター3769-8864）
要事前申込、定員20名、女性対象

6/7・21・
28
（金）

ひとりじゃないさ区民センターファミリー
「江戸町人と
（芝浦港南区民センター3769-8864）
14：30〜16：00 江戸野菜」
要事前申込、
定員30名、
在住・在勤・在学者優先

22日 8：40〜11：15

港

4月中旬

4/27・
こうなんふれあいクリーン作戦
10：00〜11：00
5/25・
（港南地域連合会事務局090-9967-8132）
6/22（土）
5月初旬

6/5
（水）

子どもまつり（仮）
（港南子ども中高生プラザ3450-9576）
0〜18歳の子ども・保護者対象
かもめっこデー（3、4歳児入園対象者幼稚園説明会の
（港南幼稚園3471-7347）
11：00〜12：30 予定有）
未就園児親子対象、当日参加可能

港南こども祭り
6/14
（金） 10：00〜11：30 （港南幼稚園3471-7347）
未就園児親子対象、当日参加可能

台

お台場ふれあいフリーマーケット
（台場区民センター5500-2355）
港区在住・在勤者対象

主催：お台場ふれあいフリーマーケット
実行委員会
場所：台場コミュニティぷらざ広場3階

ビーチサッカー
（台場児童館5500-2363）
要事前申込、詳細は館便り・チラシをご覧ください。

主催：台場児童館
場所：台場児童館

5/18（土）

ベランダガーデニング教室
（台場区民センター5500-2355）
港区在住・在勤者対象

主催：台場区民センター
場所：台場区民センター

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和室

5/28（火）

おもちゃの病院
（台場児童館5500-2363）
詳細は館便りをご覧ください。

主催：台場児童館
場所：台場児童館

主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター2F集会室

5月下旬

かもん亭（中高生タイム）
主催：台場児童館
18：00〜20：00 （台場児童館5500-2363）
場所：台場児童館
中学生・高校生対象、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。

主催：芝浦小学校
場所：芝浦小学校

6/8（土）

8：50〜15：00

南
新1年生を迎える会
（港南子ども中高生プラザ3450-9576）
小学1年生対象

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：港南地域連合会
場所：集合場所：港南小学校南門
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：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

お知
らせ

お台場学園港陽小・中学校、
にじのはし幼稚園大運動会
（お台場学園5500-2572,2575）

港区港南地域連合会

第4回港南ふれあい桜祭り

桜の季節、港南地域をあげて
「第4回 港南ふれあ
い桜祭り」
を催します。多くのみなさんのお出かけを
お待ちしています。
■日 時 平成25年4月7日
（日）
午前11時〜午後4時
■場 所 高浜運河東岸
（御楯橋から楽水橋の一帯）
■ 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」
「フリーマーケット」
「防災コーナー」他
■主 催 港区港南地域連合会

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

場

4/5・26
（金）
4/9
（火）
10 べいあっぷ

主催：台場児童館
場所：台場児童館

都税についての
お知らせ

主催：お台場学園港陽小・中学校
場所：お台場学園校庭

便利な電子申告・電子納税等を
ご利用ください

東京都では、現在、法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内
の事業所税、23区内の固定資産税（償却資産）
について、eLTAX（地方税
ポータルシステム）
を利用した電子申告等の受付を行っています。
あわせて、
法人事業税・地方法人特別税・法人都民税、23区内の事業所税について、
eLTAXを利用した電子納税も行っています。
法人事業税・地方法人特別税・
法人都民税

事業所税（23区内）

電子
申告

○予定申告
○確定申告
○清算確定申告

電子
申請
・
届出

○法人設立・設置届出 ○異動届出
○中小企業者向け省エネ促進税制による減免申請
○申告書の届出期限の延長の処分等の
届出書・承認申請書
○法人税に係る連結納税の承認等の届出 など

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関す
る明細

電子
納税

○本税の納付
○延滞金の納付
○加算金の納付 ○見込納付

○本税の納付 ○延滞金の納付
○加算金の納付

○中間申告
○均等割申告
○修正申告 など

○納付申告 ○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申請

固定資産税
（償却資産）
（23区内）
○償却資産申告

【利用手続についてのお問い合わせ】

かもん亭
（中高生タイム）
主催：台場児童館
18：00〜20：00 （台場児童館5500-2363）
場所：台場児童館
中学生・高校生対象、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
1年生おめでとう会
13：30〜14：30 （台場児童館5500-2363）
小学1年生対象、詳細は館便りをご覧ください。

主催：台場児童館
場所：台場児童館

ローラー講習会（台場児童館5500-2363）
主催：台場児童館
要事前申込、小学1年生と初心者対象、詳細は館便り・
場所：台場児童館
チラシをご覧ください。

4/18・19
（木）
・
（金）

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

20日 8：40〜14：40

主催：台場児童館
場所：台場児童館

入学・進級おめでとう会
4/17（水） 15：00〜16：45 （台場児童館5500-2363）
小学生対象、詳細は館便りをご覧ください。

誕生会
（芝浦アイランドこども園5443-7337）
4/25・5/23・
10：30〜11：30 要事前申込（1ヶ月前から）、定員10名、
6/27
（木）
誕生月のお子様(０〜５歳児）と保護者対象

6/20〜22
学校公開
（芝浦小学校3451-4992）
21日 8：50〜15：25
（木）
〜
（土）
一般参加可能

一輪車講習会（台場児童館5500-2363）
要事前申込、小学1年生と初心者対象、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。

4/11・12
（木）
・
（金）

ホームページ http://www.eltax.jp/

エルタックス

検索

ヘルプデスク 0570-081459
（ＰＨＳ・
ＩＰ電話をご利用の場合：045-759-3931）
月〜金 午前８時３０分〜午後９時（土・日・祝祭日、年末年始12/29〜1/3は除く）

問合せ 港南ふれあい桜祭り実行委員会
電話：080（3341）8090

申告内容や審査・ 【電子申告、電子申請・届出】 所管都税事務所の各税目担当係
納税についての 【電子納税】 所管都税事務所の徴収管理係
お問い合わせ
【問い合わせ・港都税事務所】 5549ー3800
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