芝浦港南地区

開催場所

時

間

内

容

全 域
芝
浦

13：30〜15：00

かるがもくらぶ
（第２回）

11/28（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）

12/18（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）

10/3 （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）

10/17（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）

11/7 （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）

11/14（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）

12/5 （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）

12/12（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）

10/10（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）

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、

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）

港

10/31（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）

南

11/11（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）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①計測、
相談 ②くつろぎタイム
（計測可）

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）

12/19（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）

10/7 （月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

10/28（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）

11/18（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）

11/25（月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

12/2 （月） 台場児童館

10：30〜13：00

計測、
相談

12/16（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）

めざしていきたいです。

編集部

香取 ゆき
喜家村 麻美

安 全で快 適

へ通報してください。土曜日、
日曜日、祝日でも

を 創りだ す

対応しています。

ための 取 組

芝浦運河ルネサンス協議会では、昨年8月に、 を 支 援して
います。

問合せ 協働推進課地区政策担当 電話：６４００−００１３
12 べいあっぷ

古川 葉子

所は、芝 浦 運 河ルネサンス協 議 会とともに、

電話で「１１８」
（ 海上保安庁＜海のもしも＞） な運 河 環 境

① 芝 浦 西 運 河 沿 緑 地 、② 高 浜 西 運 河 沿 緑

石井 弘子

運河での危険な航行等を見かけましたら、

西田 浩一

行為が見受けられます。

田井中 功次

東京都港湾局、港区芝浦港南地区総合支

喜家村 麻美

松浦 奈緒子

隣にお住まいの方々に引き波と騒音等の迷惑

魅 力 あ る芝 浦 港 南 地 区 を

奈良 信一

河での徐行を求める横断幕を設置しました。

域の交 流なども取り上げ、

賢

場

芝浦橋北側の４か所に運

も達に少しでも、良い町だ

宮尾

台

が高速で航行したり、
ルーレット航行等の危険

これ から の 未 来 あ る 子ど

と思っています。そして地

での徐行を呼びかけています！

な航行をしたりして、一般の船舶利用者や近

ども達が住んでいます。

内 容 を 紹 介して い きた い

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２

地 、③ 浦 島 橋 北 側 、④ 新

港 南 地 域 は 比 較 的 新し
い町 であり、たくさん の 子

と 思ってもらえるような、

※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。

芝 浦 港 南 地 区の運 河では、水 上バイク等

適正に管理します。

編集後記

①②こうなん保育園
③港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

運河

人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

〒108−8547 港区芝浦3-1-47
電 話:6400-0031
FAX:3452-4902
Eメール:

※この情報誌にお寄せいただいた住所・氏名・

10/21（月）

①②こうなん保育園
③港南いきいきプラザ
（ゆとりーむ）

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部

sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

10/24（木） 男女平等参画センター
（リーブラ）
４F

12/9 （月）

第29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。

11/21（木） 港南子ども中高生プラザ

平成 25 年 9 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10月〜12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

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 25028-2435

芝浦中央公園から見る
港南のマンション群

天王洲運河

品川セントラルガーデン周辺のビル群

・
［特集］夏祭り

港区ベイエリアイベントリポート …………… P2〜5
・［連載］こんにちは、校長先生 ……………………… P6
・読者ギャラリー……………………………………… P7
・環境リポート………………………………………… P8
・パワーアッププロジェクト活動報告
子育て応援 〜ママのつぶやき〜…………………… 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30号）は平成25年12月中旬発行予定
港南五丁目東京入国管理局全景

特 集
7月
6日

夏 祭 り

港区ベイエリア
7月
19日・20日

品川駅港南夏まつり

〜ビルの谷間にまつりの賑わい〜

ビーチフェスタ&お台場運動会

恒 例 の 品 川 駅 港 南 夏まつりが 今 年も7 月1 9日
（金）
・20日
（土）に開催されました。周囲を近代的ビル
に囲まれた品川駅港南口前の広場も、
このまつりの

〜梅雨明け宣言とともに、お台場の熱い夏の幕開け〜
7 月6日（ 土 ）の 午 後 、都 立 お 台 場 海 浜 公 園にて
「ビーチフェスタ＆お台場運動会」が開催されました。台
場児童館と青少年対策お台場地区委員会が合 同で
行う、地域一体のイベントです。

加の「パン喰い競争」など、様々なプログラムが行われ
ました。
子どもの部、大人の部でそれぞれ行われた「ビーチ
サッカー」では、
ビーチサッカーワールドカップ日本代表

お台 場ならではの「ビーサンとばし」や海 水を運ぶ
「バケツリレー」、
「カードめくり」、子どもも大人も全員参

の４選 手も参 加し、
トップ選 手の華 麗な技で参 加 者を
楽しませてくれました。

期 間 は 昔ながらのお 神 酒 所に神 輿 や 提 灯 が 飾ら
れ、懐かしい雰囲気を醸します。地元の人に加えて、
近くの会社に通うサラリーマンも大勢、足を止め焼き鳥、
焼きそばに舌鼓を打ち、
ビールで喉を潤していました。

7月
21日

港南町会祭礼
〜猛暑にもめげず、神輿と山車の巡行〜
7月21日
（日）炎天下、子ども達が、法被姿の祭礼関係者や
ご両親などと一団となり、駅前の雑踏を抜け町内に向けて
元 気に出発しました。地 域には子ども

恒例のパン喰い競争

7月
13日

修繕されて輝きを増した神輿と山車が
港南全域を練り歩きました。

ひごろ納涼大会

7月
〜37回目、区切りの納涼大会〜
芝浦第二アパート自治会主催の第37回ひごろ納涼
大会が開催されました。25周年を迎えた若芝太鼓の

アンコール
も巻き起こ
りました

会場は大盛況
名物の焼きそばには行列が

7月
13日・14日

達の元 気な掛け声が響き渡りました。

トップ選手も参加したビーチサッカー

せーの、ビーサンとばし

ダイナミックな演奏が、会場をより一層盛り上げました。
「彼女達がランドセルを背負っていた時から演奏
を見てきたので、感慨深い」
と、観客が目頭を
熱くする場面もありました。ひごろ納涼大会と
しては地域の方々に惜しまれながら一旦終了
することになりました。

芝浦二丁目納涼盆おどり大会

〜威勢のいい太鼓と盆踊り〜

25日

芝浦水再生センターサマーフェスタ2013

〜赤ちゃんも楽しそう〜
毎 年 訪れるサマーフェスタです
が、今年は外から見ても何か違った
印象を受けました。入り口にズラリと
並んだママチャリを汗だくで整理し
ている係員達、青空と緑豊かな木々

アースくんと記念写真

増えたことを実感しました。様々な展示で子どもなりに学び体験もし、
たくさんのお土産を手に、誰もが笑顔の一日でした。

7月
26日・27日

芝浦まつり

〜子どもたちの笑顔かがやく芝浦なぎさ通り〜

ました。初日の土曜日は、初めのうちは小雨まじりの天気でしたが、次第に

芝浦の夏の風物詩、芝浦まつりが今年もなぎさ通りで開催

子ども達には、お楽しみ券のプレゼ

されました。毎年お馴染みのふわふわベア君やバラエティに富
んだ模擬店の数々は今年も健在です。

ントがあり、食 べ 物や飲み物 、遊びの

近隣オフィスで働くビジネスマンやビジネスウーマンの姿が多く

お店はどこも大人気でした。
メインの盆

みられる芝浦まつりですが、近年増えているのが子どもたちの

おどりでは、和太鼓「大角会」の皆さん

姿。芝浦の街に子どもが増えたことで、芝浦まつりの雰囲気も少

による体に響く太鼓のリズムで、
ご来場

しずつ変化しています。子どもたちの明るい歌声や無邪気な笑

の方々も楽しんで踊られていました。

顔が、芝浦まつりを楽しく盛り上げてくれました。

2 べいあっぷ

自転車シミュレーターでルールを
学びました

の間にカラフルな風船が舞い、会場には大勢の園児や子ども達が集い、
とても穏やかな雰囲気でこの町に子ども達が

7月13日
（土）
・14日
（日）の二日間、芝浦二丁目納涼盆おどり大会が開かれ
雨も上がって過ごしやすくなりました。

バルーンもお土産もいっぱい

なぎさ通りは大盛況

御田八幡神社のお神輿

カラオケ大会

子どもに人気の模擬店

べいあっぷ 3

特 集
7月
27日

夏 祭 り

港区ベイエリア
8月
31日

〜みんなで流しそうめん〜

港南四丁目第3アパート夏祭り

東 港自治 会の夏 祭りでは、焼き鳥 、焼きそば 、
ポップコーン、生ビールなどのお店のほか、花火や
すいか割りのイベントも行われました。夏祭りのメインは、流しそうめんです。現会長が就任した

〜家族で楽しむ盆踊り〜

とき、夏祭りで何かやりたいねということになり、
どこも実施していない流しそうめんが始まりました。

港南四丁目第3アパート夏祭りは、港南四丁目子育て支

太い竹を入手するのが大変ですが、昔から付き合いのある八百屋さんにお願いし入手してい

援施設も参加し、今まで以上に子ども達で溢れたお祭りで

ます。
自治会の方が工夫して作った装置で、流しそうめんを楽しんでいました。

した。先生達も加わり、子ども達もとても楽しそうでした。盆
踊りも賑やかに行われ、お祭り自体が港南地区の夏の風物詩になっています。途中から大

8月

雨になってしまい、
とても残念ではありましたが、お祭りも終盤であったため、何とかみんな

2日・3日

都営港南四丁目自治会納涼大会

〜夏休み最後の土曜日多くの子どもが参加〜

海岸二・三丁目町会 盆踊り大会
〜子どもにも大人にも楽しい夏祭り〜

31日

福島物産展の賑わい
ヤマメやお餅の炭火焼

楽しめたのではないかと思います。来年は、最後まで天気に邪魔されないといいですね。

8月

東港自治会夏祭り

8月31日
（土）、午後6時より高浜運河沿いの港南公園前

鳥、
カキ氷などに加え子ども向けのゲームなどの模擬店

遊歩道にて納涼大会が開催されました。焼きそば、焼き

が数多く出店されていました。最後の夏を惜しむ子ども
たちや地域の皆さんが大

豪華な景品あたるかな？ 日塩
（株）
の天日塩

勢参加し、会場前を流れ

海岸二・三丁目町会の盆踊り大会は見どころ満載。今年も秋田の「なまはげ」や

る運河沿いの納涼を楽し

チアリーディングチーム
「芝浦エンジェルス」が会場を盛り上げてくれました。子どもに

みました。

大人気のコイン落としや射的などのゲームはもちろん、
焼きそばや焼き鳥、綿菓子などの模擬店も大行列
の盛況ぶり。海岸に拠点を構える日塩（株）のテント

埠頭公園は大賑わい

9月

では、おいしいと評判のお塩のセールも。子どもにも

8月
10日

港南三丁目合同まつり

〜食材豊かなお祭り〜

芝浦一丁目夏祭り

港南三丁目合同まつりは、近隣のマン
ションからの屋 台がたくさんあり、
とても

〜熱いお祭りで、猛暑を吹き飛ばそう！〜

賑やかでした。他にはアニメの歌や、子ども達によるチアダンスなどもあり、
たくさんの人たちが
参加しているお祭りでした。天候にも恵まれ夏の締めくくりになったお祭りでした。大人気の

連日4 0 度を超える猛 暑 がニュースを賑わせていた
8月1 0日（ 土 ）、芝浦一丁目の南浜町児童遊園で夏祭

7日

大人にも嬉しい夏まつりでした。

芝浦エンジェルスの演技

すいか割り

射的

つばめグリルのハンバーグや、岩手産のお野菜なども販売しており、大盛況でした！
！

りが行われました。焼きそばやフライドポテトをつくる皆さんは、熱い鉄板や鍋を前に
悪戦苦闘。そんな商店会・町会の皆さんのご苦労のおかげで、お祭りは大盛況

輪投げ

でした。先着600名までは飲食もゲームも無料。100名以上にお米やカップ麺など
が当たる抽選会も行われ、夏の暑さ以上に熱く盛り上がりました。

8月
23日・24日

お台場夏まつり

〜赤ちゃんからお年寄りまで、みんな熱く頑張りました！〜
前夜祭の直前に豪雨が降ったものの、その後は天気に恵
まれました。ステージではダンスや音楽が披露され、飲食や

炎天下の焼きそばづくり

7月
7日

港区ジョイントコンサート

〜日頃の練習の成果を表すパフォーマンスを披露〜
7月7日
（日）、梅雨明け宣言が出された直後の暑い日
曜日、メルパルクホールで恒 例のジョイントコンサートが
開催されました。第28回目となる今年は17の団体がエン
トリーし、
日頃、鍛えたパフォーマンスを繰り広げました。

おもちゃ、バザー等の出店があり、夜には盆踊りをしました。

芝浦港南地区からは港南小学校PTAコーラス同好会

今年も厳しい暑さの中、小さな子どものお母さん達が汗を流

と清水建設合唱団（先日まで芝浦に本社があった縁で、

しながら懸命に夏まつりを手伝う姿も数多く見られました。

今年も参加）が出演され熱唱を聴かせてくれました。
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コンサートの主催団体
港区音楽連盟会長清水軍
治さんはアコーディオン
を携えて参加

港南小学校PTAコーラス
愛好会によるユーモラスな
演技を交えた「セシボン」
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連

読 者ギ ャ ラ リ ー

載

学校外観

芝浦小学校は、平成23年1月、現在の新校舎に移転
しました。学校の校庭は人工芝で、区内の小学校では
二番目に広くなっています。近年児童数が増え、学校
行事も賑やかに行われています。

どのような子ども時代を
過ごしましたか。

恥ずかしがりやで、人の前に出て話すのが苦手な
子でした 。学 校 の 勉 強 は 一 生 懸 命 やったと思いま
す。友達はたくさんいて、いつも野球やドッジボール
やかけっこが大好きで得意でした。テレビばっかり見
ていました。スポーツ選手や、歌手や、
ドラマやアニ
メのヒーローにあこがれを持ち続け、夢を見る子で
した。
また、昆虫をはじめとする生物が大好きで、家

2

味

昆虫の中でも蝶を見るのが大好きで、子供のころ
から今まで、図鑑を見続ける→採集する→標本を作
る→ 飼 育する→ 写 真 撮 影をする→ 観 察をするだけ
と時 代とともに変 わってきました。暖かい季 節にな
ると、オオムラサキ・アサギマダラ・クジャクチョウ・
ミドリシジミに会いたくて、それと温泉を求めて旅行
や登山やハイキングをすることが楽しみです（なか
なか忙しくて最近は・・）。あとは、映画をみたりカラ
オケをしたりして、ストレス解消しています。
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しゅん＆りんママさんの作品
「はんぶんこ」

泥谷 隆史さんの作品
「都心で田植」

Y&Rさんの作品
「芝浦まつりでニッコリ」

芝浦小学校の学級数・児童数（平成25年9月1日）

学級数
21

3

児

童

数

男

女

合計

377名

329名

706名
笹尾 昭宏さんの作品
「夏の第三台場」

健康法

体がなまってきて、固くなってきて、いつも疲れて
いて、今、健康かどうかわかりませんが、現実をあり
がたいと思い、仕事も一生懸命やることが一番だと
思います。そして、人に感謝し、人が好きで、人と会っ

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。

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。

※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。

次回の締切は
11月8日
（金）
必着です
※過去の掲載作品を一部抜粋

て、よくしゃべり、よく笑い、よく食べ、よく飲み、よく
歌うことです。
また、よく歩き、よく風呂に入り、時々

問合せ
・
作品の送付先

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

マッサージしてもらい何とか健康を保っています。

にはいつもたくさんの生き物を飼っていて、母に嫌
がられました。

趣

台場 にじ子さんの作品
「公園でラジオ体操」

休み時間のミニコンサート

「こんにちは、校長先生」第2回目は、芝浦小学校校長
黒田泰正先生です。

1

小坂 善男さんの作品
「ループ橋のある風景」

芝浦港南地区フォトギャラリーが出来ました！

4

好きな
言 葉

5

最 近
読んだ本

「人、皆、わが師」

「和顔愛語」
（ 坪田耕三）

「教育は人なり」

「身に付けよう江戸しぐさ」

「もう一歩前へ」

（越川禮子）
「わたしの失敗」
（産経新聞）

田町駅東口北地区公共公益施設（愛称：みなとパーク芝浦）の工事現場の
仮囲いに、読者ギャラリー（「べいあっぷ」第24〜28号）に掲載された写真を
使用した装飾をしています。第2弾では、
「 べいあっぷ」第29号以降の読者
ギャラリーから写真を選び、掲出する予定です。
工事現場のお近くにいらした際は、ぜひ足を止めご覧になってください。

設 置 港区芝浦一丁目16番
場 所 工事現場西側（JR線側）
の仮囲い

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 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。煙ハウスなどの
参加者体験型の訓練や防災知識普及啓発のコーナーを設けます。各地区の日程は、次のとおりです。

■芝浦会場

日
会

■港南会場

日 時：平成25年11月10日（日）午前9時30分から午前11時30分まで
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）

■台場会場

日
会

時：平成25年10月27日（日）午前9時30分から午前11時30まで
場：芝浦小学校（芝浦4-8-18）

時：平成25年11月16日（土）午前9時30分から午前11時30分まで
場：お台場学園（台場1-1-5）
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「にかほ市 夏休み自然体験教室」に行ってきました！
8月20日
（火）から8月22日
（木）
まで、芝浦港
南地区の子どもたち14名が秋田県にかほ市

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
活

動

平成２２年度に開始して第６回目となる
「べいあっぷウォーキン
グ」
を１０月６日
（日）に開催します。芝浦港南の運河沿いを歩きな
がら、芝浦アイランド島祭りを開催中のプラタナス公園、
ワールドシ
ティタワーズ秋祭りを開催中の港南緑水公園、秋咲きのバラが美
しい芝浦中央公園などの魅力的なスポットを巡ります。参加者全
員に特製プレゼントがあります（申込は終了しています。）。
ウォーキングのほかにも、芝浦港南地区の地域資源を生かした
魅力的な企画を次々と実施していきます。是非御参加ください。

体験やそば打ち体験、バーベキューなどを行
いました。
また、
日本百名山の一つである鳥海
山 北 側 山ろくに位 置 する、中島 台レクリエー
ションの森の獅 子ヶ鼻 湿 原を約 3 時 間 散 策し
ました 。豊 かな自然
の中 、都 心ではでき
ない貴重な体験とな
りました。

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。

ゴーヤの収穫会＋試食会

8月16日
（金）に総合支所でゴーヤの収穫・試食会を開催し
ました。7月下旬頃から、黄色い可愛い花が咲き、気づけば立派
なゴーヤが実りました。13名の方に参加していただき、美味し
そうなゴーヤをたくさん収穫しました。早速、男女平等参画セン
ターの料 理 室で調 理を始
め 、ゴ ーヤチャンプルー 、
素揚げ、
ゴーヤジュースなど
6品の料理が出来
上 がり、皆さんで
試食してゴーヤの
味を楽しみました。

連 載 コラム

8月26日
（月）、芝浦小学校の夏講座において、
カル
ガモプロジェクトによる講座「カヌーに乗ってカルガモの
人工巣を見てみよう」
を実施しました。
夏講座には、芝浦小学校の児童14名が参加し、教室
にてカモについての講義を受けた後、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。
児 童たちは濡れながらも
楽しそうな表情をしていまし
た。充実した夏講座になった
ようです。

地区版基本計画
検討プロジェクト
地区版基本計画検討プロジェクトでは、次期芝浦港
南地区版計画書の策定のために、芝浦港南地区にあ
る数々の地域資源を活用した新たな事業を提案しよう
と検 討を重 ねていま
す 。平 成 2 6 年 3 月の
区 への提 言に向け、
ベイエリアならではの
魅力的な事業を創出
できるように頑張って
いきます。

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

いろいろな意味で

アナログ世代の出番でしょ!

猛暑の夏、
ＰＣやスマホにタブレット等、ゲームに留
まらず、
ブログ、
ツィッターに若年層が中毒化とマスコ
ミを賑わし、
「 IT社会の到来で本音が言える時代に
なった」
と論評もありました。今や若年層だけでなく高
齢者もインターネットを活用していますし、福祉事業な
どにもITが大きな役割を果たすようになったことも明
らかです。
ただ、
ネット社会に溢れる情報は、人に読んで貰い
たい、見て貰いたいだけのブログや動画投稿などフィ
ルターがかかった感じのものも多く、
アクセス何万件と
言われても、ただいっとき流れていくだけに過ぎないも
のや不自然な情報は何れ淘汰されてしまうでしょう。
情報を発信する側の意識の向上と共に、情報を受け
取る側も真理を見極める目を持つべき時代なのです。
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告

地域の魅力アッププロジェクト

へ夏休み自然体験教室に行ってきました。
2泊3日の期間中、ホームステイ先での農業

8月16日

報

一昔前の「一億総プールサイダー」が、
プラス
「一億
総カメラマン」になっただけで、多くの日本人は昔か
ら何も変わっていない気がします。その一方で、戦後
から今日まで、社会情勢や教育現場の変遷は目まぐ
るしく、
「老壮青少の世
代 間 の 違 い 」も顕 著 で
す 。だからこそ今 、世 代
間 の 橋 渡しも国 の 歴 史
をも伝えていく役目を果
たせるのは、様々な変化
を体 験した高 齢 者 世 代
の 出 番 であり責 任 だと
思えるのです 。
区民編集委員 石井 弘子

電話：6400-0013 FAX：3452-4902

ママの
子育て応援 つ
ベビーカーをたたむって、難しい！
ぶ
やき

「最後に乗られた方、ベビーカーをたたんでください。」
私は一気に焦りと悲しみが込み上げてきた。バスは空い

可哀想なことをしたと思った。
ただでさえ、乳幼児とバスに乗るの

ていたが、先に2台のベビーカーが乗っていた。初めての
ことだ。私は慌てて大きなバッグと、抱っこ紐と、上着と、
マグと、
自分の飲み物を座席に荒々しく置き、最後に娘も

は肩身が狭い。出産前までは、ベビーカーは当然さっとた
たむもの、子どもは泣かせないもの、歩ける子どもは立って
乗るもの、
と思っていた。その自分の無知が、今になって自

降ろした。娘はびっくりして目を覚まし、ギャーッと泣いた。
ベビーカーを両手と片足でぐいぐい、
ぐいっと潰した。そし
て自分が癒しを求めるように、娘を抱き上げ、顔を寄せた。
せっかく寝かしつけたのに。今日は午後から1才半健診。

分に返ってくる。乳幼児が泣くのはしつけが悪いからでは
ないし、3才の子どもだって移動中にベビーカーで昼寝を
するものだ。そんなことを最近になって知った。
バスを降りようとすると、後ろの方に乗っていた男性の

保 健 所で泣 かないように、早めに昼 食を終えてずっと
抱っこで寝 かしつけ、
うまくいった！と思って家を出たの

方が、ベビーカーにさっと手をかけて下さった。その気持
ちがありがたい。普段そういうことに気づく方が多いこと

だった。すぐに走り出したバスの中、そっと抱っこ紐に切り
替える余 裕は無かった。慌てた自分が情けなく、娘にも

に驚かされる。おかげさまで育児は楽しい。
区民編集委員 古川 葉子
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港区ベイエリア・
芝

浦 ・ 海

10/3、
11/7、
12/5
（木）
10/6
（日）
10/12・11/9・
12/14
（土）
10/15
（火）
10/18
（金）
10/16・17
（水）
・
（木）
10/19
（土）

雨天時は10/20（日）に順延

10/23
（水）

主催：芝浦アイランドこども園
こども園で遊ぼう
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
場所：芝浦アイランドこども園
要事前申込、
0〜5歳児対象、
定員15名）
主催：芝浦幼稚園
運動会
9：00〜11：50
場所：芝浦小学校校庭
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
地域の方、
未就園児親子が対象）
主催：芝浦港南区民センター
ひとりじゃないさ区民センターファミリー 映画の中の東京
14：00〜16：00
（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864、
要事前申込、
定員20名） 場所：芝浦港南区民センター
主催：芝浦幼稚園
未就園児の会
（りんごちゃんくらぶ）
9：30〜11：30
場所：芝浦幼稚園
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児親子が対象）

10：00〜11：00

13：00〜13：30
10：00〜18：00
8：50〜15：30
9：30〜11：30

10/26
（土）

9：30〜12：00

10/29
（火）

10：00〜11：30
10：00〜18：00
10：00〜15：00

11/3
（日・祝）

11：30〜15：00

11/4
（月・振休）

12：00〜15：00

11/6
（水）

9：30〜11：30

11/12・13
（火）
・
（水）
11/14〜16
（木）
〜
（土）
11/15〜17
（金）
〜
（日）
11/16〜21
（土）
〜
（木）

15：00〜21：00
9：00〜14：00
15
（金）
9：00〜15：30
16
（土）
9：00〜16：00
17
（日）
9：00〜15：00

8：10〜15：40

11/27
（水）

9：30〜11：30

11/27
（水）

14：00〜16：00

11/27
（水）

13：00〜18：00

12/1
（日）

11：00〜14：00

12/7
（土）

9：00〜10：30

12/8(日）

11：00〜

12/8(日）

未 定

12/11(水）

15：30〜16：30

12/14・15
（土）
・
（日）

14：00〜15：00

12/18
（水）

9：30〜11：30

12/18
（水）

13：00〜16：00

港

南

10/6(日）
10/16・17
（水）
・
（木）
10/16・17
（水）
・
（木）
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※日程は変更になる
可能性があります。

岸

10/24、
11/21、
10：30〜11：30
12/19
（木）

11/2・3
（土）
・
（日・祝）
11/2・3
（土）
・
（日・祝）

10月〜12月

主催：芝浦幼稚園
場所：芝浦幼稚園
主催：港区内いきいきプラザ等
ほのぼの作品展
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（問合せ：港区内いきいきプラザ等5443-7338）
主催：芝浦小学校
運動会
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
保護者・地域の方対象）
場所：芝浦小学校校庭
主催：芝浦幼稚園
未就園児の会
（りんごちゃんくらぶ）
場所：芝浦幼稚園
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児親子が対象）
誕生会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
要事前申込、 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
誕生月の0〜5歳児とその保護者対象、
定員15名）
主催：芝浦アイランドこども園
運動会
（問合せ：芝浦アイランドこども園、
5443-7337、
要事前申込
場所：芝浦小学校
0〜5歳児対象 定員15名）
主催：芝浦幼稚園PTA
PTAバザー・未就園児の会
（りんごちゃんくらぶ）
場所：芝浦幼稚園
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574）
主催：芝浦港南ふれあいまつり実行委員会
芝浦港南ふれあいまつり
場所：芝浦港南区民センター
（問い合わせ：芝浦港南区民センター3769-8864）
主催：芝浦港南区民センター
芝浦港南フリーマーケット
（問い合わせ：芝浦港南区民センター
場所：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）
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
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
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、
事前チケット販売制）
主催：トミンハイム海岸三丁目自治会
バーベキュー大会
場所：トミンハイム海岸三丁目公開空地
主催：芝浦幼稚園
未就園児の会
（りんごちゃんくらぶ）
場所：芝浦幼稚園
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児親子が対象）
主催：芝浦商店会
謝恩福引セール抽選会
場所：田町駅前広場
（会員店舗でお買上げの福引券お持ちの方が対象）
主催：芝浦幼稚園
幼稚園公開
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
場所：芝浦幼稚園
保護者、地域の方、
教育関係者が対象）
主催：芝浦小学校
展覧会
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
保護者・地域の方対象）
場所：芝浦小学校体育館
（17
（日）
は最終入館14：00）
主催：芝浦小学校
新1年生保護者対象学校公開
（問合せ：芝浦小学校3451-4992、
場所：芝浦小学校
平成26年度新1年生のお子さんの保護者対象）
主催：芝浦幼稚園
未就園児の会
（りんごちゃんくらぶ）
場所：芝浦幼稚園
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児親子が対象）
和のふれあい1日体験講座 墨彩画（干支を描く）
（問合せ：芝浦港南区民センター 主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
3769-8864、在住・在勤・在学者対象、要事前申込、定員20名）
主催：港区児童館
港区ドッジボール選手権
（要事前申込）
場所：港区スポーツセンター
主催：芝浦二丁目町会
もちつき大会
場所：船路橋児童遊園
主催：芝浦アイランドこども園
クリスマス会
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
場所：あいぷら４階体育室
要事前申込、
0〜3歳児対象、
定員15名）
主催：メゾン田町自治会
おもちつき
場所：メゾン田町駐車場
主催：芝浦一丁目町会
芝浦一丁目町会もちつき大会
場所：南浜町児童遊園
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
クリスマス会
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）
クリスマス子供大会 "子供劇" "ミニコンサート"（問合せ：芝浦港南区民センター 主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
3769-8864、未就学児・小学校低学年児童とその保護者対象、当日先着順）
主催：芝浦幼稚園
未就園児の会
（りんごちゃんくらぶ）
場所：芝浦幼稚園
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
未就園児親子が対象）
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
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
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、
要事前申込、
高齢者対象）

地域の方と遊ぼう会
（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574）

港

10/26
（土）

10：00〜11：00

10/26
（土）

9：00〜15：00

11/1
（金）

10：00〜11：30

11/3
（日・祝）

終 日

11/9・10
（土）
・
（日）

9日 8：10〜11：55
10日 8：10〜15：55

11/10
（日）

14：45〜15：30

11/15
（金）

9：30〜12：00

11/17
（日）

10：00〜15：00

11/21〜23
（木）
〜
（土・祝）
11/23
（土・祝）

9：00〜12：00
10：00〜11：00

12/12〜14
（木）
〜
（土）

午前中

12/21(土）

未 定

12/28
（土）

10：00〜11：00

台

主催：港南地域連合会
場所：港南小学校南門集合
主催：港南小学校
第50回運動会
（問合せ：港南小学校3474-1501）
場所：港南小学校グラウンド
主催：こうなん保育園
やきいも会
（問合せ：こうなん保育園3450-3800、
0〜5才児親子が
場所：こうなん保育園
対象、
要事前申込、
定員10組）
主催：港区環境課・NPO法人あきる野さとやま自然塾
あきる野バスハイク
場所：東京都あきる野市
（問い合わせ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
小学生対象）
主催：港南小学校
学校公開
（問合せ：港南小学校3474-1501）
場所：港南小学校
主催：港南小学校
学校説明会
（問合せ：港南小学校3474-1501）
場所：港南小学校体育館
主催：港南小学校
全国学校体育研究大会
場所：港南小学校体育館、
グラウンド
東京大会分科会
（問合せ：港南小学校3474-1501）
主催：港南いきいきプラザ
ゆとりーむ祭り
（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915）
場所：港南いきいきプラザ
主催：港南幼稚園
作品展
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、園児・未就園児・保護者・地域の方対象） 場所：港南幼稚園
主催：港南地域連合会
こうなんふれあいクリーン作戦
（一般参加可能）
場所：港南小学校南門集合
主催：港南小学校
学習発表会
（問合せ：港南小学校3474-1501）
場所：港南小学校体育館
主催：港南子ども中高生プラザ
クリスマス会
場所：港南子ども中高生プラザ
（問い合わせ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
要事前申込）
主催：港南地域連合会
こうなんふれあいクリーン作戦
（一般参加可能）
場所：港南小学校南門集合

こうなんふれあいクリーン作戦
（一般参加可能）

場

ラートグループ
（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、
定員あり、
小学校2年生以上）
工作のつどい
（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、
10月初旬、
12月初旬 未 定
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
10/2・9・16
親子でベビーマッサージ＆ベビーヨガ（問合せ：台場区民センター5500-2355、
10：30〜11：30
11/6・13・20
（水）
3ヶ月以上12ヶ月未満までのお子さんと保護者の方が対象）
にじっこ運動会
10/5
（土）
9：00〜12：00
雨天時は10/6（日）に順延
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
園児・未就園児が対象）
地域清掃
8：40〜9：40
10/5
（土）
（問合せ：お台場学園5500-2572、
5500-2575）
10：30〜12：00
10/15・29・
にじっこキッズ
（11/5は、
11：40から
11/5・12・19
（火） おはなし会）
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
未就園児が対象）
10/17・18
幼稚園公開
9：00〜12：00
（木）
・
（金）
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
地域の方、
未就園児が対象）
10/17〜19
17、18日 8：30〜15：30 学校公開
（問合せ：お台場学園5500-2572、
5500-2575）
（木）
〜
（土）
19日 8：30〜11：40
毎週（水）
12/18まで
15：00〜17：00
（11/13・27を除く）

10/19
（土）
10/23
（水）
10/26
（土）
10/27
（日）
11/2
（土）
11/29・30
（金）
・
（土）
11月中旬、
12月中旬
11月中旬、
12月中旬
11月中旬、
12月中旬
11/13
（水）
12月初旬
12月初旬

主催：港南幼稚園
9：00〜12：15
運動会
（問合せ：港南幼稚園3471-7347、
園児・未就園児・保護者対象） 場所：港南小学校グラウンド
主催：港区内いきいきプラザ等
未 定
ほのぼの作品展
（問合せ：港区内いきいきプラザ等3450-9915）
場所：港南いきいきプラザ
主催：港南幼稚園
18日 9：00〜14：00 幼稚園公開
19日 9：00〜12：00 （問合せ：港南幼稚園3471-7347、園児・未就園児・保護者・地域の方対象） 場所：港南幼稚園

南

12月下旬
12月下旬
12月下旬

11：30〜12：15

中学校学校説明会
（問合せ：お台場学園5500-2575）

10：20〜10：50 クルポンズ劇場 幼稚園説明会
未就園児親子が対象）
11：00〜11：30 （問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
児童館まつり
（問合せ：台場児童館5500-2363）
13：30〜16：00
チケット販売9月24日〜10月25日
（日曜・祝日を除く）
お台場ふれあいフリーマーケット
11：00〜16：00
（問合せ：台場区民センター5500-2355、
港区在住・在勤者優先）
学芸発表会
8：50〜15：00
（問合せ：お台場学園5500-2572、
5500-2575）
にじっこ作品展
9：00〜14：00
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、
地域の方、
未就園児が対象）
レッツ3・4・5
（3，
4，
5歳児のつどい）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
未 定
要事前申込、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
123タイム
（小学１〜３年生のつどい）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
未 定
要事前申込、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
456タイム
（小学４〜６年生のつどい）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
未 定
要事前申込、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
15：00〜17：00 港区ドッジボール選手権 台場児童館内
（ドッジボール）
予選会
（予定）
（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込）
地域の大人向け事業
（問合せ：台場児童館5500-2363、
未 定
要事前申込、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
一輪車講習会
（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、
未 定
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
かもん亭スペシャル<中高生のつどい>
18：00〜21：00
（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
子どもの陶芸
（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、
未 定
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）
大人の陶芸
（問合せ：台場児童館5500-2363、
要事前申込、
未 定
詳細は館便り・チラシをご覧ください。
）

主催：台場区民センターホール
場所：台場児童館
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場区民センター
場所：台場区民センター 1階和室
主催：にじのはし幼稚園
場所：レインボー公園
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：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：お台場学園
場所：お台場学園
主催：お台場学園
場所：お台場学園
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場児童館
場所：台場児童館

主催：お台場ふれあいフリーマーケット実行委員会事務局
場所：台場コミュニティーぷらざ広場3階（屋外）

主催：お台場学園
場所：お台場学園
主催：にじのはし幼稚園
場所：にじのはし幼稚園
主催：台場児童館
場所：台場児童館周辺
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
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
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
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