
芝

　浦

台

　場

港

　南

全

　域

12 べいあっぷ

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 26036-2435

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

　　　　　　  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）。

　このボランティアも
8年目。2度目の登場で
すので、4年に1度。オリ

ンピックと同じ周期です。そのオリ
ンピックが6年後に東京に来ます
が、それまでに私の住い付近もかな
り景観も変わりますね。まず、12月
にみなとパーク芝浦がオープンし
田町東口付近が再開発で高層ビル
ができる。海岸通りの橋が広がり、
夕凪橋も新たに。そして山手線の
新駅誕生。まだまだ他にもあること
でしょう。景観同様「べいあっぷ」も
変わりますよ。更に、魅力UP!!

奈良 信一

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部
〒105-8516 港区芝浦1-16-1
（平成26年12月19日まで 〒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。

芝浦港南地区 総合支所だより

芝浦港南地区
子育てあんしんプロジェクト

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。

月　日 開催場所 時　間 内　容

男女平等参画センター（リーブラ） 10:15～11：30 かるがもくらぶ（5コース 第2回目）1/21（水）

男女平等参画センター（リーブラ） 10:15～11：30 かるがもくらぶ（6コース 第1回目）
対象：26年9月～12月生まれ2/18（水）

男女平等参画センター（リーブラ） 10:15～11：30 かるがもくらぶ（6コース 第2回目）3/18（水）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談1/8（木）

芝浦アイランドこども園 ①10：00～11：00 ②11：00～12：00
③13：30～14：30

①こども園であそぼう 
②③計測、相談1/22（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談2/ 5 （木）

芝浦アイランドこども園 ①10：00～11：00 ②11：00～12：00
③13：30～14：30

①こども園であそぼう
②③計測、相談2/19（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談3/ 5 （木）

芝浦アイランドこども園 ①10：00～11：00 ②11：00～12：00
③13：30～14：30

①こども園であそぼう
②③計測、相談3/19（木）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談 

②計測、相談1/15（木）

①こうなん保育園
②港南いきいきプラザ（ゆとりーむ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談

②計測、相談1/19（月）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談1/29（木）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談

②計測、相談2/12（木）

①こうなん保育園
②港南いきいきプラザ（ゆとりーむ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談

②計測、相談2/16（月）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談2/26（木）

①こうなん保育園
②港南いきいきプラザ（ゆとりーむ） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談

②計測、相談3/ 2 （月）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談

②計測、相談3/12（木）

港南子ども中高生プラザ ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測、相談3/26（木）

①台場保育園 ②台場分室・多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談
②計測、相談1/14（水）

台場児童館 10：30～13：00 計測、相談1/26（月）

①台場保育園 ②台場分室・多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談
②計測、相談2/ 9 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測、相談2/23（月）

①台場保育園 ②台場分室・多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①保育園で遊ぼう、計測、相談
②計測、相談3/16（月）

台場児童館 10：30～13：00 計測、相談3/23（月）

※育児相談の受付は、終了時刻の30分前とさせていただきます。
※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、施設等の都合により、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。
※かるがもくらぶ（予約制）：みなと保健所主催のうさちゃんくらぶに参加できなかった方、2人目以降の方を対象にしています。保育はありま
せん。上のお子様はお預けになられてからお越しください。

平成２７年1月～3月

問合せ  区民課保健福祉係  電話 ： ６４００－００２２

喜家村 麻美 仲村 淳子 大島 孝康

べいあっぷ編集部

奈良 信一 松浦 奈緒子

田井中 功次

西田 浩一

宮尾　賢 石井 弘子

人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

芝浦港南地区情報誌 芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

平成26年12月
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水辺フェスタ
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地域対抗ボートレース大会 ………2

［連載］がんばれ、 フレッシュマン先生！
港区ベイエリアイベントリポート
読者ギャラリー
環境リポート
ベイエリア・パワーアッププロジェクト活動報告
ベイエリアイベントカレンダー
総合支所だより

◆次号（第35号）は平成27年3月中旬発行予定
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弾けるレディー
スパワー！

弾けるレディー
スパワー！

日　時：平成27年1月1日（木）　午前6時から
　　　　（東京の日の出時刻　午前6時50分）
場　所：都立芝浦南ふ頭公園（海岸三丁目33番20号） 都立芝浦南ふ頭公園

運動広場
レインボー
ブリッジ

海岸三丁目
（ちぃばす）

至田町駅

芝浦ふ頭駅
（ちぃばす）

芝浦ふ頭駅
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通り
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り
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  連 載

　「がんばれ、フレッシュマン先生！」では、芝浦港南
地区（芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場）内の小中
学校の採用1年目～5年目までの先生に登場してい
ただきます。
　先生になったきっかけや子ども時代のお話など、

普段なかなか聞くことができない先生のお話をお伺い
できるかもしれません！
　第2回目は、港南中学校で特別支援学級を担当され
ている栗原千恵先生です。今回は栗原先生の特技の
ひとつである、書道の作品も掲載させていただきました！

　両親が共働きだったため、祖父と祖母と一緒に畑や田んぼに行くことが毎日の楽しみでした。5歳のときに妹が生まれてからは、何をするのも妹と一緒で、面倒をよくみていました。学校では、何にでも挑戦する活発な子どもでした。

どのような子どもでしたか？

　港南中学校に来て3年目になりました。栃木
県出身の私は、高層マンションに囲まれた学校と
壮大な人工芝のグランドを見て、ただただ驚いた
ことを思い出します。開設二年目の特別支援学
級に配属され、学習指導も生活指導もすべてが
手探りでしたが、意欲のある生徒と一緒に成長
する喜びを感じる日々でした。今も生徒たちの
自立を目標に、一人一人のよいところを伸ばし、
居心地のよい学級になるよう努めています。
　趣味は、旅行・読書・書道
です。特に書道は、現在も
師匠のもとで勉強中です。
筆で言葉を表現することに
はゴールがないので、私の
作品を見てくれた人が温かい
気持ちになれたらという思
いで作品作りをしています。

自己紹介

　習い事が大好きで、5歳からピアノと水泳、小学生になって習字とそろばんを始めました。特にピアノと習字が得意で、その魅力や楽しさをたくさんの人に伝えたいと思ったのがきっかけです。大学では書道を専攻して、専門的に指導ができる中学校か高校の先生を目指しました。

栗原 千恵先生

先生になったきっかけは
何ですか？

子どもたちへのメッセージを
お願いします。

フレッシュマン先生！

　広い視野をもって、毎日の授業や部活動に取
り組んでほしいと思います。様々な角度から物事
をとらえたり、相手
の考えを受け入れ
たりすることで、課
題解決やアイディ
アの創出につ
ながるはずで
す。周りの友
達と協調し、
有意義な学校
生活を送りま
しょう。

1位 港南地域 210点
芝浦・海岸2・3丁目地域 モンスター ダディーズ（MONSTER DADDY'S）

台場地域 「お年寄りを愛し続けて19年」

●一 般 の 部

●子どもの部

　9月23日（火）、都立お台場海浜公園で今年も水辺フェスタボートレース
大会が開かれました。今年で8回目を数えるこの大会、69チーム400人を
超える選手が参加しました。
　今大会は、「一般の部」15レース、「子どもの部」7レース、そして小学生
チーム、女性チーム、一般チームが協力する「リレーの部」が1レースの合
計23レース。「芝浦・海岸2・3丁目地域」、「港南地域」、「台場地域」の
各チームが白熱したレースを繰り広げました。
　優勝地域はなんと6年連続の港南地域でした！

　芝浦チアリーディングクラブ エンジェルス、港南小学校鼓笛隊、台場の
「凪」が応援合戦でレースを盛り上げてくれました。
　また、レース後のアトラクションでは、芝浦のハーラウ　ラニオケカウアナ
オカラー、DAIBA GOSPEL SINGERS、東京工業大学附属科学技術
高等学校吹奏楽部が出演し、観客を沸かせてくれました。

2位 台場地域 182点

3位 芝浦・海岸2・3丁目地域 172点

港南地域 港南小学校

2 べいあっぷ 3べいあっぷ

水辺フェスタ水辺フェスタ 地域対抗ボートレース大会地域対抗ボートレース大会

第8回芝浦港南地区

地域総合 特別賞



イベントリポート

4 べいあっぷ 5べいあっぷ

港区ベイエリア

～潮風を背に最高の舞台～

第5回ワールドシティタワーズ秋祭り10月19日

芝浦アイランド 島まつり10月19日

～自治会主催のお祭りに近隣住民が集う～
　公園のプラタナスの葉も日ごとに赤や黄色
に彩りを増す10月19日（日）、芝浦アイランド
のプラタナス公園では島祭りが開催されまし
た。ステージでは住民有志の方などによるフラ
ダンス披露、プレイブースではカルガモプロ
ジェクトの展示や子供向けゲームなどで賑わ
いました。

　港南小鼓笛隊の演奏で始まったWCT秋祭り。ウッドデッキの周りは近づけない程
の親心カメラの放列で、子ども達が増えた証しだと微笑ましい光景でした。港南緑水
公園に移植された櫻の老木もシッカリ根付き、子ども達が楽しげに木登りをしていました。
今年は「よさこい」の演舞にかわり、東京海洋大チアリーディングや港南中学校なぎなた
部演武の新顔もあり、フリーマーケットの出店も増え、野菜等の特売も人気で荷物を
抱えた人達で賑わっていました。

第19回品川クラシックカーレビューイン港南 高輪交通安全フェア9月21日

　9月21日（日）、品川駅港南口ふれあい広場で恒例の高輪
交通安全フェアが開催されました。駅前広場にはオーナー

自慢のクラシックカーが
ずらりと勢ぞろい。今年

は例年に比べ一層数も多く、名車が揃っていたようです。
　フェアの前に元気あふれる港南小学校の鼓笛隊が今年も
登場、熱演を聴かせてくれました。一日警察署長に選ばれた
タレントの江利奈さんの登場で、フェアが開会しました。
　高輪警察署長、港区長などの挨拶の後、地元の交通安全
少年団や可愛い小学生が一日署長に交通安全の誓いを述
べました。
　フェアが終わると、待ちかねたオーナーたちの運転でピカピカ
に磨き上げられた多くのクラシックカーがパレードに出発しました。

～秋の日差しに映える名車のパレード～

～芝浦の運河を船でめぐる～

10月4日 芝浦・臨海物語

　芝浦港南地区総合支所と芝浦工業大学の連携事業「芝浦・臨海
物語～芝浦の運河を船でめぐる」が今年も開催されました。平成24
年度から開始したこの事業も今回で3回目となります。
　江戸時代は風光明媚な海であった芝浦周辺は、歴史とともに埋め立てられて陸地
になり、物流・産業の町に変わり、現在は近代的な住宅街とビジネス街になりました。
　今回の講座では、芝浦地域の地域資源の一つである「ふ頭」に注目し、運河を船
でめぐりながら、地域の歴史や変遷を学びました。

芝浦運河まつり

　毎年恒例となった、芝浦運河まつりが9月28日（日）・29日（月）
に開催されました。

　おいしい食べ物屋台や、フリーマーケットのほか、ステージ
では、和太鼓などが披露され、会場を大いに盛り上げました。

　また、芝浦港南地区の特徴
である運河では、運河クルーズ
や白熱の町会対抗ボートレース
大会が繰り広げられ、地域の
魅力を大いに活かしたお祭りと
なりました。

～地域の魅力を再確認！～

9月28日・29日

10月11日 稲刈り体験
～みどりがつなぐ様々な交流～
　10月11日（土）に台風接近が心配されるなか、芝浦公園内の「芝浦田んぼ」で稲刈り体験
をおこないました。
　5月18日（日）の田植えの後、稲は夏の日差しをいっぱい浴び、順調に育ちました。
　子ども達は、実った稲穂を丁寧に稲刈り、刈り取った稲は「手作り脱穀機」にかけ籾（もみ）
にしました。
　親子の交流、地域の交流など様々な交流が出来ました。

～来年は早いもので10周年ですね！～

第9回港南子ども中高生プラザまつり9月27日

　港南和楽公園の木陰にシートを敷き、ご近所で談笑する姿も馴染ん
できたプラリバ祭り。主催者やお世話係も皆顔馴染み、小さかった子
ども達も大きくなり、祭りのお手伝いをしていました。紅白のテント前では、
子ども達が晴れやかな顔で歌ったり踊ったりしており、この地域の大勢の
子ども達が地域の人 に々見守られノビノビ育っている事を実感しました。



6 べいあっぷ 7べいあっぷ

イベントリポート港区ベイエリア

　芝浦港南地区では、台場・芝浦・港南の3会場で、首都圏
直下型の大地震発生を想定した総合防災訓練を実施しました。

　3会場では、隔壁破
壊・避難はしご降下の

連動型訓練などの高層住宅居住者向けの実践的な訓練が
取り入れられました。
　芝浦会場は、晴天に恵まれ、新しい芝浦小学校で実施す
る初めての総合防災訓練となりました。
　台場会場・港南会場では、お台場学園や港南中学校の生
徒が、防災資器材の指導役や炊き出し・配給訓練で活躍す
るなど、地域防災の重要な担い手をなっている姿が見られま
した。
　3会場共通して、防災住民組織や防災関係機関、学校が
一体となった訓練となりました。

　秋も深まってきた11月1日（土）、2日（日）の二日間にわたり恒例の芝浦港南ふれあいまつり
が芝浦港南区民センターで開催されました。芝浦港南地区にお住いの皆さんが日頃精進
された成果を書道や絵の作品で展示したり、歌や踊り、武術の演技で披露され、来場者に
感銘を与えました。

老人クラブ対抗ボッチャ競技大会
～熱い戦い、いまここに～

10月28日

　芝浦港南地区総合支所では、管内の老人クラブ同士の
コミュニケーションを深めるため、平成22年度からボッチャ練
習会を行い、平成23年度からは、練習の成果を披露する場
として、港区スポーツセンターを会場に大会を開催しています。

今年度は、総勢60名の方々が参加し、20チームに別れ熱戦
が繰り広げられました。優勝は芝浦3・4丁目OB会チーム、
準優勝は港南シルバークラブチーム、3位は港南ひふみ会・
港友会合同チームでした。

※ボッチャ…赤と青のカラーボールをそれぞれ6球
ずつ投げたり転がしたりして、的となる白のボール
にいかに近づけるかを競うスポーツで、パラリン
ピックの競技種目にも採用されています。

第26回芝浦港南ふれあいまつり11月1日・2日

～地域に根付いたアートとパフォーマンスを披露～

港区総合防災訓練10月4日・26日・11月9日

～地域防災力向上をめざして～

読者ギャラリー

溝
内 
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澤田 智成さんの作品
「晴海から出航した豪華客船」

台場 にじ子さんの作品
「秋の日のレインボー公園」

小坂 善男さんの作品
「モアイ像とレインボーブリッジ」

松岡 栄子さんの作品
「レインボーブリッジ　朝日が出る前の雲の流れ」

ｋｏｚｙ・・・・さんの作品
「古典臨書」

住所：〒105-8516　※郵便番号だけで届きます
　　  （平成26年12月19日まで〒108-8547）
　　  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

次回の締切は
1月16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。
※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。

写真のほかにも
俳句やイラストも
募集しています！
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芝浦港南地区のアスリート　高田千明さん
アジアパラ競技大会で銀メダル獲得！！

　10月に韓国・仁川で開催された「アジアパラ競技大会（※パ
ラリンピックのアジア大会）」において、芝浦港南地域在住の
高田千明（たかだちあき）さんが、走幅跳で2位に入賞し、銀
メダルを獲得されました！
　千明さんは、2011年「IBSA WAORLD GAMES（※視覚
障害者の世界大会）」において、200mで2位、100mで3位に
入賞し、全盲日本女子初のメダル獲得者となりました。
　また、べいあっぷ31号でご紹介した、聴覚障がいをもつアス
リートとして陸上競技で活躍されている高田裕士（たかだゆうじ）
さんの奥様で、ご夫婦共に世界で活躍する陸上選手です。
　「自身3度目の国際大会ですが、国際大会という舞台では
初めての自己ベスト記録更新で、銀メダルを獲得することができ

ました。今後は、「2015年 IBSA 世
界大会（※視覚障害者の世界選手
権）」・「2015年IPC 陸上競技世界
選手権大会（※パラリンピックの世界
選手権）・「2016年リオデジャネイロ
パラリンピック」・「2020年東京パラリ
ンピック」の世界大会でのメダル獲得
を実現的な目標として決定し、走幅
跳の技術習得・改善に取り組んでい
きたいと思います。」という力強いコメントをいただいています。
　芝浦港南地区から、世界で活躍するアスリート高田千明さん
を応援しましょう！

新愛育病院「内覧会」のご案内
　愛育病院は、平成24年よりJR田町駅東口北地区
への移転整備工事を進めてきました。この度新病院
が完成し、平成27年2月2日から開院いたします。
ついては、右記のとおり内覧会を行います。

対 象 者：区内在住・在勤・在学者
日　　時：平成27年1月25日（日）午後1時～ 4時
場　　所：総合母子保健センター　愛育病院　港区芝浦1丁目16番10号
申　　込：当日直接会場へ
問 合 せ：社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会　TEL 3473-8321
　　　　   生活衛生課保健政策調整担当　　　 TEL 6400-0041
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ぶれない・ぶらない・品格有る人々は少数派ぶれない・ぶらない・品格有る人々は少数派連載コラム

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
　芝浦港南地区安全・美化協議会では、地域における安全対策と環境美化を推進する
ため、年間を通じて各地域でのキャンペーンを行っています。
　10月16日（木曜日）には、下半期2回目の活動となる、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を実施しま
した。
　爽やかな秋晴れのもと、管内の町会・自
治会、商店会、老人クラブ、企業、関係機関
等から58名の方々にご参加いただきました。
　プラタナス公園に集合した後、3班に分か
れて、1・2班は清掃活動を、3班は田町駅
周辺でみなとタバコルールについての啓発
活動を行いました。

　40～50代、自分は何をしているんだろうと思い惑う事は
誰でも経験する人生の通過点、その後アレヤコレヤで歳を
重ね「巧言令色鮮なし仁（こうげんれいしょくすくなしじん）」
は本当だったと実感もし、尊敬すべきは、ぶれない、ぶら
ない仕事一筋の主に物作りに携わる人達が多いように思え
ます。何もかもセピア色だった昔と違い今、鮮明なデジタル
映像に登場する人々の顔つきや目の動き、無意識な手の
しぐさなどでその人となりが素人目にも判断出来る有り難い
時代、淡 と々して飾らないその方達の話は聞くに値し、人を
動かす力もあります。

　様々な分野で技術
革新が進化する一方、
人間だけが劣化して
いるような気もする昨
今、泡のように溢れる
情報媒体に流されるの
は時間の浪費、安易な
世相に振り回されもせず、読み書きをも忘れないアナログな
生き方で、あるがままに歳を重ねて行きたいものです。

区民編集委員　石井 弘子

2015年版　芝浦港南地区カレンダーができました！
　毎年、ご好評をいただいている芝浦港南地区カレンダー
の2015年版ができました。
　芝浦・海岸、港南、台場で撮影された応募写真を港区
ベイエリア・パワーアッププロジェクトの皆さんが厳選してこ
だわりのあるカレンダーに仕上げました。
　現在、芝浦港南地区の区施設等で無料配布中です。
ぜひ、ご家庭等で活用してください。なお、数に限りがあり
ますので、品切れの際は御了承ください。

べいあっぷ編集部

カルガモプロジェクト

地域の魅力アッププロジェクト

　品川グランドコモンズ街づくり協議会では、2009年から毎年2回、
品川駅港南口から八ツ山アンダーパス間の補助317号線道路両側
と歩道の清掃活動を行っております。今年も5月に引き続き、11月
11日に実施しました。品川グランドコモンズ街づくり協議会関連企
業ならびに協賛企業の17社約80名の皆さんが参加し、空き缶、
空き瓶、たばこの吸殻等多くのごみを回収し、参加者が笑顔で美し
い街並みの維持に貢献しました。

■参加企業
大東建託、大東建物管理、ストリングスホテル、太陽生命保険、三菱
地所プロパティマネジメント、玄海キャピタルマネジメント、三井不
動産ビルマネジメント、大塚製薬、サムソンジャパングループ、NBF
オフィスマネジメント、三菱重工業、田町ビル、キヤノンマーケティ
ングジャパン、大林ファシリティーズ、京王電鉄、電通国際情報サー
ビス、京王設備サービス

企業清掃活動 自ら行う美化活動

品川グランドコモンズ街づくり協議会

べいあっぷウォーキング

編集委員募集！！ 一緒に誌面を作ってみませんか？

活 動 内 容：

対　　　　象：

申し込み方法：

そ の 他：

年4回の発行ごとに平日の夜3～4回 2時間
程度の編集会議を行います。その他にイベント
取材などを行っていただきます。

芝浦港南地区在住、在勤、在学の方で、興味の
ある方

お名前、住所、連絡先（日中連絡可能なもの）、
Eメールアドレスなどを明記の上、べいあっぷ
編集部（12ページべいあっぷ編集部あて先）
まで、郵送、FAX、Eメールなどでお申し込み
下さい。

報酬などの支払いはございません。

　11月16日（日）、「第8回べいあっぷウォーキング～レインボー
ブリッジを歩こう～」を開催しました。
　当初の開催日である10月5日（日）は台風の影響で中止にな

りましたが、この日は天候に恵まれ、順延にもかかわらず55名の
方にご参加いただきました。
　当日は、芝浦港南地区総合支所から出発し、新芝運河沿緑

地、船路橋、かいがんぱ～く、
レインボーブリッジ、台場公
園、お台場海浜公園等、変
わりゆくまちを堪能できるコー
スを巡りました。参加者には、
お菓子（みなとワークアクティ
で作られているマドレーヌラ
スク）と特製手ぬぐいをプレ
ゼントしました。

　芝浦西運河において、平成19年に設置した最初
のカルガモ人工巣が老朽化により倒壊の恐れがあ
るため、11月11日（火）、
新たな人工巣と交換を
行いました。

平成19年に設置した
最初の人工巣 組み立て中の新たな人工巣 新たな人工巣の設置作業中
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港区ベイエリア・イベントカレンダー ※日程は変更になる
　可能性があります。

●
芝
浦
・
海
岸

●
台
場10：00～13：00 芝浦アイランド児童高齢者

交流プラザ
芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ1/6（火） 新年交流会（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流

プラザ5443-7338）

13：30～14：45 芝浦港南区民センター
区民ホール芝浦港南区民センター1/10・24・2/7・21・

3/7・21（土）
躍動！和太鼓（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、定員20名、
要事前申込み、港区在住・在勤・在学で小学4年生以上の初心者対象）

9：00～14：00 芝浦幼稚園芝浦幼稚園1/15（木）・16（金） 幼稚園公開（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574）

12：50～13：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園1/19（月） 地域の方と遊ぼう会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
昔遊びを教えてくださる方対象）

9:30～11:30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園1/21（水）・27（火）・
2/18（水）

未就園児の会りんごちゃんくらぶ（問合せ：芝浦幼稚
園3452-0574、未就園児親子対象）

10：00～11：00 芝浦港南区民センター
区民ホール芝浦港南区民センター1/23・30・

2/6・13・20・27（金）
コミュニティカレッジ　ジャイロキネシスを始めませんか。（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、
定員20名、要事前申込み（車椅子の方でも受講できます、車椅子の方の付き添い1名は無料））

19：00～21：00 スタジオアーキタンツ芝浦一丁目商店会1/24（土） メイドin芝浦（チケット制）

14：00～16：00 芝浦港南区民センター
第一・第二集会室芝浦港南区民センター1/31（土） 和のこころ　香道であそぶ　四委～冬編「富士山香」（問合せ：

芝浦港南区民センター3769-8864、定員28名、要事前申込み）

14：00～14：40 芝浦港南区民センター
講習室芝浦港南区民センター1/31・2/7・14・

21・28・3/7（土）
英語で遊ぼう！（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、平成20年
4/2～平成22年4/1生まれの未就学児対象、定員15名、要事前申込み）

13：00～16：30 芝浦港南区民センター芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ・
港南いきいきプラザ・台場ふれあい団らん室2/28（土） ブリッジフェスタ（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338、港南いき

いきプラザ3450-9915、台場高齢者在宅サービスセンター5531-0520、一般観覧可能）

未定 芝浦小学校体育館芝浦小学校2/14（土） 音楽発表会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護
者・地域の皆様対象）

受付13：45
開会14：15 芝浦小学校体育館芝浦小学校2/20（金） 新一年保護者会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、

平成27年度新一年生保護者対象）

未定 芝浦小学校芝浦小学校2/20（金）・23（月）・
24（火）

学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・
地域の皆様対象）

15：00～16：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園2/25（水） 新入園児保護者会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
平成27年度新入園児保護者対象）

10：00～ 芝浦小学校体育館芝浦小学校3/25（水） 卒業式（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・
地域・学校関係者対象）

10：00～15：00 トリニティ芝浦緑地
（芝浦港南区民センター前広場）芝浦港南区民センター3/29（日） 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、出展（無料）は事前申込み（70店））

11:00～15：00 竹芝橋付近芝浦二丁目町会3月 お花見会（町会員対象）

未定 港南いきいきプラザ港南いきいきプラザ1/3（土） 新年のつどい
（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915）

14：00～15：30 芝浦港南区民センター
講習室芝浦港南区民センター1/22・29・

2/5・12・19・26（木）
わたしのビタミン講座「もう一度古典文学」（問合せ：芝浦
港南区民センター3769-8864、定員20名、要事前申込み）

16（金）8：10～15：55
17（土）8：10～11：55 港南小学校港南小学校1/16（金）・17（土） 学校公開（問合せ：港南小学校3474-1501、保護者・

地域の方々など対象）

8：40～11：30 港南中学校港南中学校1/17・2/7・21・
3/7（土）

学校公開（問合せ：港南中学校3471-0238、保護者・
地域の方々など対象）

10：00～11：00 港南小学校南門集合港南地域連合会1/24・2/21・
3/28（土） こうなんふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

11:00～12:30 港南幼稚園港南幼稚園1/28（水） 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、自由参加（当日受付））

未定 港南いきいきプラザ港南いきいきプラザ2月 豆まき
（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915）

午後 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ2月 豆まき（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
対象未定）

未定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ3月 遊びにおいでよプラリバへ（問合せ：港南子ども中高
生プラザ3450-9576、年長対象）

未定 港南子ども中高生プラザ港南子ども中高生プラザ3月 卒業おめでとう会（問合せ：港南子ども中高生プラザ
3450-9576、卒業学年対象）

未定 台場児童館台場児童館1/6（火） 高学年バスハイク（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください）

18：00～20：00 台場児童館台場児童館1/9・23・
2/13・27（金）

かもん亭＜中高生のつどい＞（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）

10：30～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園1/13・27・
2/24（火）

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）

15：00～17：00（予定） 台場児童館台場児童館1/14（水） 新春おたのしみ会（問合せ：台場児童館5500-2363、
詳細は館便りをご覧ください）

午後 台場児童館台場児童館1月未定・2月未定・
3月未定

123タイム（小学1～ 3年生のつどい）（問合せ：台場
児童館5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）

午後 台場児童館台場児童館1月未定・3月未定 工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、要
事前申込み、詳細は館便りをご覧ください）

午後 台場児童館台場児童館1月未定・2月未定 幼児さんあつまれ（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）

15：45～16：30 台場児童館台場児童館1月未定（月） えほんタイム（問合せ：台場児童館5500-2363、直接児童
館にお越しください。詳細は館便り・チラシをご覧ください）

午後 遊戯室台場児童館1月未定・2月未定 フリークライミングにチャレンジ（問合せ：台場児童館
5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）

午後 台場児童館台場児童館1月未定・3月未定 456タイム（小学4～6年生のつどい）（問合せ：台場
児童館5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）

14：00～15：30 台場区民センター和室台場区民センター2/7（土） 親子絵本読み聞かせ教室（問合せ：台場区民センター
5500-2355、幼児・保護者対象）

13：45～ お台場学園お台場学園港陽小学校2/10（火） 入学に関わる保護者説明会（問合せ：お台場学園港陽
小学校5500-2572、平成27年度入学予定保護者対象）

10：00～15：00 台場児童館台場児童館2/10（火） おもちゃ病院（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）

14日8：30～11：35
16・17日8：30～15：20 お台場学園お台場学園2/14（土）・

16（月）・17（火）
学校公開・作品展
（問合せ：お台場学園5500-2572、5500-2575）

9：40～11：35 お台場海浜公園お台場学園2/20（金） 小学校持久走大会（問合せ：お台場学園5500-2572）

未定 台場区民センター台場区民センター2/22（日）～28日（土） サークル体験入会ウィーク（問合せ：台場区民セン
ター 5500-2355）

15：00～19：00 台場区民センターホール台場区民センター3/6（金） ホールの魅力公開（問合せ：台場区民センター
5500-2355、町会・自治会・区内企業歓迎）

18:00～21:00 台場児童館台場児童館3/13（金） かもん亭スペシャル＜中高生のつどい＞（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）

未定 台場児童館台場児童館3月未定 親子蕎麦打ち（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）

●
港
南

1月～3月

「お台場海苔づくり」参加者募集！
　この冬で10シーズン目を迎えた海苔づくり。お台場学園5年生の総合的
な学習の時間を活用して、「お台場海苔づくりの会」という実行委員会を
地域の方 と々一緒に実施しています。
　今年も、お台場海浜公園内の海辺で、12月20日（土）にひび（支柱）立て
及び海苔網張りを行っています。
　お台場の自然が身近に体験できる海苔づくりにぜひともご参加ください。

●中間刈り取り・押し葉づくり：平成27年1月17日（土）午前
●海苔摘み取り・海苔すき作業体験：平成27年2月 7 日（土）終日
　場所は、両日共にお台場学園及びお台場海浜公園

海苔づくりの様子は、ブログでご覧いただけます。  URL : http://odaiba-env.net/
問合せ：協働推進課　台場担当　電話：5500-2365


