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芝浦港南地区 総合支所だより

※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

本誌は環境に配慮して「のりとじ」にしています。
発行番号 27017-2435

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

宮尾 賢
石井 弘子
松浦 奈緒子
水野 武光

西田 浩一
仲村 淳子
北山 佳代子
小林 紀雄

べいあっぷ編集部

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
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）。

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。
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月　日 開催場所 時　間 内　容

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ5コース2回目 1 /20（水）

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ6コース1回目
対象：27年9月～12月生まれの方 2 /10（水）

芝浦区民協働スペース 10：00～11：30 かるがもくらぶ６コース２回目 3 / 2 （水）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 1 / 6 （水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 1 /14（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 2 /17（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 2 /25（木）

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
（あいぷら） ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 3 /16（水）

芝浦区民協働スペース ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 3 /17（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 / 7 （木）

①こうなん保育園 ②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 /18（月）

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 1 /27（水）

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 / 4 （木）

①こうなん保育園 ②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 / 8 （月）

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 2 /24（水）

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 / 3 （木）

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 3 / 9 （水）

①こうなん保育園 ②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 /14（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 1 /13（水）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 1 /25（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 / 1 （月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 2 /15（月）

台場分室多目的室 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ①②計測・相談 2 /29（月）

台場児童館 10：30～13：00 計測・相談 3 / 7 （月）

平成18年4月、芝浦港南地区総合
支所がスタートした機会に、「芝浦港
南地区パワーアッププロジェクト」の
一環として地域情報誌を発刊すること
が決まりました。すぐに区民編集員に
応募して受け入れていただきました。
当時の編集委員の石川さんから提案
のタイトル「べいあっぷ」を全員一致
で採用。創刊号はその年の10月に発
行されました。あれから満9年経ちま
す。一番古い編集員として「初心を忘
れず、マンネリに陥らず」を旨として
頑張ります。

宮尾 賢

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、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。

平成２8年1月～3月

編編 集集 後後 記記

夕凪橋開通式典の様子（平成27年9月27日）
日 時：平成28年1月1日（金） 午前6時から
　　　 （東京の日の出予定時刻 午前6時50分頃）
場 所：都立芝浦南ふ頭公園（海岸三丁目33番20号）

平成28年元日の朝、
都立芝浦南ふ頭公園が
開放されます。

都立芝浦南ふ頭公園で初日の出を
見ることができます！
都立芝浦南ふ頭公園で初日の出を
見ることができます！

都立芝浦南ふ頭公園 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

海岸
通り

ゆ
り
か
め
め
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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27年12月
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1位 芝浦・海岸2・3丁目地域 215点

台場地域 お台場　ジェット

芝浦・海岸地域 東京ベトナム学校

●一 般 の 部

●子どもの部

　9月23日（水）、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９回目を数えるこの大会、78チーム450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」9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25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、昨年まで6年連続優勝中だった「港南地域」を破って、
港南地域との同時優勝だった第5回大会から4年ぶり3回目の優勝となっ
た「芝浦・海岸2・3丁目地域」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、台場のよさこい「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、芝浦のハワイアン
「ハーラウ　ラニオケカウアナオカラー」、港南中学校
吹奏楽部、台場のハワイアン「ハーラウ　オ　プーラマ
ケ アロハ」の出演で観客を沸かせてくれました。

ケイエム観光バス コールセンター　　03 -5705 - 0888（午前7時～午後10時）
kmグループホームページ（お台場レインボーバスホームページ）  　www.odaiba-bus.jp

2位 港南地域 197点

3位 台場地域 186点

港南地域 港南小四年生チーム

第9回芝浦港南地区

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

地域総合 特別賞

台場シャトルバス台場シャトルバス
愛称：お台場レインボーバス愛称：お台場レインボーバス

特 集特 集

　皆さんはお台場レインボーバスを利用したことはありますか？
お台場レインボーバスは、平成24年に運行開始してから利用者は年々増加し、
今や芝浦港南地区には欠かせない存在となりました。
　この特集では、そんなお台場レインボーバスについてご紹介します。

レインボーバスができたことで
行動範囲が広がって、
とても嬉しいです！

運転手さんが
とっても親切で丁寧で、
いつも本当に
ありがたく思っています！

台場シャトルバスができるまで

ご利用いただいた方からの声

　平成27年10月15日から、利便性向上のために
以下のとおり変更されました。

田町ルート
● 「芝浦三丁目」バス停が新設されました。
 （台場から田町へ向かう際に停車します）
● 平日&休日２便増便

品川ルート
● 平日２便、休日１便増便

お知らせ

「お台場レインボーバス」についての問合せ

　台場地域は、港区の他の地域とはレインボーブリッジのみで

繋がっており、集合住宅や民間企業、集客施設がコンパクトに

集積しています。

　このため、台場地域にお住まいの皆さんから「台場地域から

も港区コミュニティバス「ちぃばす」を走らせて欲しい」と

いう要望がありましたが、新規路線の選定要件に適合しない

ことや収支率の確保が困難なことにより、区は台場地域までの

港区コミュニティバス「ちぃばす」の新ルートを断念しました。

　しかしながら、台場から田町までの交通手段について強い

要望があり、「ちぃばす」以外の新規交通手段の導入について、

台場地域の特性を踏まえ、民間活力を活用した速達性に優れた

シャトルバスを考案し、平成24年4月19日に台場シャトル

バス「愛称：お台場レインボーバス」の運行を開始しました。

第　一　京　浜

浅草線三田駅

森永
プラザビル 第一田町ビル

西口

JR田町駅

田町駅東口
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東口 交番東京工業大学
附属科学技術高等学校
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品川

品川イーストワンタワー

港南口 交番
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詳細はホームページ
又はご利用案内を
ご覧ください。

ホテルグランパシフィック LE DAIBA5

フジテレビ前
（アクアシティお台場前）
4

フジテレビ前
（アクアシティお台場前）

7
フジテレビ前
（アクアシティお台場前）
3

ヒルトン東京お台場
6

お台場海浜公園駅前

2
台場二丁目 8

お台場海浜公園駅前 9

台場一丁目 11

特長・魅力ポイント特長・魅力ポイント

　車内アナウンスはフジテレビ
アナウンサーが担当しています。
日本語：山崎アナウンサー
英語　：松村アナウンサー

　お得な回数券を多数用意しています。
また、港区コミュニティバス乗車券が
利用できます。

 「ホ テ ル グ ラ ン パ シ フ ィ ッ ク LE 
DAIBA」や「ヒルトン東京お台場」の車
寄せまで運行し、ホテル利用者の
利便性を図っています。

　台場地域と田町駅、品川駅間の
速達性と定時性を確保するため、
直行便で運行されています。

お出かけの際は、
ぜひご利用ください！

お台場学園前10

区有施設又は
車内で配布
しています！

運賃 210円
（こども 100円）

 １日乗車券 500円



お台場発O・MO・TE・NA・SHI事業（お台場学園学校公開授業講演会）9月19日

　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
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
取組をお台場から発信していくため、「お台場発O・MO・
TE・NA・SHI」事業を実施しています。
　今年度2回目の取組として、お台場学園と協働で、シドニー
パラリンピック車椅子バスケット
ボール日本代表キャプテンを
務めた根木慎志氏をお招き
し、生徒、保護者及び地域関
係者を対象に講演会を開催し
ました。講演会では、車椅子
バスケットボールの実技披露

やお台場学園の代表生徒による車椅子バスケットボール試合
の他、障がいに対する考え方や友達の大切さなどの講話をし
ていただきました。東京オリンピック・パラリンピックに興味・関心
を抱き、関わりを持って下さる
方が増えると感じる有意義
な講演会となりました。

～パラリンピアンの思い「人と人とのつながり環」～

イベントリポート港区ベイエリア

第10回プラリバまつり9月26日

～無意識に記憶のヒダに残るかも～
　今年のテーマは「ピースフルワールド」。淡 と々努力を積み
重ね、子ども達の成長を見守ってきた10年目の港南子ども

中高生プラザ、今年

も足元にゴミひとつない和楽公園でプラリバまつりが開催され、
成長した子ども達が元気に手伝っていました。地域有志の
方々の模擬店は手を休める暇もなく、手伝い歴10年目の方々

は 少 々お 疲 れ
モード、様々な演
目に笑顔の大人
達や裸足で歩き
回る幼児達も楽し
げで、テーマ通り
のお祭りでした。

　スーパームーンが訪れた9月27日（日）と28日（月）、新芝橋周辺にて芝浦運河まつり
が開催されました。
　27日（日）はたくさんの屋台が並び、町内対抗ボートレース、運河クルーズ、メインステージ
でのカナルコンサート等、様々な催し物がお祭りを大いに盛り上げました。また、リユース
食器を使用したりゴミの分別を呼びかける動きもあり、環境
に配慮した側面もありました。
　28日（月）は、18時から運河クルーズのナイトバージョン
が行われました。地域の方だけでなく仕事帰りの方も
立ち寄り、芝浦地域の美しい夜景と2015年最大級の
満月を見ながら、気持ちよいクルーズを楽しむことができ
ました。

芝浦運河まつり
～満月の秋に運河のほとりで～

9月27日・28日

～地域防災力向上をめざして～

10月3日・11月1日・8日 港区総合防災訓練

　芝浦港南地区では、台場・芝浦・港南の3会場で総合防災
訓練を実施しました。
　煙中避難訓練や起震車体験訓練、応急救護訓練などに
加え、台場会場ではペットの防災対策、芝浦会場ではD級

ポンプ取扱訓練、港南会場では応急給水訓練が新規訓練項
目として実施されました。
　また、台場会場と港南会場では中学生が訓練の指導役と
して活躍し、全会場において小学生が訓練に参加するなど、

防災住民組織や
防災関係機関、学
校等が一体となり、
それぞれの会場で
地域の特色を生か
した訓練が行われ
ました。

　爽やかな秋風が吹き抜ける港南緑水公園で、第6回秋祭りが行われました。スタートは恒例の港南
小学校鼓笛隊の入場行進、最後の記念にと6年生や孫の追っかけカメラマンも多く例年以上の賑わい。
広い舞台での「よさこい」には小さな女の子が登場し
その愛らしさに拍手喝采、海洋大チアリーディングや
港南中なぎなた演武、吹奏楽と、楽しい舞台が続き
ました。今年の野菜販売では新鮮な秋の果物が、
屋台では報知新聞社員食堂が美味しいと人気でした。
子ども達の多いワールドシティタワーズ、武井区長を
はじめ来賓各位も皆笑顔のご挨拶、地域の主役は
子ども達だとあらためて実感しました。

10月12日 ワールドシティタワーズ秋祭り
～将来どんな逸材が出る？と思いを馳せたイベントでした～

芝浦アイランド島祭り10月18日

　秋晴れの清 し々い天気の10月18日（日）、プラタナス公園
にて芝浦アイランド秋祭りが開催されました。会場には美味し
そうな香りを漂わせる出店が並び、会場中央にあるブルーシート

に座って食
べ物を頬張
る人たちや

スナッグゴルフで遊ぶ子ども達、ステージでの演出等でとても
賑わっていました。ハロウィーンシーズンということもあって、
テントの装飾をしたり、仮装をしている人なども多くいました。
　また、ツーリングクラブによる車の展示もあり、目を輝かせて
展示を見る親子連れの姿がとても印象的でした。

～食欲をわき立たせる秋のお祭り～

4 べいあっぷ 5べいあっぷ



イベントリポート港区ベイエリア

～食欲の秋に新鮮なお肉を目当てに大勢が集まりました～

東京食肉市場まつり201510月24日・25日

　毎年、秋に行われる恒例の「東京食肉市場まつり」
が10月24日（土）、25日（日）の両日開催されました。
絶好の秋日和に恵まれ、品川駅港南口前の食肉市場
は大勢の来場者で大変な賑わいでした。普段は公開
されない市場の内部がすべて開放され、市場で取引
に参加している多数の食肉業者がこの日のために特別
価格で提供している商品を大勢の人が買い上げてい
ました。また、場内ですぐ食べられるステーキ、ロースト
ビーフなどの肉料理の屋台も大人気で、長い行列が
できました。

舞台ではお子さま向け
のアトラクション

入口の大きなアーチ

肉の屋台に長い行列

　10月27日（火）港区スポーツセンターのアリーナで、芝浦
港南地区管内老人クラブ対抗ボッチャ競技大会が開催され
ました。芝浦港南地区管内から18チーム、その他オープン参加

として他地区の老人クラブから2チーム出場し、白熱した試合が
繰り広げられました。予選は4つのブロックに分かれリーグ戦
を行い、上位2チームが決勝トーナメントへ進出します。3位

決定戦は芝浦三・四丁目OB会vs海岸弥生会、そして決
勝戦はなんと、港南シルバークラブvs港南シルバークラブ！ 
同じクラブ同士で優勝の座を奪い合いました。競技中も
観戦中も笑顔で溢れ、時には真剣な眼差しで投球を行
い、チームの枠を超えて皆で楽しんでいる様子が見受け
られました。

第5回芝浦港南地区管内老人クラブ対抗ボッチャ競技大会10月27日

～波乱の決勝トーナメント、優勝の座はどのチームに！～

※ボッチャ…赤と青のカラーボールそれぞれ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
リンピックの正式種目にも採用されています。

優　勝　港南シルバークラブAチーム
準優勝　港南シルバークラブBチーム
3　位　海岸弥生会Dチーム

ゆとりーむ祭り11月15日

～生き生きシニアのお楽しみ会～
　11月15日（日）港南いきいきプラザ（ゆとりーむ）において、ゆとりーむ祭りが開催されました。
　天候に恵まれたさわやかな秋の一日、ご年配の方々から小さな子供達まで、多くの人々がゆと
りーむ祭りを楽しんでいました。模擬店、ヨーヨーすくい、わたあめ作り体験コーナー（無料）など
がありました。
　また、踊りやダンスなど普段の練習の成果を発表できる時間や体操の時間、その他にも多くの
演目があり盛り沢山の内容でした。
　友人同士でお茶をしたり、
おしゃべりをしたりして過ごす
ご年配の方々がたくさん見受け
られ、そこには“ゆったり”そし
て“ゆっくり”と流れる時間と空
気感がありました。

小坂 善男さんの作品
「お台場イルミネーション」

台
場 

に
じ
子
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ん
の
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品
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ン
と
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群
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」

うさぎのHoneyさんの作品
「レインボーブリッジからの夜景」

泥谷 隆史さんの作品
「芝浦運河ざこ市場」

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

問合せ・
作品の
送付先

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！

次回の締切は
1月29日（金）必着です

※過去の掲載作品を一部抜粋

■講座等一覧

7べいあっぷ

芝浦四丁目
（カニ護岸）等

ベイエリアの水辺環境を
子供たちに伝え残そう！1 平成27年10月31日（土）

午前9時～正午
佐々木　剛
（東京海洋大学）

芝浦港南地区
総合支所等

芝浦百景①
（まちあるき取材編）2 平成27年11月14日（土）

午前9時30分～正午
桑田　仁
（芝浦工業大学）

3 平成27年11月28日（土）
午後1時30分～4時30分

東京海洋大学
等

江戸前の海と船を知ろう！
（※『江戸前みなと塾』）

4 平成27年11月29日（日）
午後1時30分～4時30分 河野　博ほか

（東京海洋大学）
5 平成27年12月　5日（土）
午後1時30分～4時30分

6 平成27年12月　6日（日）
午前9時～午後4時30分

芝浦港南地区
総合支所

芝浦百景②
（プレゼンテーション編）7 平成27年12月19日（土）

午前10時～正午
前田　英寿
（芝浦工業大学）

東京海洋大学 透明標本を使った「食う・
食われる」の関係8 平成28年 1 月30日（土）

午後2時～午後4時
河野　博
（東京海洋大学）

日　時 場　所 タイトル 講　師

平成27年度「知生（ちい）き人養成プロジェクト」を開講しました！

　平成27年10月31日（土曜日）、平成27年度「知生（ちい）き
人養成プロジェクト」を開講しました。
　「知生（ちい）き人養成プロジェクト」とは、東京海洋大学及
び芝浦工業大学と芝浦港南地区総合支所が連携し、水辺等
の地域資源が豊富なまちである芝浦港南地区に関する講座、
ワークショップ等を実施し、地域の魅力を自ら発信できる人材を
育成していくものです。
　初の開催となる今年度は、芝浦港南地
区に在住・在勤・在学の21人の受講生
で講座をスタートします。
　全8回の講座等は、東京海洋大学の
佐々木准教授及び河野教授、芝浦工業
大学の前田教授及び桑田教授に、講師と
して講座を担当していただきます。

　プロジェクトでは、地域に関することを学ぶだけでなく、習得し
た知識を受講生自らが発信し、より多くの方にその魅力を知っ
てもらうことを目的としています。プロジェクトを通じて、地域の
方々、大学、行政が一体となり、芝浦港南地区のあらゆる魅力
を港区内外の方々や海外からお越しの方々に広く発信していく
とともに、芝浦港南地区を快適で温かみのある運河と海辺の未
来都市として、築いていくことを目指していきます。

※今年度の募集については、終了しています。

6 べいあっぷ 7べいあっぷ

読者ギャラリー



べいあっぷ編集部

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

8 べいあっぷ 9べいあっぷ

環境リポートべいあっぷ 港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

　旧海岸通りと海岸通りが交差する潮路橋。平成21年に清掃活動を開始して丸6年の
べ230回実施しました。潮路橋の架け替え工事に携わった港シビルは、いつまでもこの
美しい橋が気持ちよく、たくさんの人に利用してもらえるようにと始め
たのです。
　橋の4隅にある橋詰め広場では、トンボが飛び、山鳩の巣もある、
昨冬にカマキリの卵も見つけました。ちょっとした憩いの場所にもなっ
ていますね。これからも港シビルはこの清掃活動を続けてまいります。

企業清掃活動
環境美化しインフラも創造

　品川グランドコモンズ街づくり協議会では、年2回、品川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月に引き続い
て11月24日（火）に下記企業の皆さん約110名が参加し、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

　平成27年10月14日（水曜日）、みなとパーク芝浦施設勉強会を開催しました。
　この勉強会は、新たな地域の拠点施設である「みなとパーク芝浦」のあらゆる
機能について、区民参画組織のメンバーに多面的に学んでもらい、「みなとパーク
芝浦」の魅力を多方面に発信してもらうことを目的として実施しました。
　勉強会では、施設内を巡りながら、施設の概要、エネルギー機能、防災機能な
どのあらゆる面について学ぶこと
ができました。
　当日は、水辺のまち魅力アップ
分科会メンバー 9人に加えて、
みどりのあるまちづくり分科会及び
べいあっぷ編集部からも4人の
メンバーが参加し、合計13人の
区民参画組織のメンバーが参加
しました。

10月19日 港シビル株式会社

自ら行う美化活動
11月24日 品川グランドコモンズ街づくり協議会

今ある日本の当たり前、いつまで続く？今ある日本の当たり前、いつまで続く？連載コラム

みなとパーク芝浦施設勉強会を開催しました！

　今年度から発足したみどりのあるまちづくり分科会メンバーによる初めての取組みとして、平成27年
10月31日（土）に芝浦中央公園運動場でチューリップの球根を植えました。
　当日は、朝8時過ぎから作業を進め、分科会のメンバーでチューリップの球根約600個を規則正しく
並べ植えていくことに苦心しましたが、何とかお昼前には全て植え付けることができました。
　今後、チュー
リップの成長過
程の観察や、来
年の春先に開花
する花を楽しむ
企画に向けて、
事業を進めてま
いります。

　「べいあっぷ」はプロのライターやカメラマンに頼らず、芝浦
港南地区にお住いの編集委員が自ら作る地域情報誌です。
　取材や編集を通じて、地域の魅力を再発見することもでき

ます。べいあっぷ編集部は、現在8人の編集委員で構成され、
読者にお伝えしたい情報を探し求め、常にアンテナを張って日々
過ごしています。新連載企画も検討中です。

校　正
仕上がった各ページを
確認し、誤字等の修正
やレイアウトの変更を
行います。

編集会議
紙面の構成内容を検
討し、取材担当者を割
り振ります。

完成・配付
完成した情報誌は、順
次、芝浦港南地区の各
家庭に配付されます。

取材・原稿執筆
イベント等を取材し、
原稿を作成します。

印　刷
全ての確認を終える
と、いよいよ印刷に入
ります。

チューリップの植え付け実施！

問合せ：芝浦港南地区総合支所協働推進課土木係　TEL：03-6400-0032

　港区では、ヒートアイランド現象の緩和対策として遮熱性
舗装を整備しています。遮熱性舗装とは、路面温度を上昇
させる原因であ
る太陽光の一部
（赤外線）を反射
する遮熱材を路
面に塗布した舗
装です。現在、
芝浦港南地区内
では、港南三・

四丁目の一部の区道で整備されています。今後も道路整備
にあわせ、遮熱性舗装を推進してまいります。

　今年も良くも悪くも書ききれない程様々な事案がありま
した。避けきれない自然災害では自己責任を含め、人事を
尽くして天命を待つしかありませんが、今、日常的に当たり
前だと思っている事、規則的にやってくるごみ収集車や
電車やバスなどの交通機関、綺麗な街、電気やガス、安全
な水や様々な公的サービス等 も々、大勢の人々の努力で

成り立っている日本ならではの常識かもしれません。戦後
70年を経た今、ややもすれば権利や主張が先行し、義務
や責任が二の次になっている様な気がしますが、それぞれ
の分野で昼夜を問わず働く人々に感謝しつつ年の瀬を、
そして新たな年を迎えたいと思っています。

区民編集委員　石井 弘子

遮熱性舗装を整備しています！



月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所

10 べいあっぷ 11べいあっぷ

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

9：30～11：30 芝浦幼稚園芝浦幼稚園1/13(水）・27（水）・
2/24（水）

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）

13：00～13：40 芝浦幼稚園芝浦幼稚園1/15（金） 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地域の方対象）

13：00～14：30 芝浦港南区民センター
2階 第一和室芝浦港南区民センター1/16（土）・23（土）・

2/6（土）・13（土）・20（土）
「和の楽器」三線講座（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、
要事前申込み、港区在住・在学・在勤者優先、定員20名）

9：00～14：00 芝浦幼稚園芝浦幼稚園1/28（木）・29（金） 公開保育（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、保護者・
地域の方対象）

10：30～11：00 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園1/28（木）・2/25（木）・
3/17（木）

誕生会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、誕生月のお子様
（0～5歳児）と保護者対象、要事前申込み（1ヵ月前から）、定員15名）

14：00～14：40 芝浦港南区民センター
1階 講習室芝浦港南区民センター2/6（土）・13（土）・20（土）・

27（土）・3/5（土）・13（日）
英語で遊ぼう（問合せ：芝浦港南区民センター 3769-8864、未就学児対象
（平成21年4月2日～平成23年4月2日生まれ）、要事前申込み、定員15名）

14:00～15:30 芝浦港南区民センター
2階 第一・第二集会室芝浦港南区民センター2/1（月）・8（月）・15（月）・

22（月）・29（月）・3/7（月）
「私のビタミン講座」もう一度古典文学（平家物語）（問合せ：芝浦港南区民セン
ター 3769-8864、要事前申込み、港区在住・在学・在勤者優先、定員40名）

13：45受付 芝浦小学校 体育館芝浦小学校2/5（金） 新1年生保護者会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、本校
入学予定の新1年生保護者対象、上履きをご持参ください）

未　定 芝浦小学校 体育館芝浦小学校2/20(土） 音楽発表会（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護
者・地域の方・学校関係者対象）

8：30～15：45 芝浦小学校芝浦小学校1/18（月）～22（金） 書初め展（問合せ：芝浦小学校：3451-4992、保護者・
地域の方対象）

10：00～11：00 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園1/21（木）・2/18（木） 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、要事前申込み（1ヵ月前から）、定員15名）

26日8：30～16：00
27日8：30～14：30 芝浦小学校芝浦小学校1/26（火）・27（水） 学校公開（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保護者・

地域の方・学校関係者対象）

10：30～11：30 芝浦小学校付近芝浦小学校1/22（金）
雨天の場合1/25（月）

地域清掃活動（問合せ：芝浦小学校3451-4992、保
護者・地域の方対象）

14:30～16:00 芝浦幼稚園芝浦幼稚園2/23（火） 新入園児保護者会（問合せ：芝浦幼稚園3452-0574、
平成28年度新入園児保護者対象）

13：00～17：00 芝浦港南区民センター港南いきいきプラザ、芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ、台場高齢者在宅サービスセンター1/30（土） 平成27年度 ブリッジフェスタ（問合せ：港南いきいきプラザ3450-9915、芝浦アイランド児童

高齢者交流プラザ5443-7338、台場高齢者在宅サービスセンター 5531-0520、自由参加）

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1/5（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、自由参加）

10：00～12：00 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園1/13（水） おもちつき会（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、
0～5歳児対象、要事前申込み（1ヵ月前から）、定員15名）

10：00～11：00 港南小学校南門集合港南地域連合会1/23（土）・2/20（土）・
3/26（土） こうなんふれあいクリーン作戦（一般参加可能）

14：30～ 港南中学校港南中学校3/5（土） 新入生説明会（問合せ：港南中学校3471-0238、本校入
学予定小学生・保護者対象、上履きをご持参ください）

8：00～17：30（予定） 富士急ハイランド台場児童館1/6（水） 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）

8・22日18：00～20：00
15・29日18：00～19：00 台場児童館台場児童館1/8（金）・15（金）・

22（金）・29（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）

11：00～12：00 台場区民センター 和室台場区民センター1/9（土）・23（土）・
30（土）

忙しいパパもイクメンになれる！「ベビーヨガ教室」（問合せ：台場区民センター
5500-2355、3ヵ月～1歳半までのお子様と保護者（父親・母親）対象、要事前申込み）

10：30～12：00
（11：40～おはなし会） にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園1/12（火） にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、

未就園児親子対象）

15：00～17：00（予定） 台場児童館台場児童館1/13（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）

10：30～12：00
（11：00～にじっこキッズヨガ） にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園1/18(月） にじっこキッズ（問合せ：にじのはし幼稚園5500-2577、

未就園児親子対象）

15：00～16：30 お台場海浜公園周辺台場高齢者
在宅サービスセンター

1/20（水）・2/17（水）・
3/16（水）

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対象、参加費無料、貸ポール有り）

午　後 台場児童館台場児童館1月未定 工作のつどい（問合せ：台場児童館5500-2363、詳
細は館便りをご覧ください）

15：45～16：30 台場児童館台場児童館1月未定 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 台場児童館台場児童館1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・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）

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（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）

5・19日18：00～19：00
12・26日18：00～20：00 台場児童館台場児童館2/5（金）・12（金）・

19（金）・26（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）

14：00～16：00 芝浦港南区民センター
2階 第一・第二集会室芝浦港南区民センター3/5（土） 「和のこころ」香道であそぶ（桜香）（問合せ：芝浦港南区民センター

3769-8864、要事前申込み、港区在住・在学・在勤者優先、定員28名）

15：00～16：00 芝浦港南区民センター
2階 第一・第二集会室芝浦港南区民センター3/6(日）・13（日）・

20（日）
「私のビタミン講座」自分に向き合う（問合せ：芝浦港南区民センター
3769-8864、要事前申込み、港区在住・在学・在勤者優先、定員20名）

13：30～16：30 芝浦港南区民センター
1階 講習室

コカリナさざんかの会
芝浦港南区民センター3/6（日)・13（日） 「コミュニティカレッジ」コカリナ演奏を体験してみよう！（問合せ：芝浦港南区民

センター3769-8864、港区在住・在学・在勤者対象、要事前申込み、定員25名）

10：00～11：00 芝浦アイランドこども園芝浦アイランドこども園3/10（木） 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、要事前申込み（1ヵ月前から））

未　定 芝浦小学校 体育館芝浦小学校3/25（金） 卒業式（問合せ：芝浦小学校3451-4992、6年生保
護者、地域・学校関係者対象）

終　日 芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ発着

芝浦アイランド児童高齢者
交流プラザ3/25（金） 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、小学1～3年生対象、要事前申込み）

10：00～15：00 トリニティ芝浦緑地芝浦港南区民センター3/27（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、港区在住・在学・在勤者対象、要事前申込み（70店舗））

10：00～13：00 竹芝橋東詰芝浦二丁目町会3月末 お花見（町会員対象、無料）

11：00～12：30 港南幼稚園港南幼稚園1/20（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、当日参加受付）

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

地域の方・次年度就学予定児童保護者など対象）

18日11：30～19：30
19日9：00～12：00 港南和楽公園港南子ども中高生プラザ1/18（月）・19（火） 雪あそびと雪明かりの夕べ（問合せ：港南子ども中高

生プラザ3450-9576、自由参加）

8：45～11：35 港南中学校港南中学校1/23（土）・2/6（土）・
13（土）・3/5（土）

学校公開（土曜授業）（問合せ：港南中学校3471-0238、
小学生・保護者・地域の方対象、上履きをご持参ください）

●
港
南

1月～3月

●
台
場

14：00～15：30 台場区民センター 和室台場区民センター2/20（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、要事前申込み）

10：30～12：00 にじのはし幼稚園にじのはし幼稚園2/23（火） にじっこキッズ（おもちゃリサイクル市開催）（問合せ：
にじのはし幼稚園5500-2577、未就園児親子対象）

4日18：00～19：00
11日18：00～20：00 台場児童館台場児童館3/4（金）・11（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）

18：00～20：00 台場児童館台場児童館3/18（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 台場区民センター ホール他台場区民センター3/26（土） レインボーコンサート・ホールの魅力公開・安全フェア
（問合せ：台場区民センター 5500-2355、自由参加）

月　日 時　間 イベント名 主　催 場　所

13日8：30～11：30
15・16日8：30～15：30 お台場学園お台場学園2/13（土）・15（月）・

16（火）
学校公開（問合せ：お台場学園5500-2575、保護者・
地域の方対象）

13日9：00～12：30
15・16日9：00～16：30 お台場学園お台場学園2/13（土）・15（月）・

16（火）
お台場学園 作品展（問合せ：お台場学園5500-2575、
保護者・地域の方対象）

10：00～15：00 台場児童館台場児童館2/16（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）

「お台場海苔づくり」参加者募集！
　11年目を迎えたお台場海苔づくり。すっかりお台場の冬の風物詩として
定着してきました。今年度も、お台場学園5年生の総合的な時間を活用し
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。
　お台場海浜公園内の海辺で、12月19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。

●中間刈取り：平成２８年１月１６日（土）午前
●海苔摘み取り・海苔すき作業体験：平成２８年２月６日（土）終日

問合せ：協働推進課　台場担当　電話：５５００-２３６５


