芝浦港南地区情報誌

芝浦港南地区

総合支所だより

芝浦港南地区 平成２７年7月〜9月
子育てあんしんプロジェクト
月 日

全 域

7/ 1（水）

保健師、助産師、栄養士、心理相談員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
芝浦区民協働スペース

時

間

内

容

10：00〜11：30

かるがもくらぶ ２コース２回目

8/ 5（水）

芝浦区民協働スペース

10：00〜11：30

かるがもくらぶ ３コース１回目
対象：平成２７年３月〜6月生まれの方

9/ 2（水）

芝浦区民協働スペース

芝 浦

10：00〜11：30

かるがもくらぶ ３コース２回目

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
7/15
（水）
（あいぷら）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

7/23
（木）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

8/19
（水）
8/27
（木）
9/ 9（水）

芝浦区民協働スペース
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら）
芝浦区民協働スペース
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら）

9/17
（木）

芝浦区民協働スペース

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

7/ 2（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

7/13
（月）

①こうなん保育園

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

7/22
（水）

港南子ども中高生プラザ
（プラリバ）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

港

8/ 3（月）

①こうなん保育園

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

南

8/ 6（木）

①たかはま保育園
②港南区民協働スペース

①保育園で遊ぼう、計測・相談
②計測・相談

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

8/26
（水）

港南子ども中高生プラザ
（プラリバ）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

9/ 3（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

9/14
（月）

①こうなん保育園

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

9/30
（水）

港南子ども中高生プラザ
（プラリバ）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①②計測・相談

7/ 6（月）

台場児童館

10：30〜13：00

計測・相談

台

7/27
（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

場

8/10
（月）

台場児童館

10：30〜13：00

計測・相談

9/ 7（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

9/28
（月）

台場児童館

10：30〜13：00

計測・相談

②ゆとりーむ

②ゆとりーむ

②ゆとりーむ

※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。
※あいぷら、プラリバ、台場児童館では毎月心理相談員がスタッフとして参加しています。
※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）
：芝浦港南地区にお住まいで、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。

問合せ 区民課保健福祉係 電話：６４００−００２２
第9回水辺フェスタ
員：地域（芝浦及び海岸2・3丁目、
芝浦港南地区の3つの地域（芝浦及び海岸2･3丁目、 ●定
港 南 、台 場 ）ごと2 0 チ ー ム
港南、台場）での、6 人乗りゴムボートによる地域対抗の
（120人）程度
ボートレース大会も、今年で 9 回目を迎えます。
※申込者多数の場合等は、実行委員会で調整します。
この大会に出場するチームを、各地域から募集します。
●申込方法：出場希望の部門番号、地域、チーム名、代表者の氏名・住所（勤務先）
・電話
ひとつのボートに乗り込み、家族や仲間、地域の人と、
番号、選手の氏名、チームのつながり（例：芝浦小3年1組保護者チーム
楽しく汗を流して、笑顔の輪を広げましょう
！
など）、学年（子どもの部のみ）を「みなとコール」 ☎5472−3710へ。
●開催日時：平成27年9月23日（水・祝）秋分の日 午前10時30分〜午後4時
●開催場所：都立お台場海浜公園
●出場資格：芝浦港南地区（芝浦及び海岸2・3丁目、港南、台場）に在住・在勤・在学の方
●競技方法・部門：
競技方法
部 門
チーム編成
6人乗りゴムボート ①子どもの部 子ども（小学校3年生〜5年生）5人と18歳以上1人のチーム
による地域対抗戦 ②一般の部 大人（中学生以上）6人のチーム
＊同一部門内での複数チームへの選手登録は原則不可
＊申し込みいただいた方の中から、当日実施予定のリレー形式のボートレースにも別途出場いただく場合があります。

●申込期間：平成27年6月21日（日）〜7月8日（水）
受付時間：午前9時〜午後5時（平成27年6月21日（日）のみ午前11時から受付開始）
◇選手は全員救命胴衣を着用し、行事保険に加入します。
◇大会開催前に、ボート操作の練習を行います。
※開催日当日の練習は、実施しません。
◇大会当日は、芝浦及び海岸地域並びに港南地域から選手や応援者の送迎バスを運行します。
◇収集した個人情報の取扱については、港区個人情報保護条例に基づき適正に管理します。
※申込時に記載いただいた電話番号等は、実行委員が連絡用に利用させていただく場合があります。
◇雨天等の天候不良により中止する場合があります。

主催：芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会 港区芝浦港南地区総合支所（協働推進課） TEL：6400−0031 FAX：03-3452-4902

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）。

べいあっぷ

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・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。

本 誌 のバックナンバーは港 区ホーム
ページで閲覧することができます。

編 集 後 記

子育て応援

港南緑水公園〝冒険遊び場づくり″…2
べいあっぷ編集部

［連載］がんばれ、フレッシュマン先生！
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宮尾 賢

西田 浩一

石井 弘子

仲村 淳子

港区ベイエリアイベントリポート

奈良 信一

北山 佳代子

読者ギャラリー
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松浦 奈緒子

水野 武光

環境リポート

8

ベイエリア・パワーアッププロジェクト活動報告

9

暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」で
お答えします。

ベイエリアイベントカレンダー
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総合支所だより
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◆次号（第 37 号）は平成 27 年 9 月下旬発行予定

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

庭園から見た港南ビル街

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。

号

平成27年6月

〒105-8516 港区芝浦1-16-1
電話 : 6400-0031
FAX : 3452-4902
Eメール：
sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

こどもたちが神輿を置いて散って
いくと、2 年に一度の本祭りが待ちき
れないお父さんたち数人が、ヒョイと
「こども神 輿」を肩に乗 せ、小 気 味よ
い掛け声とリズムでプチ・神輿かつぎ
を始めました。その声を聞きつけた他
のお父さんたちがさらに加わり、10
人くらいのオヤジたちが威勢の良い
祭り気分で大盛り上がり。
私は手筒花火で有名な愛知県の三
河出身。
掛け声とリズムは違えども、やっぱ
り日本人は祭りでしょ。ジリジリと照り
つける太陽の下で、目をギラギラさせ
たお父さんたちの神輿かつぎの姿を
見ていて、ニッポン人の心意気は残し
ていかなきゃいけないな、と心から思
いました。
水野 武光

36

第

港区芝浦港南地区総合支所
べいあっぷ編集部

発行番号 27017-2435
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芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

芝浦中央公園D面と品川シーズンテラス

子育て応援

連載

港南緑水公園〝冒険遊び場づくり″

特集

フレッシュマン 先生！
斎藤 孝太先生

5 月 10 日（日）と11 日（月）の 2 日間 にわたり、
平成 27 年度第 1 回プレーパークが港南緑水公園
で
〝冒険遊び場づくり″
をテーマに開催されました。
良いお天気のなか、元気に楽しそうに遊ぶ子ども
達の姿がありました。
まだまだママから離れられないお友 達。ミスト
シャワーを浴びたり、プールで水遊びをしたりして
みんなと仲良く遊ぶお友達。ダンボールや毛糸など
を工夫して遊ぶお友達。等々、ふだんにはできない
遊びを発見したりして自由に遊ぶお友達の姿が
印象的でした。
この催しのはじめとおわりで、お友達との関わり
方が大きく変わる子もいるそうです。

「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 4 回目は、お台場学園港陽中学校 8 年 B 組担任
の斎藤 孝太先生です。新潟出身の斎藤先生は、好奇心
旺盛で、とても活動的な少年だったそうです。高校生の
頃の思い出が、今の仕事に結びついているんですね。
そんな斎藤先生に、詳しくお話を聞いてみました！

先生になったきっかけ
は
何ですか？

自己紹介
生まれも育ちも自然豊かな新潟で、物心がつ
いた頃から「花の都大東京」にあこがれの心を
抱いていました。両親や恩師、友達などたくさん
の人たちに支えられ、5 年前、念願叶って東京都
で教員として働けることが決まり上京してきまし
た。そして今春 4 月からお台場学園港陽中学校

幼 小 中 高と素 敵 な 先

生 たち に 出 会 えたこと
も
きっかけですが、一 番
のきっかけ は 高 校 生 の
とき
に、心を寄 せていた 女
の 子 に 数 学を教えてい
たと
きに、
「先生よりも教え方が
上手だね。」と言われた
ことが 先 生への 道を歩
むはじめの 一 歩だったと
思
います。
（^̲^;）

へ赴任し、毎朝、お台場の風を感じながら気分
爽快に通勤しています。
趣味はバドミントン。バドミントン部の顧問とし
て、スポーツをすることの楽しさや、目標にむけ
て努力することで得られる達成感などを生徒た
ちに味わってもらえればと思っています。目指す

子どもたちへのメッセージを
お願いします。
私の座右の銘は、
「何事にも一流になろうと
努力している限り、一流に近づいている。あきら

は港区ナンバーワン！
！

めたときが己の実力だ」ということばです。学校
生活の中では、勉強や部活動に限らず、様々な

●今後のプレーパーク予定
開催場所

港南緑水公園
プラタナス公園

高輪森の公園

港区港南四丁目7番47号
港区芝浦四丁目20番56号

港区高輪三丁目13番21号

日 程

11/23
（月）
・24
（火）
9/5
（土）
・6
（日）
、2/7
（日）
・8
（月）

7/19
（日）
、8/30
（日）
、9/27
（日）
、
10/1
（木）
・25
（日）
、11/29
（日）
、
1/31
（日）
、2/28
（日）
、3/27
（日）

プレーパークは、公園利用の決まり事を
その日だけはできるだけ取り払い、子ども達
の自由な発想と好奇心で遊んでもらうことを
目的としています。
港区では、プレーパークの区民組織による
自主運営を目指しています。プレーパークの
運営やサポートをしていただける区民の方
を募集しています。
■連絡先
港区芝浦港南地区総合支所
協働推進課まちづくり推進担当
TEL 03-6400-0017

ことを学ぶ機会があります。そのひとつひとつの

どのような子どもでし

たか？

好 奇 心 旺 盛 で、運 動 会

の応援団長や合唱会
の 指 揮 者など、色 々な
ことにチャレンジしていま
した。室 内で遊ぶよりも
、屋 外で遊ぶことが 大
好
きで、秘 密 基 地をつくった
り、カブトムシやカメな
どを捕まえに行ったり、
釣りをしたりなど、新潟
の
大自然 の 中でとにかく
活 発 に 動き回っていた
子
どもの頃でした。

機会を大切にして何事にも一生懸命取り組んで
ください。たくさんのことに挑戦し、努力するこ
とで君たちの可能性はどんどん広がっていきま
す。大変なことでも、すぐに「無理…」とあきらめ
るのではなく、まず
は「やってみよう！」
という前向きな気
持ちをもって日々
邁 進してほしいと
思います。

※日程は変更されることがあります。直近のご確認は港区ホームページをご覧ください。
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べいあっぷ

べいあっぷ
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港区ベイエリア

4月5日

イベントリポート

2015年 港南ふれあい桜まつり

5 月 17 日

〜雨を吹き飛ばすほどの熱気にあふれていました〜
港南地区の春のイベントとしてすっかり定着した「港南ふれあい桜まつり」
が今年は 4 月5日（日）に開かれました。3 月末に開花した高浜運河沿いの桜
並木はまさに満開の見ごろ。
ところが、当日は古代中国の唐の詩人
が詠った「花発（ひら）いて風雨多し」
の言葉通り、無情の雨に見舞われまし
た。それでも雨をものともせず年に一度

春の交通安全週間「品川クラシックカーレビューイン港南」

〜5 月の陽光を浴びて品川駅前に名車が集合〜
春の交通安全週間にちなんだ恒例のクラシックカー・パレードが五月晴れの5月17日
（日）、
JR 品川駅港南口前の広場で開催されました。
年を追って盛んになるこのイベントですが、今年も各地からオーナーご自慢のクラシックカー
がピカピカに磨き上げられて駅前広場に多数集合しました。
よく見ると古い名車もすべて登録ナンバーが付

往年の輝きを保つ名車の数々

いていて現役で走っていることがうかがえます。
港南小学校鼓笛隊によるオープニングの後で、

のこの祭りを楽しみに多くの人が集まり、

役員挨拶、交通安全の宣誓などのセレモニーの

会場は雨もタジタジの熱気でした。

後、港区長、高輪警察署長などがクラシックカー
数台に分乗し、警視庁騎馬隊の先導で、華やか

4 月 15 日

なパレードを行いました。

港南中学校での防災教育

〜未来を担うこどもたちへの防災教育〜

5 月 23 日

港南中学校の全校生徒を対象として、防災知識の普及啓発と防災行動力の向上を目的とした

交通安全の宣誓

いよいよパレードへ出発

港区長もパレードに参加

芝浦アイランドナイトコンサート

〜芝浦アイランドにて、素敵な時間を〜

防災教育が行われました。一年生を対象とした防災運河めぐりでは、新港南橋付近の船着場を

5月23日（土）、芝浦アイランド自治会主催のナイトコンサート

した。屋外ならではの心地良い風を受けながら、お酒やおつ

が、区立プラタナス公園で開催されました。出演アーティストは

まみを片手に、懐かしいカバーソングや素敵なオリジナルソング

また、二・三 年 生を対 象とした 防 災 講 座 では、防 災

中西圭三さん、三ヶ尻愛美さん、有坂ともよさん。お友達と遊

に、大人たちは陶然となっています。積極的に子供達と触れ合

DVD の視聴と防災講和が行われました。防災 DVD では、

んでいる小さな子供達の楽しそうな声とともに、3 名のアーティ

うパフォーマンスもあったり、会場に訪れた人たちの手拍子や掛

ストの美しい歌声が響き渡りま

け声で、芝浦アイランドにとても素敵な一体感が生まれました。

出発して、港南防災ネットワークの皆さんによる解説のもと、港南地域と芝浦地域を巡る45 分の
コースを回り、地域の特性を学びました。

阪神淡路大震災の被害状況や学校が避難所となっている
様子を視聴し、防災講和では、首都直下地震が起きた際
の港区の被害想定や大震災に備えて家庭でできる防災
対策、学校が区民避難所となった場合の役割や中学生
に期待することを聞き、防災活動の重要性を学びました。

5月2日

お台場学園学校公開授業講演会（お台場発O・MO・TE・NA・SHI事業）

三ヶ尻愛美さん

〜アスリートが語る夢と未来〜
2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催さ

5 月 24 日

しています。

れることを契機に、お台場らしい「おもてなし」でお迎えする取

今年度の取組のひとつとして、お台場学園と共催で、ロン

組をお台場から発信してい

ドンオリンピック新体操・フェアリージャパンの主将を務めた

くため、お台場発 O・MO・

田中琴乃さんをお招きし、公開授業（講演会）
を開催しました。

TE・NA・SHI 事業を実施

新体操の実技披露や子ども達への実技体験指導も交え、

〜泥だらけになっても元気いっぱい！〜
5 月24日（日）
「田植え体験」が芝浦公園で行われました。朝のうちの今にも雨が降り出しそうな
空も、田植え体験が始まる昼過ぎ頃には、5月らしいすっきりとした青空へと変わっていました。
田植え体験を始める前の説明では「この田んぼでどれくらいのお米ができるのか？」など、子供

オリンピック・パラリンピック開催時に

たちだけではなく、保護者の方たちも大変興味を持って聞き入っていました。また、稲の植え付け

はみんなで大会を応援しましょう
！

では、黄色いジャンバーを着た芝浦一丁目町会の

と力強いメッセージをいただきま

方々の支えもあり、参加者の皆さんは泥にまみれな

した。

がらも、夢中になり田植え体験を楽しんでいました。

子ども達は田中琴乃さんから

「楽しかった。」
「貴重な体験が出来た。」
「お米

のメッセージを熱心に聞き、ボール

がどうやってできるかわかった。」など、子供たち

やリボンを使った実技では目を輝か

べいあっぷ

田植え体験

講演ではご自身の体験のほか、東京

せて見学していました。

4

有坂ともよさん

中西圭三さん

や保護者の方たちから様々なご意見、ご感想を
いただきました。

べいあっぷ
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港区ベイエリア

5 月 31 日

イベントリポート

読者ギャラリー

港区商店街連合会野球大会〈決勝戦〉

〜芝浦商店会 vs 麻布十番商店街〜
5月31日（日）、都立芝公園野球場で港区
商店街連合会野球大会の決勝戦が行われ
ました。決勝戦に駒を進めた芝浦商店会は、

曽我 康彦さんの作品
「芝浦アイランドの新しい家族」

初回、対戦相手である麻布十番商店街に

台場 にじ子さんの作品
「お台場から見たダイヤモンド富士」

2 点のリードを許します。
しかし、芝浦商店会
は、3 回に 3 点を奪い逆転すると、6 回には

泥谷 隆史さんの作品
「薔薇の掛け橋」

一挙 4 点を追加し、試合の主導権を握ります。そして、時間制限により
最終回となった 7 回、芝浦商店会は相手打線をしっかりと抑え、見事
優勝を飾りました。チームの絆、芝浦の絆を強く感じた、
とても熱い戦い
でした。今後も芝浦商店会のご活躍に期待しています。
5 月 31 日

小坂 善男さんの作品
「夜のお台場風景」

芝浦一丁目こども祭り

〜165 人のこどもたちが元気よく〜
真夏の空を思わせる5月最後の日曜日、普段は静かな南浜

（みこし）をかつぎ、山車（だし）を引いて町内を回り、その後

町児童遊園で「芝浦一丁目こども祭り」が催されました。この

で屋台の焼きそばやフランクフルトなどを楽しみました。一丁目

祭りは田町駅西側の芝四丁目にある御穂鹿嶋（みほかしま）

町会内には来春完成予定の大型マンションがあるため、来年

神社のこども祭として、芝浦一丁目氏子町会が氏神様例大祭

はもっと賑やかで元気にあふれた祭りとなることでしょう。

松岡 栄子さんの作品
「港南 3 丁目遊び場公園の桜」
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。

次回の締切は
8 月 7 日（金）
必着です

※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。

※過去の掲載作品を一部抜粋

の前週に行います。今年は 165 人の子ども達がこども神輿

問合せ
・
作品の送付先

住所：〒105-8516 ※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

写 真 のほかに
も
俳 句やイラス
トも
募 集していま
す！

にかほ市夏休み自然体験教室 2015 参加者募集！
平成 22 年度から始まった、港区芝浦港南地区と秋田県にかほ市の交流事業です。
にかほ市のご家庭でのホームステイや、湿原散策、野菜の収穫、そばう
ちなど、にかほ市の豊かな自然を体験しましょう。

6 月 15 日

みんなで楽しく地引網体験（お台場ふるさとの海づくり事業）

〜お台場っ子集まれ！どんな生物に出会えるかな？〜
お台場海浜公園で台場保育園、にじのはし幼稚園、アスク
お台場の子ども達が毎年恒例の地引網を行いました。

「よいしょ
！
よいしょ
！」と子ども達が元気よく、かけ声をかけて
網を引きました。小さなオキアミ、マハゼ、ボラ、クロダイの子ども
などが網に入りました。また、砂浜ではカニやヤドカリも見つけ
ました。
お台場の海にはたくさんの生物が棲んでいます。ぜひみな

日
程：平成 27 年 8 月 19 日（水）〜 8 月 21 日（金）
（2 泊 3 日）
費
用：7,000 円
募集対象：芝浦港南地区在住の小学 4 年生〜 6 年生

そば う

大根の種まき！
大きく育った
大根を
送ってもらっ
たよ！

ち！

募集人数：15 名 ※募集人数を超えた場合は抽選になります。
申込方法：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ（あいぷら）、港南子ども中高生プラザ（プラ
リバ）、台場児童館または芝浦港南地区総合支所協働推進課へお申し込みください。
※参加申込書は上記施設で配布しています。
申込期限：平成 27 年 7 月 10 日（金）

にかほ市の方と
一緒に！

詳しくは、芝浦港南地区総合支所ホームページまたは下記の問合せ先まで。
問合せ先

港区芝浦港南地区総合支所 協働推進課
〒105−8516 港区芝浦 1−16−1 TEL：03（6400）0031 FAX：03（3452）4902

さんも遊びに来てください！

べいあっぷ 35 号

訂正とお詫び

べいあっぷ 35 号に以下の誤りがありました。
お詫びして訂正いたします。
[ 訂正箇所 ]
5 ページ、港区ベイエリアイベントリポート
「ワールドシティタワーズ
自治会主催の防災クルーズ」の記事において

6

べいあっぷ

正

主催：ワールドシティタワーズ防災会、ワールドシティタワーズ
桟橋運営委員会

誤

主催：ワールドシティタワーズ自治会

べいあっぷ
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べいあっぷ

環境リポート

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

芝浦港南地区安全・美化協議会のキャンペーンに参加しませんか
芝浦港南地区安全・美化協議会では、地域における生

参加者の皆様には、安全・美化協議会のタスキやベス

活安全と環境美化を推進するため、年間を通じて各地域

ト、清掃用具を貸し出します。また、キャンペーン終了後に

でキャンペーンを行っています。各キャンペーンでは、地域

は記念品やお茶をお配りしています。どなたでも参加できま

の町会・自治会・商店会等や事業者、団体の皆さんが協

すので、お気軽にご参加ください。

力して清掃活動や防犯・環境美化、みなとタバコルールに
関する普及啓発に取り組んでいます。

【今後のキャンペーン予定】
キャンペーン

期

予定：9月中旬〜下旬
午後4時から

港南公園A面

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

予定：10月中旬
午後3時から

プラタナス公園

台場地区クリーンアップ
キャンペーン

予定：12月上旬〜中旬
午後2時から

台場区民センター2階
台場分室入口前

皆様のご参加をお待ちしております。

自ら行う美化活動

駅港南口から八ツ山アンダーパスの間の歩道の清掃活動
を行っています。今年も5 月26日（火）に下記企業の皆さ
ん約90名が参加し、汗ばむ程の陽気の中、空き缶、空き瓶、
たばこの吸殻等多くのごみを回収し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東京インターコン
チネンタル、三菱地所ビルマネジメント、玄海キャピタルマネジメント、DBJ
アセットマネジメント、三井不動産ビルマネジメント、大塚製薬、サムソン SDI
ジャパン、NBF オフィスマネジメント、田町ビル、キヤノンマーケティングジャパン、キヤノンビジネスサ
ポート、大林ファシリテイーズ、イオンディライト、京王電鉄、電通国際情報サービス、京王設備サービス

芝浦中央公園の D 面として新たに追加されたものとの事で
した。
（本誌の表紙写真にもなっています）

広々とした煩雑でない新たな街と
して変わって行くと思えます。

べいあっぷ
編集部

地区のさまざまな情報を収集し、地域を
知り、人と人とのつながりを探るための
地区情報誌を企画・編集します。

が見えた木造の御盾橋を思うと今

べいあっぷ編集部

総面積は、
「全体で45781㎡と広い公園」中央に有るバラ園

国 管 理局のある港 南 5 丁目地 区

は地元ボランティアの協力にも支えられ綺麗で薫り高く人々

は、台場も羽田も東京湾も見え素

を引きつける。四方八方眺望も素晴らしく静かな公園、その

人目にも未だに開発の余地が有り、

傍ら品川〜田町 間に、高 輪口港 南口をまたぎ開 放 的な

将来を見据えた街づくりを行政と住民が協力して進めてい

品川新駅が誕生する。

くことが大切だと痛感します。
区民編集委員

昨年度のまち歩きの様子

今年度の第2回会議の様子

品川駅の長い地下通路、河面
昔の感があります。その他にも、入

べいあっぷ

他地区と比較し、緑被率が低い現状を踏
まえ、みどりの創出に向け、地域特性に
応じた緑化推進を行います。

港区内の他地区と比較して、芝浦港南地区の緑被率が低い現状を踏
まえ、みどりの創出に向け、地域特性に応じた緑化推進を皆さんと進める
ためにみどりのあるまちづくり分科会がスタートを切りました。
分科会では、メンバーの方々から様々なアイデアが出されました。今後
は、分科会の活動を通じて自然環境への理解と保全への普及啓発を図り
ます。

その D 面だけでも約 17,000 ㎡、運動場を含めた公園の

昔、芝浜とか芝の浦とか言われノンビリしたこの地域も、

みどりのある
まちづくり
分科会

みどりのあるまちづくり分科会

港南一丁目に港区立の新たな公園？ と思っていたら

芝浦水再生センターの上部にある借り上げ方式の港区立

芝浦港南地区ならではの地域資源である
水辺など、あらゆる「まち」の魅力を情報
発信し、地域の魅力を一層高めることを
目指し、活動します。

メンバーの皆さんが平成 27 年度の活動テーマを出し合って、検討を重
ねています。
平成 22 年度から9 回の実績を重ねている「べいあっぷウォーキング」を
始め、台場、運河などの水辺のまちの魅力発信、国際交流等さまざまな
活動テーマが出ています。
芝浦港南地区の資源を生かした魅力的な取組ができるよう、努めてい
きます。

品川グランドコモンズ街づくり協議会では、年 2 回、品川

品川駅港南口に新たに出来た32階建ての複合ビル北側、

水辺のまち
魅力アップ
分科会

水辺のまち魅力アップ分科会

品川グランドコモンズ街づくり協議会

8

て、1 年間活動します。
総会では、各分科会の概要やこれまでの活動経過を説明し
ました。終了後、各分科会に分かれて、本年度の活動を開始し
ました。

集合場所

港南地区防犯パトロール・
クリーンアップ・
みなとタバコルールキャンペーン

5 月 21 日（木）に実施した港南クリーンアップキャンペーンの様子

連載コラム

4 月24日（金）、平成 27 年度港区ベイエリア・パワーアッププ
ロジェクト総会を開催しました。
今年度も新たなメンバーを迎え、水辺のまち魅力アップ分科
会、みどりのあるまちづくり分科会、べいあっぷ編集部に分かれ

台場地区防犯パトロール・
7月30日
（木）
台場区民センター2階
（予備日：7月31日
（金）
）
クリーンアップ・
台場分室入口前
午後5時から
みなとタバコルールキャンペーン

飛び入り参加 OK!

企業清掃活動

時

平成２7年度総会

石井 弘子

芝浦港南地区のお祭りや各種イベント、子育てや
環境等、様々な情報を発信しています。ボランティア
で参加する編集委員と芝浦港南地区総合支所のス
タッフが協働し、取材、記事の執筆、レイアウト、校正
を行い、情報誌を発行します。
創刊号から毎年 4 回発行し、本号で第 36 号となり
ました。今年度も引き続き、芝浦港南地区内の魅力
的な情報を皆さんにお届けします。
べいあっぷ
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●芝浦・海岸

月

日

時

間

主

※日程は変更になる
可能性があります。

催

場

所

月

日

7/1
（水）

時

間

イベント名

主

催

場

所

15：15〜16：00（1年生）、 ビ ー チ サッカ ー グ ル ー プ（問 合 せ：台 場 児 童 館
5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）
16：00〜（2年生以上）

台場児童館

お台場海浜公園
（雨天の場合は、台場区民センターホール）

かもん亭＜中高生 のつどい＞
（問合せ：台場児童館
5500-2363、詳細は館便りをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

ノルディックウォーク教室（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
5531-0520、60歳以上の港区在住の方、参加費無料、貸ポール有り）

台場高齢者在宅
サービスセンター

お台場海浜公園周辺

7/3
（金）
・10
（金）
・ 3・17日 18：00〜19：00
17
（金）
24
（金）
10・24日 18：00〜20：00

7/1(水)

9：30〜11：00

わくわくまつり（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
芝浦幼稚園
地域の未就園児親子対象）

芝浦幼稚園

7/15(水)

7/5(日)

11：00〜

七夕まつり（自由参加）

メゾン田町駐車場

7/25
（土）
・26
（日） 10：00〜15：00

お台場海水浴（問合せ：芝浦港南地区総合支所協働
推進課台場担当 5500-2365、一般参加可能）

芝浦港南地区総合支所

お台場海浜公園

7/7(火)

10：30〜11：30

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
芝浦アイランドこども園
誕生月のお子様（0 〜 5 歳）と保護者対象）

芝浦アイランドこども園

7月・8月中旬・9月

午

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・チラシをご覧ください）

台場児童館

台場児童館

7/16(木)

10：00〜11：00

こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0 〜 5 歳児対象、定員 15 名、要事前申込み（1 ヵ月前から））

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

7月〜8月

10：30〜11：45

幼児プール（問合せ：台場児童館 5500-2363、直接児童
台場児童館
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）

台場児童館

7/18
（土）
・19
（日） 14：00〜15：30

夏休み子ども大会（芝浦港南区民センター 3769-8864、
芝浦港南区民センター
未就学児〜小学生対象（保護者同伴））

芝浦港南区民センター
ホール

7月・9月中旬

16：00〜16：45

えほんタイム（問合せ：台場児童館 5500-2363、直接
台場児童館
児童館にお越しください、詳細は館便りをご覧ください）

台場児童館

8/3
（月）

18：00〜20：00

東京湾ナイトクルージング（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ 5443-7338、60 歳以上の方対象、要事前申込み）

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ

日の出桟橋

7月・9月

午

後

幼児さんあつまれ（問合せ：台場児童館 5500-2363、
台場児童館
詳細は館便りをご覧ください）

台場児童館

8/20(木)

10：00〜11：00

こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0 〜 5 歳児対象、定員 15 名、要事前申込み（1 ヵ月前から））

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

8/5
（水）

未

定

低学年バスハイク（問合せ：台場児童館 5500-2363、
台場児童館
要事前申込み、詳細は館便り・チラシをご覧ください）

台場児童館

8/22
（土）
・29
（土）
14：00〜14：40
9/5（土）・12（土）・19（土）・26（土）

英語で遊ぼう（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、平成 21 年
4/2〜平成23年4/1生まれの未就学児対象、定員15人、
（要事前申込み））

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
講習室

8/19(水)

15:00〜16:30

ノルディックウォーク教室（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
5531-0520、60歳以上の港区在住の方、参加費無料、貸ポール有り）

台場高齢者在宅
サービスセンター

お台場海浜公園周辺

8/27(木)

10：30〜11：30

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
芝浦アイランドこども園
誕生月のお子様（0 〜 5 歳）と保護者対象）

芝浦アイランドこども園

9/4
（金）
・11・
（金）
・ 4・18日 18：00〜19：00
18
（金）
・25
（金）
11・25日18：00〜20：00

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）

台場児童館

台場児童館

9/5
（土）

13：30〜15：30

芝浦こどもまつり（問合せ：芝浦小学校 3451-4992、
芝浦小PTA
芝浦小学校児童・保護者対象）

芝浦小学校

9/5
（土）

10：00〜11：30

東京ベイ・クリーンアップ大作戦（問合せ：Kiss ポート
財団事業課 5770-6837、一般参加可能）

東京ベイ・クリーンアップ
大作戦実行委員会

お台場海浜公園

9/5
（土）

14：00〜16：00

「和のこころ」香道であそぶ（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、
港区在住・在勤・在学者対象、定員28人、
（要事前申込み））

芝浦港南区民センター
第1・2集会室

9/5
（土）

13：30〜16：30

海まつり（問合せ：お台場学園 5500-2572、お台場
学園児童・生徒、地域の方対象）

お台場学園PTA

お台場学園

9/9(水)

9：30〜11：30

りんごちゃんくらぶ（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
芝浦幼稚園
地域の未就園児親子対象）

芝浦幼稚園

9/8
（火）
・15
（火）

10：30〜12：00

9/16(水)

9：30〜11：30

りんごちゃんくらぶ（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、
芝浦幼稚園
地域の未就園児親子対象）

芝浦幼稚園

9/16(水)

15:00〜16:30

9/17(木)

10：00〜11：00

こども園で遊ぼう（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
0 〜 5 歳児対象、定員 15 名、要事前申込み（1 ヵ月前から））

芝浦アイランドこども園

芝浦アイランドこども園

9/17（木）
・18（金）
・
19(土)

8：30〜15：30
8：30〜11：35

「朝活モーニング講座」ジャイロキネシス（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、港区在住・在勤・在学者対象、定員20人、
（要事前申込み）

芝浦港南区民センター

芝浦港南区民センター
ホール

9/17(木)

14：10〜15：00

9/18
（金）
・25
（金）
9：30〜11：00
10/2（金）
・9（金）
・16（金）

メゾン田町自治会

芝浦港南区民センター

15:00〜16:30

後

にじっこキッズ（9/15（火）は11：40 〜おはなし会）
にじのはし幼稚園
（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、未就園児親子対象）
ノルディックウォーク教室（問合せ：台場高齢者在宅サービスセンター
5531-0520、60歳以上の港区在住の方、参加費無料、貸ポール有り）

お台場学園

●港南

芝浦アイランドこども園

9/26(土)

8：50〜11：50

運動会（問合せ：芝浦幼稚園 3452-0574、地域の未
就園児親子対象、未就園児種目あり）

芝浦幼稚園

芝浦幼稚園

7/1
（水）

11：00〜12：30

かもめっこデー（問合せ：港南幼稚園 3471-7347、
港南幼稚園
未就園児親子対象、当日参加受付）

港南幼稚園

7/4
（土）

8：45〜

学 校 公 開（セ ーフティ教 室）
（問 合 せ：港 南 中 学 校
3471-0238、地域の方対象）

港南中学校

港南中学校

7/11(土)

15：30〜18：20

みなと夏まつり（問合せ：東京都立港特別支援学校
3471-9191、自由参加）

みなと夏まつり実行委員会

東京都立港特別支援学校

実施場所：
港南ふれあい広場

実施場所：
三田通り

7/20(月)

10：00〜16：00

「海の日」記念行事（問合せ：東京海洋大学総務部総
務課広報室 5463-0355、自由参加）

東京海洋大学品川キャンパス
（越中島キャンパスも同時開催）

7/23
（木）

9：30〜14：00

芝浦サマーフェスタ2015（問合せ：芝浦水再生センター
3472-6411、一般参加可能）

主催団体：
品川駅港南商店会、
品川駅港南口町会

芝浦水再生センター

芝浦水再生センター

7/25(土)

10：00〜11：00

港南ふれあいクリーン作戦（問合せ：港南地域連合会
事務局 090-9967-8132、一般参加可能）

港南地域連合会

港南小学校南門集合

8：30〜

サマーキャンプ（問合せ：港南こども中高生プラザ
3450-9576、小学 3 〜 6 年生対象、要事前申込み）

8/22
（土）

18：30〜20：00

港 南 花 火 大 会（問 合 せ：港 南こども 中 高 生 プ ラザ
港南こども中高生プラザ
3450-9576、家族花火のみ要事前申込み、自由参加）

東京海洋大学
品川キャンパス

8/22(土)

10：00〜11：00

港南ふれあいクリーン作戦（問合せ：港南地域連合会
事務局 090-9967-8132、一般参加可能）

港南地域連合会

港南小学校南門集合

9/5
（土）
・19
（土）

8：45〜

学校公開（問合せ：港南中学校 3471-0238、地域の
方対象）

港南中学校

港南中学校

9/16
（水）

11：00〜12：30

かもめっこデー（幼稚園説明会）
（問合せ：港南幼稚園
3471-7347、未就園児親子対象、当日参加受付）

港南幼稚園

港南幼稚園

9/26
（土）

8：45〜

学校公開（道徳授業地区公開講座）
（問合せ：港南中
学校 3471-0238、地域の方対象）

港南中学校

港南中学校

10：00〜11：00

港南ふれあいクリーン作戦（問合せ：港南地域連合会
事務局 090-9967-8132、一般参加可能）

港南地域連合会

港南小学校南門集合

12：30〜16：00

プラリバまつり（問合せ：港南こども中高生プラザ
3450-9576、自由参加）

港南こども中高生プラザ

港南和楽公園

9/26(土)
9/26(土)

べいあっぷ

千葉市少年自然の家

お台場海浜公園周辺

学校保健委員会（問合せ：お台場学園 5500-2575、
お台場学園
保護者・地域の方対象）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園 5443-7337、
芝浦アイランドこども園
誕生月のお子様（0 〜 5 歳）と保護者対象）

港南こども中高生プラザ

台場高齢者在宅
サービスセンター

お台場学園

10：30〜11：30

東京海洋大学

にじのはし幼稚園

学校公開（19日8：30〜11：35は道徳授業地区公開講座あり）
お台場学園
（問合せ：お台場学園 5500-2575、保護者・地域の方対象）

9/24(木)

8/10(月)〜8/12(水)

10

イベント名

7月〜9月

●台場

港区ベイエリア・イベントカレンダー

夏祭りをちょっとご 紹 介

（写真は昨年の様子です）

7月17日（金）
・18日（土） 17:00〜21:00

7月18日（土） 16:00〜21:00

7月18日（土）
・19日（日） 18:00〜21:00

品 川 駅 港 南 夏まつり

三田納涼カーニバル

芝浦二丁目納涼盆踊り大会

7月19日（日） 10：00〜

港 南 夏 祭り
実施場所：
港南郵便局前

主催団体：
三田納涼カーニバル
実行委員会

実施場所：
船路橋児童遊園
前広場
主催団体：
芝浦二丁目商店会
協力：
芝浦二丁目町会

7月24日（金）
・25日（土） 17:00〜21:00

7月25日（土） 16:00〜20:30

7月31日（金）
・8月1日（土） 18：00〜

芝 浦まつり

港南四丁目第3アパート夏祭り

海 岸 のまつり

8月28日（金）は前夜祭 17:00〜21:00
29日（土）
11:30〜20:00

実施場所：
なぎさ通り

実施場所：
港南和楽公園

実施場所：
埠頭公園

主催団体：
芝浦三・四丁目町会、
芝浦商店会

主催団体：
港南四丁目第3
アパート自治会

主催団体：
海岸二・三丁目町会

8月29日（土） 17:00〜21:00

9月5日（土） 15:00〜20:00

東港自治会納涼祭

港 南 三 丁 目 合 同まつり

実施場所：
海岸三丁目東港
自治会団地内
主催団体：
東港自治会

実施場所：
港南三丁目遊び場
主催団体：
港南三丁目合同
まつり実行委員会

主催団体：
港南町会
※子ども 神 輿と
山車の町内巡行

お 台 場 夏まつり
実施場所：
お台場レインボー
公園
主催団体：
お台場夏まつり
実行委員会

9月27日（日） 10:00〜17:00
28日（月）
17:00〜21:00

芝 浦 運 河まつり
実施場所：
新芝橋上及び
運河沿遊歩道
主催団体：
芝浦運河まつり
実行委員会

べいあっぷ
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