港区ベイエリア

芝浦港南地区情報誌

イベントカレンダー

〜芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場〜

芝浦海岸地区
芝浦地区
総合防災訓練
芝浦商店会
謝恩福引セール
学習（学芸）
発表会
芝浦港南
ふれあいまつり
音楽発表会
もちつき大会
芝浦ランド集会
おもちつき
クリスマス
子ども大会
もちつき大会

10/29（日）
9:30〜11:30
11/１
（水）〜15（水）
（抽選日14日・15日）
11/11（土）
8:30〜12:15（予定）
11/1１
（土）〜12（日）
10:00〜17:00

場所：芝浦小学校
主催：港区
場所：JR田町駅東口広場
主催：芝浦商店会
場所：体育館
主催：芝浦小学校
場所：芝浦港南区民センター
及びセンター前広場
主催：芝浦港南区民センター
11/30（木）
場所：体育館
10:45〜12:20（予定） 主催：芝浦小学校
12/3（日）
場所：船路橋児童遊園
10:00〜
主催：芝浦2丁目町会
12/8（金）
場所：教室・体育館等
9:40〜12:20（予定） 主催：芝浦小学校
12/10（日）
場所：メゾン田町駐車場
11:00〜15:00
主催：メゾン田町自治会
12/16（土）〜17（日） 場所：芝浦港南区民センター
14:00〜15:30
区民ホール
主催：芝浦港南区民センター
12/17（日）
場所：芝浦4丁目第2アパート
11:00〜
主催：芝浦4丁目第2アパート
自治会（ひごろ会）

にしざわ

芝浦小学校4年

ゆ

人と人、町と町をつなぐ
ふれあい情報誌

り

西澤 優里さんの作品

平成18年10月発行 No.1

■「港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト」始動！
■ 港区ベイエリア・イベントリポート
■ 港区ベイエリアマップ
〜医療機関・公園〜
■ 港区ベイエリアの
ようちえん ほいくえん だより
■ べいあっぷフォト
■ べいあっぷ環境リポート
■ 総合支所だより・
自動交付機を設置します
■ 港区ベイエリア イベントカレンダー
次号（No.2）は12月下旬発行予定

台場地区
ふれあい
フリーマーケット

10/28（土）
11:00〜16:00

場所：台場コミュニティ
プラザ広場
主催：ふれあいフリーマー
ケット実行委員会
事務局：台場区民センター
11/1（水）
・2（木）
・4（土） 場所：港陽小学校
学校公開
8:30〜15:30
主催：港陽小学校
東京ベイ・クリーン 11/4（土）
場所：お台場海浜公園
アップ大作戦
10:00〜
浜辺
主催：東京ベイ・クリーンアップ
大作戦実行委員会
ふれあい動物園
11/4（土）
場所：お台場レインボー公園
11:00〜16:00
主催：KiSSポート財団
台場地区
11/19（日）
場所：お台場レインボー公園
総合防災訓練
9:30〜11:30
主催：港区
台場児童館まつり 11/25（土）
場所：台場児童館
「楽園まつり」
13:30〜16:00
主催：台場児童館
安全マップ作成
12/9（土）
場所：台場児童館
9:00〜17:00
主催：台場児童館
青少年対策
港陽地区委員会
森の音楽会
12/21（木）
場所：台場保育園
15:30〜17:00
主催：台場保育園

シーサイド
ギャラリー
大学祭「海鷹祭」

10/31（火）
〜11/2（木）
11/3（金）〜5（日）
11:00〜17:00

港南地区
総合防災訓練
展覧会

11/5（日）
9:30〜11:30
11/5（日）〜7（火）
9:00〜16:00
11/12（日）
12:30〜16:00

乳児年末
子ども会
お餅つき大会

12/19（火）
10:00〜11:30
12/23（土）
（予定）
11:00〜

場所：ケアハウス港南の郷
主催：ケアハウス港南の郷
場所：東京海洋大学
品川キャンパス
主催：海鷹祭実行委員会
場所：港南中学校
主催：港区
場所：体育館
主催：港南小学校
場所：東京海洋大学
品川キャンパス
主催：東京海洋大学
場所：1･2F保育室
主催：こうなん保育園
場所：港南3丁目アパート
集会室前
主催：港南3丁目アパート
自治会

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト
運河めぐりツアー
バス見学会
16｜べいあっぷ

ゆう じ

納見 祐志さんの作品

芝浦小学校4年

石田 美奈さんの作品

いし だ

み

な

表紙・裏表紙の絵
港区立芝浦小学校4年生の皆さんが授業中に制作し
た作品をお借りして、
「べいあっぷ編集部」で選ばせ

港南地区

オープン
キャンパス

のう み

芝浦小学校4年

11/3（金）
11/23（木）

ていただきました。
この情報誌は、港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト／第2
分科会の皆さんと芝浦港南地区総合支所が協働して企画・編集・
発行をしています。
この地区情報誌に関するご意見・ご要望、お問い合わせは下記ま
でお寄せください。

港区芝浦港南地区総合支所
地区政策課 べいあっぷ編集部
〒108-0023 港区芝浦 3 -1- 47
電話：6400-0011 FAX：5445-4590
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、作品の返送及
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、
適正に管理をします。

※ 詳細は3ページを
ご覧ください。
さ さ

芝浦小学校4年

こうへい

佐々 康平さんの作品

創刊号

芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場地区の
魅力発信・創造のために

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト

「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」始動！

港区ベイエリア・パワーアッププロジェクトからのお知らせ

「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」
とは、芝浦、
海岸2・3丁目、港南、台場地区のみなさんと芝浦港南地
区総合支所のスタッフが共に、この地域の魅力を今まで
以上にグーンと高め、また困りごとの解決に向けてお互
いに知恵を出し合い、実行していくプロジェクトのこと
です。
7月4日の設立総会には、各地区からご応募いただい
た44名の方が出席、プロジェクトメンバーとしてこの企画を
運営していくことになりました。総会では、今後取組んで
いくテーマごとの分科会の設置について意見交換し、メン
バーが3つの分科会に分かれ、活動していくことが決まり
ました。
プロジェクトの今後の活動内容は、情報誌
「べいあっぷ」
でご報告していきます。

バス見学会 参加者募集
港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト／第3分科会が、地域の課題解決のため地域
のことを知ろうと企画した勉強会です。
皆さんもメンバーと一緒に芝浦港南地区内にある港区の事業計画予定地や、課題
となっている場所を見学して、もっと地域のことを知り、まちが抱える課題を発掘しま
しょう。

日

対

各分科会の活動内容について

時

象

第2分科会

第3分科会

私たちの暮らすまちの魅力を再発見し
たり創り出したりするために、様々な企画
や提案を行う第１分科会では、計16名の
メンバー（芝浦5名、海岸2名、港南4名、
台場5名）が集まって、
「まちを歩こう」
「まち
の運河や海をめぐろう」
「まちの未来を描こ
う」の３つを軸にして、緑化やマップ作り、
勉強会、交流会などのアイディアを出し合っ
ています。
今後展開されてゆくことになるこれらの
企画や提案にご興味を持たれましたら、
どうぞ様々な機会においてご意見やご助
力をください。そうやってみんなの力を少し
ずつ持ち寄って、よりよいわがまちをつくっ
てゆけたらすばらしいことだと思います。

第2分科会の活動内容は、地区情報誌
「べいあっぷ」の発行です。
「人と人、町と町
をつなぐふれあい情報誌」を編集方針に、
見やすく、役に立つ誌面作りを目指して行
きます。誌面を通して、人と町がふれあえ
るきっかけになるような情報誌に育つこと
を願っています。
［地区情報誌べいあっぷ主な掲載内容］
○各地区のイベント情報
○教育機関に関する情報
○自然や環境に関する記事
○プロジェクトの活動報告
○総合支所に関する情報 等
メンバーは8名と、最も人数の少ない分
科会ですが、全員気合の入った編集活動
を行っています。

地域の課題解決に向けた活動を行う第
3分科会は、メンバー17名で課題解決への
熱い思いを持って参加しています。
分科会では、
①子ども・高齢者対策 ②地域交通
③地域コミュニティ ④区施設の整備
潸環境問題 等
を課題に挙げました。
来年度の予算要求に合わせた活動テー
マを3つに絞り込みました。
①地区管内における地域交通手段の改善
②港南地域におけるコミュニティ施設の
整備
③地域の環境浄化・美化の推進
11月には地域の課題をメンバーが共通
に認識するため、バス視察を実施します。

午前の部

9：00〜12：00 （8：45集合）

午後の部

13：30〜16：30（13：15集合）

芝浦港南地区に在住・在勤・在学で地域環境に関心のある方

見学先

芝浦港南地区内の「港区基本計画・実施計画」予定地等

募

60名（午前の部・午後の部各30名） ※一時保育あり

集

申込み

第1分科会

11月23日
（木・祝） ※雨天決行

10月23日
（月）
〜11月2日
（木）の9：00〜17：00の時間帯に、
専用電話 5974-7800（土・日除く）でお申込みください。
申込み多数の場合は、抽せんになります。

問合せ

芝浦港南地区総合支所
電話

地区政策課

6400-0013

区政60周年記念事業のお知らせ
芝浦港南地区総合支所と港区ベイエリ
ア・パワーアッププロジェクト／第１分科会
メンバーが協働して、港区政６０周年記念
事業を企画しています。
芝浦港南地区は、港区でも運河や水辺
に恵まれ、また新たなマンションの建設等
により、地区内の住民が急増してきている、
等の特徴があります。
そこで区政６０周年を記念する事業とし
て、運河と触れ合うイベントや各地区の
まち歩き を企画し、長年この地に住ん
でいる方々も、新しく住み始めた方々も共
にこの地区の魅力を知り、あるいは発見
していただこうと思っています。皆さん、
各イベントにどんどんご参加ください。
各イベントのご案内は、あらためてポ
スターやチラシでお知らせいたします。

運河めぐりツアー
日

まち歩き

時：11月3日（金）※文化の日

乗船場所：田町駅東口

徒歩1分

新芝橋わき
参加者は先着申込み制（広報みなと10月
21日号または管内公共施設に置いてあ
るチラシをご参照ください）で受付中

12月： 芝浦、海岸2・3丁目地区
1月： 台場地区
2月： 港南地区
12月から月に1回、各地区を歩いてまわ
り、日頃見過ごしていた魅力を再発見す
るガイドツアーです。

運河に船を浮かべ水上から運河沿いの街
並みを見学していただきます。船から下
りた後は、運河や水辺の魅力を語りなが
ら楽しいティータイムを過ごしましょう。

地域の未来を描く絵画展
今から40年後の区政100周年のまちの
姿を、皆さんに描いていただき、絵画展
を行います。また、来年3月の60周年記
念シンポジウムで優秀作品を表彰する予
定です。

区政60周年記念シンポジウム
来年3月に運河めぐりや、まち歩きで感じ
たこの地区の魅力を語り合うパネルディス
カッションや、未来絵画展の優秀作品の

第1分科会リーダー
2｜べいあっぷ

藤野 雅統

第2分科会リーダー

鈴木 博一

第3分科会リーダー

布留川 由美子

表彰等を行います。
べいあっぷ｜3

イベントリポート

イベントリポート

芝浦地区

海岸地区

芝浦1丁目夏祭り

潮干狩り会

8月5日、毎年恒例の芝浦1丁目町会夏
祭りが開催されました。地元住民の方だ
けでなく近隣の方々も多く訪れ、たいへん
盛り上がりました。子供たちが元気にお御
輿を担いだり、恒例のスイカ割り、射的、
抽選会、模擬店、そして若芝太鼓と楽しい
お祭りとなりました。
「昨年から始まった打
ち水も、今年は港区から道具を借りるな
芝浦2丁目盆踊り大会
ど本格的に行い、楽しいだけでなく、環境
7月15日、16日、地域のお祭りではトッ
にもやさしいお祭りになった」
と役員の方々
プバッターで、芝浦2丁目町会主催の盆踊
は語ってくれました。来年もがんばってくだ
り大会が開催されました。焼きそば、かき
さい。
氷、ポップコーン、射的、スーパーボールす
くい等お店も充実。威勢の良い太鼓に合
わせて、みんなで踊る盆踊りと、お楽しみ
も盛り沢山でした。また、2丁目恒例の
「よ
さこい鳴子踊り」は、小学校6年生を中心
に1週間前から練習をしたものです。元気
に踊る子供達に、お祭りに訪れた皆さん
から大きな拍手が送られていました。

芝浦まつり（芝浦3・4丁目）
7月28日、29日、第23回の芝浦まつりが
開催されました。第1回
（昭和58年）参加者
は約400人でした。岩藤町会長は「子供達
のふるさとづくりと、地域の親睦を深めら
れればと町会・商店会で共催しております」
と語ってくれました。
「ここ数年、地元住民
や勤め帰りの人達も増え、今年は1万人の
人達で盛り上がりました」
と金原実行委員
長。
「皆さん親切に教えてくれるので楽し
いよ」
と芝浦に住むアメリカ人のマーラさん
も、お似合いの浴衣で楽しそうに盆踊りを
踊っていました。

海辺の町、海岸2・3丁目町会は、潮干狩り会も一味違う。6月11日に
開催された潮干狩り会は、羽田沖まで船で行き、そこからゴムボートに
乗り換えて磯場に乗り込むという少々ハードなもの。でも天然大アサリが
ザックザク。

磯場に乗りこむ苦労も楽しい！

海岸2・3丁目町会納涼盆踊大会
8月4日、5日に海岸2・3丁目町会納涼盆踊大会が埠頭公園で行われまし
た。毎年開かれているこのお祭り。地域の方や企業のご協力もあって盛大
かつアットホームなお祭りでした。盆踊り・手作りの輪投げ・射的・カヌー体
験コーナーに子供たちは大喜び。
ビールも100円！と大人も大喜び !?（笑）

大人でも難しいカヌーに挑戦。
なかなか前に進まないよ〜。

女の子2人の力強い和太鼓。
演奏は自分達でアレンジして考えたとか。

安全で、かわいらしい手作りのコーナーが
いっぱい。

東港自治会納涼祭

3

1

縡 芝浦運河まつり

縒 芝浦1丁目の貴重な建築物
「協働会館」

2

縱 町を犯罪から守る、
防犯パトロール出陣式（7/19）

「芝浦を東洋のベニスに」を合い言葉に、人

昭和初期、芝浦が花柳界だったころ、見番
（芸妓の取次ぎなどをした事務所）
として使わ

芝浦3、4丁目町会では、町会で取り組む

から実現した地域ぐるみのイベントです。ス

れていた建物です。現在は空きの状態で、建

のは23区内では初となる、青色回転灯を装

テージのショーやフリーマーケット、運河ク

物の傷みも進んでいます。地元の方を中心に、

着した「防犯パトロール隊」を結成し、武井雅

ルーズ等を中心に、今年の10月で3回目の開

町のシンボルとして残せるよう活動が行われ

昭港区長を迎え出陣式を行いました。

催を迎え、また、春には「ざこ市場」も開催し

ています。所在地

縟 運河の町芝浦

ています。運河の町・芝浦の魅力をより多くの

在は閉鎖中。
（写真は平成11年撮影、写真提

方に知ってもらえるよう、スタッフの皆さんの

供

思いは、ますます熱くなっています。
4｜べいあっぷ

協働会館を活かす会）

海岸地区お揃いの
Tシャツでキメ！

4

に町に、潤いを与えられたら、そんな気持ち

港区芝浦1-11-16。現

8月26日に行われた、今年で10回目になる東港自
治会主催の納涼祭。
今年もメインイベントは「流しそうめん」
！
15把程茹でたそうめんも、あっという間に子ども
達の胃袋へ …。他にもすいか割りや、花火と楽し
いイベント盛りだくさん。ポップなBGMの中、お父
さん・お母さんも焼きそばや焼き鳥作りに奮闘して
いました。

「運河ルネッサンス推進地区」の指定を受け
た芝浦地区。運河の町芝浦はこれからも
「海辺
と人との新しい関係」を提案し続けて行きます。

左！左！お茶碗持つ方邇と周囲の声援。
でも、なかなか割れないなぁ。

子ども達からは
「どうして流しそうめんは 竹
なの？」という素朴な疑問も…。

子ども達一人ひとりに花火が配られ、なかよ
く皆でキレイね〜と。涼やかなひと時。
べいあっぷ｜5

イベントリポート

イベントリポート

港南地区

台場地区

2006品川駅港南夏祭り
7月21日、22日品川駅港南口ふれあい
広場で、品川駅港南商店会主催の「2006
品川駅港南夏祭り」が、開催されました。
ずらりと並んだ出店テントには、毎年
このお祭りでの販売を心待ちにしている
ファンが長い列を作っている人気商品も
あり、2日間ともたくさんの人出でにぎわ
いました。

ふれあいチャリティバザー

お台場打ち水大作戦

合図とともにそれぞれが持ってきた水をま
きました。
「乾いているところはないかな」
「どのくらいまけばいいのかな」と真剣な
子供たちでした。
水をまき終えると〜〜〜涼しい風が吹
きました！子供たちはお土産のヨーヨー
釣りで遊び大喜びでした。

打ち水の効果はといいますと、目標の
「温度を2度下げる」ことはできませんでし
たが、参加した皆さんからは口々に「涼
しい」という声が聞かれました。このよう
な体験で子供たちは環境のことを考える
大人になって欲しいですね。

港南小学校鼓笛隊の元気な演奏で幕が開きました。

JR品川駅港南口ふれあい広場で、7月
30日から1週間、ふれあいチャリティバザー
が開かれました。このバザーは今年で3
回目。主催団体の東京都青年文化協会
の会長大浦勝己さんは「この地区でも私
たちの活動が認められて、地元の皆さん
からも暖かいご支援をいただけるように
なりました。これからは、私たちが地元
に何をお返しできるか考えたいと思いま
す」と話していました。バザーで販売され

港南4丁目第2アパート夏祭り

る商品（衣料、雑貨など）はすべて活動の
趣旨に賛同する個人、企業からの寄付に
よるもの。現地で接客に当る人たちもす
べてボランティアです。この活動にご関
心のある方は、下記へご連絡ください。
社会福祉奉仕団「東京都青年文化協会」

江戸時代には、庶民の生活に根付い
ていたという
「打ち水」。8月10日にお風
呂やプールの水をまいて「温度を下げよ
う！」台場児童館の前にたくさんの子供た
ちが集まりました。児童館の職員から打
ち水についてわかりやすい説明があり、

本部 〒108-0014
東京都港区芝5-18-1-1025
電話＆FAX：3699-5321

2006 お台場夏祭り
8月27日土曜日、お台場レインボー公園
で10周年記念の「2006お台場夏祭り」が
行われました。当初天候が心配されまし
たが程々に暑く適度に涼しくといった気
候の祭り日和でした。毎年お台場夏祭り
は地元住民を始め地元企業やお台場を
愛する多くの方々の協力で実施されてい
ます。この夏祭りには、お台場が子供達
にとって魅力ある故郷になるようにとの
願いが込められているそうです。

港南打ち水大作戦邇
8月3日、港南子ども中高生プラザ前広
場で港南幼稚園、こうなん保育園と、プ
ラザの子ども達、港南健康福祉館の利用
者の皆さん、そして港南4丁目第3アパート
自治会の皆さんと一緒に打ち水をしまし
た。本当に涼しくなったね！
大成功！
！
！

7月29日、港南4丁目アパート自治会主催の夏祭りがアパート3階のテラスで開催されました。
今年はアパート住民や近所の方々による華麗な「フラダンス」や地元の小学生による
「沖縄エイサー」も披露され、例年以上の盛り上がりでした。

港南3丁目合同夏祭り

昼から始まったお祭りは夜まで続きま
す。ステージ上では和太鼓演奏、コーラス、
フラダンス、ジャズバンド演奏、HIP＆
HOPダンスとバラエティに富んだ演目が
続きます。

たくさんの子供達で賑わうのがいかに
もお台場らしいですね。豪華商品があた
る大抽選会は会場狭しと人々が集まるほ
どの注目度。毎年楽しみにしている住民
の方も多いそうです。
ハイ、決めポーズ螢

9月2日に港南3丁目遊び場で、今年初めて開催された合同夏まつりです。
港南第3アパート自治会の田中会長を中心に近隣の自治会役員等様々な方の苦労
の甲斐あって、当日は参加者が会場からあふれんばかり。大盛況の記念すべき第1回
となりました。
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ステージの上でも下でも、みんな一緒に踊り
ます。みんなで盛り上がるところはさすがお
台場です。

夏祭り実行委員のみなさんは、祭り後の片づ
けまで行います。反省会が終わると日付が変
わっているとか。

夜には盆踊りが始まりました。
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