港区ベイエリアの

中学校だより

港区ベイエリアのサークル紹介

かいた汗は報われる！

進級･進学・卒業の季節です。
３校の中学校では頼もしい生徒が育っています。

区立港南中学校

少年スポーツチームメンバー募集中

港南4-3-3

☎3471-0238

芝浦ジャガーズ

芝浦、海岸、港南地区

みんなで元気に「港南ソーラン」
！
！
他の学校にはない港南中独自、自慢のものはなんと言っても
「港南ソーラン」ではないでしょうか。品川駅新幹線開業の際
には駅前広場にて生徒全員でパフォーマンスを披露しました。
今年も地域の夏祭りに有志で参加し踊りました。港南・芝浦・
海岸地区の行事で、多少なりとも本校の宣伝となればうれしい
限りです。９月の運動会でも全校生徒でそろいの法被（はっ
ぴ）をまとって、芝生の校庭で踊り、プログラムを盛り上げま
した。また、本校はこの２年間、日本の伝統文化を学ぶ教育に
取り組んでいます。和太鼓・浮世絵・華道・茶道、それに和装
や落語。生徒は多彩な体験をし、日本古来の伝統に興味深く取
り組みました。

区立港陽中学校

台場1-1-5

芝浦ジャガーズは芝浦小学校の生徒を中心にチーム編成されて
いる野球チームです。目標をもって何かに取り組み、それを達
成する素晴らしさを、我々とともに分かち合いましょう。主要
グラウンドは、海岸の埠頭グラウンドを使用し、芝浦小学校の
校庭で土曜日の午前中、練習をおこなっています。見学、体験
参加も可能ですので、練習日をご確認のうえお越しください。
用具等はお貸しいたします。どうぞお気軽にお問合せください。
お問合せ先
公式サイト

中村まで

電 話
メール

090-1732-8949
hpaulonk@yahoo.co.jp

http://www.geocities.jp/jagabewin/

芝浦、海岸、港南地区

東港オーシャン

東港オーシャンは、メンバー不足、練習場所不足を創
意工夫で乗り越え、毎年結果を残している伝統ある野
球チームです。監督は「ハンカチ王子」の先輩です。
全ての子供達は、無限の可能性を秘めています。その
能力を引き出して、野球という魅力あるスポーツの醍
醐味を子供達に教えていけば、誰でも必ず上達してい
きます。ぜひご一報ください、よろしくお願いします。
お問合せ先
公式サイト

玉木まで

電 話
メール

090-1260-6113
jets73@fsi.mm-m.ne.jp

http://www.watashinosite.com/tokoh-ocean/index.htm

☎5500-2575

ひかり燦々、校舎も生徒も明るく！
！
本校は、お台場の風光明媚な一角に建つ開校10周年の新しい学校です。四
方から明るい陽射しと潮風を受け、優雅な白いシルエットのレインボーブリッジ
を背景に、
リゾート気分になるような学校です。昨年10月には幼小中合同の記
念式典を行いました。
「お台場」の街びらきとともに開校し、ともに育ってきた学
校の成長とあって大勢の地域の方々から祝っていただきました。何もない更地
から都内屈指の観光地となったお台場の繁栄。それと同様に、学校自体も幼小
中の併設校として前例のないスタートから、今では幼小中の連携を深めた「学
びの共同体」として、豪華客船のように威風堂々と成長してきました。砂浜から
見上げると豪華客船「港陽丸」はレインボーブリッジをくぐり抜けて、未来に向
かって突き進んでいるかのようです。10周年記念を礎に、夢と希望にあふれた
学校として、さらに成長を続けていきます。燦々とふりそそぐ光を受けて。

都立港養護学校中学部

港南3-9-45

☎3471-9191

ファイト港魂2007！
！
今年の港養護学校のみなと祭テーマは、「ファイト港魂
2007!!」です。中学部では、１年生が作業販売を行いました。
お店の名前は「たんけん隊！」。染色、陶芸、紙工、食品の製
品を販売しましたが、あふれんばかりのお客さんで賑わいまし
た。２年生は、スイートポテトの販売で、その名も「おいも
や」です。大好評で、あっという間に売り切れてしまいました。
３年生は体育館で演劇の発表です。「フリ！フリ！ボーイズ＆
ガールズ」。歌あり踊りありのステージで、生徒たちのすばら
しい表情が、会場を大いにわかせました。その他、展示にも力
をいれました。日々の取り組みや、行事の様子、授業で制作し
た作品などを紹介し、熱心にご覧いただきました。
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◎次回「べいあっぷ」では高校・大学を紹介する予定です。

ポートキッカーズ

芝浦、海岸、港南地区

1980年から長く活動している、地域のサッカーサークルです。
地域の子どもたちが集まり、サッカーを通して楽しく思いっ
きり体を動かすことを第一に、毎週末活動しています。メン
バーは芝浦小、港南小、その他港区のいろいろな地域からも
参加しています。幼稚園の年長さんから小学校６年生まで、
男の子も女の子も一緒にいつも楽しく活動しています。保護
者とその仲間を中心に指導や運営をしています。みなさんも
一度参加してみませんか？是非一緒に楽しみましょう！主な
活動場所は都立品川埠頭北公園、芝給水所公園です。
お問合せ先

山中まで

公式サイト

http://www.geocities.jp/portkickers/

電

話

3798-5215

台場地区

台場フットボールクラブ

台場FCはお台場で活動しているフットボールクラブです。
現在、U-12（５,６年生）・U-10（３,４年生）・U-８（２
年生）・U-７（１年生）・U-６（幼児）と５チームで構成
されています。保護者の手で運営されているクラブであり、
サッカー技術の向上を目指すばかりではなく、健全な心の
育成にも主眼をおいています。場所的な制約もありますが、
素晴らしいお台場の環境の中、のびのびとボールを追いか
けています。土日を中心に、主に小中学校の校庭で練習を
していますので是非見学にいらして下さい。
公式サイト

http://www.daibafc.com/
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松岡 栄子 さんの作品

べいあっぷ環境リポート
好きな街だから、守ろうよマナー
今回は、田町駅・品川駅周辺の『歩きたばこ』『たばこのポイ捨て』にスポットを当て、街の現状・啓発活動を取材しました。

小坂 善男 さんの作品

『歩きたばこ』
『たばこのポイ捨て』

AM8:00 田町駅東口
周辺の通勤・通学ラッ
シュ。この混雑の中、
歩きタバコをする人が
目立ちます。

「ツツジとレインボーブリッジ」

「サクラとレインボーブリッジ」

「京浜運河」

「天王洲運河」

﹁寒牡丹﹂

川名 富美子 さんの作品

﹁金太郎﹂

﹁菜の花﹂

矢島 知可子 さんの作品

﹁調 べ﹂

動している『さざんかの会』の

両谷 世喜子 さんの作品

「芝浦港南区民センターで活

木の内 二三子 さんの作品

タバコルールキャンペーンのベストを着用して毎朝登校児童
を校門で迎えている芝浦小学校：江森利公校長先生にお話を
伺いました。「このベストを着て数日後、毎朝歩きタバコを
していた男性が、歩きタバコをやめてくれましたよ」

２月15日 ＰＭ6:00〜ＰＭ7:00
田町駅周辺防犯パトロール・
クリーンアップキャンペーンで
は、芝浦港南地区安全・美化協
議会、地域の皆さんと、警察、
総合支所職員等59人で、地域
の防犯パトロールと、会社帰り
の方への「タバコルール」の呼
びかけを行いました。

「御来光の瞬間」

﹁芝浦運河﹂

Tamachi

毎週水曜 AM8:00頃〜8:30頃まで、
芝浦港南地区総合支所の職員のボラ
ンティアが行っている総合支所、田
町駅周辺の清掃。

泥谷 隆史 さんの作品

田町駅周辺

「元日 日の出を待つ」

みなさんの作品です。」

﹁里
山﹂

近田 欣 さんの作品

芝浦小学校：江森 利公校長

「芝浦小学校では年に３回学期毎、授業時間内に全校児童による地域清掃を行ってい
ます。やはり回収したごみの中で一番多いのはタバコの吸殻。学校の周囲だけでもビ
ニール袋いっぱいの吸殻が集まります。子ども達は、『自分は大人になっても道にご
みを捨てたりしない』と言います。清掃を嫌がる子もいません。町がきれいになる気
持ち良さを感じているのでしょう。喫煙するのも自由だと思いますが、どうしても歩
きながら吸わなければいけないのか、ちょっと考えてほしいと思います。歩きタバコ
がなくなることで、日常にある子どもの危険がひとつ解消されるという事実をわかっ
て欲しいですね。」

品川駅周辺
Shinagawa
１月22日 AM9:30〜10:30 品川駅周辺クリーンアップキャン
ペーンでの様子。 芝浦港南地区安全・美化協議会、地域の企業、
警察、総合支所の職員等45人が集まり駅周辺の清掃と「みなと
タバコルール」について通行人に呼びかけました。
通行人１人１人に声をかけながら約3000個の啓発品を配布
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次回の締切りは5月11日（金）必着です

編集部では読者の方の作品［写真・俳句・イラストなど］を募集しています。
この地域にちなんだ作品をお送りください。応募方法は作品にタ
イトルとコメントを添えて、
住所・氏名・電話番号・作品返却希望の有
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。

問い合わせ・作品の送付先

大募集

芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部
写真・俳句・
イラストなど
住所：〒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
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桜の花だよりも聞かれる今日この頃。いかがお過
ごしでしょうか。
また、春は引越しの季節。芝浦港南地区へ転入さ
れた皆様、ようこそ港区ベイエリアへ。この地域の
素敵なところをどんどん見つけてくださいね。そし
てみんなで一緒に、もっともっと魅力いっぱいのま
ちにしていきましょう。

芝浦港南地区

総合支所だより

犬を飼い始めたら30日以内に…

飼い犬の登録・狂犬病予防注射
狂犬病は、日頃見過ごされがちな病気です
が、とても怖い病気です。
日本では昭和33年以降、動物における狂
犬病の発症は認められていませんが、海外で
はいまだ狂犬病の流行が続いています。国内
における狂犬病の発生を防ぐためにも、狂犬
病予防法で定められている、飼い犬の登録と
狂犬病予防注射を必ず行ってください。万一、
日本国内に狂犬病が侵入しても、犬に予防注
射がしてあれば、感染の拡大を防ぐことがで
きます。

飼い犬の登録
生涯に1回の登録が必要です。飼い犬が
死んだとき、引っ越したり人に譲ったりし
たときも届け出が必要です。

新規登録手数料

窓口サービス係よりお願いです

港南1-2-28

芝浦水再生センターは、千代田・中央・港・新宿・渋谷区の大部分
など、その下水処理区域の面積は6,440ヘクタールで、ＪＲ山手線の
内側の広さに相当します。
処理した水は東京湾（運河）へ放流するほか、その一部をろ過し、
オゾンによってさらにきれいにしてから品川駅東口地区、汐留地区等
のビルにトイレ用水として送水し、水資源の再利用に努めています。
また平成18年10月から、隣地のソニー本社ビルに下水処理水を送水
し、ビル空調機の冷却用として活用する新たな下水熱利用事業を開始
しました。この取り組みにより年間で約22トンの二酸化炭素を削減
することができ、地球温暖化の防止及びヒートアイランド対策に貢献
しています。
東京の主要な繁華街をも処理
区域に含む芝浦水再生センター
は、常に水量等の状況に合わせ
たきめ細やかな管理を行わなけ
れば質を保つことができません。
そのために職員が24時間体制
で監視しています。
※芝浦水再生センターの見学を希望す
る方は上記電話番号へお問い合わせ
ください。

3,000円

4月10日(火)

生後91日以上たったら、狂犬病予防接種
を受け注射済票の交付を申請してください。
翌年以降は毎年1回、4月1日から6月30日
の間に注射を受け獣医師発行の注射済証明
書をお持ちください。

4月11日(水)

4月12日(木)

4月13日(金)

間

午前10時〜11時
午後2時〜3時
午前10時〜11時
午後2時〜3時
午前10時〜11時
午後2時〜3時
午前10時〜11時
午後2時〜3時

港区コールセンター「みなとコール」
区役所のサービス内容や、施設の案内、催しの情報など
のお問い合わせに、年中無休でお答えします。

会

場

住

ミナトコールです

03-5472-3710

電 話：
ＦＡＸ：03-5777-8752
Ｅメール：info@minato.call-center.jp
年中無休 午前7時〜午後11時

550円

所

高輪公園

高輪3-18-18

区立芝公園

芝公園4-8-4

フロラシオン青山

南青山4-17-58

高輪地区総合支所(松ヶ丘口)

高輪1-16-25

笄公園

西麻布3-12-1

赤坂地区総合支所

赤坂4-18-13

白金志田町児童遊園

白金1-12-16

芝浦港南地区総合支所

芝浦3-1-47

みなと保健所保健サービスセンター

三田1-4-10

麻布保育園隣駐車場

六本木5-6

●当日の注射手数料は３，０００円です。 ●犬をコントロールできる人が連れてきてください。
●汚物を始末するものをご用意ください。 ●犬の健康に不安がある場合は、あらかじめかかりつけの獣医師にご相談ください。
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ることが予想されますので、あらかじめ
ご了承ください。転入・転居・転出に伴
う手続きや、住民票など各種証明書の発
行は、お住まいの地区にかかわらずどこ
の総合支所でもお受けしています。
●問い合わせ先
各総合支所くらし応援課窓口サービス係
☆芝地区総合支所

☎3578-3143
☆麻布地区総合支所

☎5114-8821
☆赤坂地区総合支所

☎5413-7012
☆高輪地区総合支所

☎5421-7612
☆芝浦港南地区総合支所

☎6400-0021

ご利用ください！

狂犬病予防注射

平成19年度集合注射のお知らせ

午後2時〜3時

所窓口サービス係」の窓口は大変混雑す

☎5500-2351

注射済票手数料

午前10時〜11時

ます。このため、「芝浦港南地区総合支

☆台場分室

くらし応援課保健福祉係
電話：6400-0022

４月９日(月)

頃まで大規模マンションへの入居が続き

電話3472-6411

ゴヨウはナーニ

時

芝浦港南地域では、平成１９年５月下旬

芝浦水再生センター

問い合わせ

実 施 日

●ご協力お願いします

芝浦港南地区内施設訪問−その２

備

考

★英語によるお問い合わせにも対応します。
★個人情報にかかわるもの、区から届いた通知の問い合わせ、区への要望や意見
等は、直接区役所・総合支所へお問い合わせください。

４月１日（日）から、「八千代橋交番」
（芝浦3-20-11）、「芝園橋交番」（芝
3-4-10）が「地域安全センター」に変わ
ります。
「地域安全センター」は、地域安全活動
の拠点や各種ボランティア活動などの交流
場所として昼間帯を中心に警察官OBであ
る「地域安全サポーター」が勤務します。

区では「まだ使える」「捨てるにはおしい」状態の良い家具を無料で
引き取り、希望者へ提供している『家具のリサイクル展』を実施して
います。ご家庭で使用していた家具で不用になったものがありました
ら「家具のリサイクル展事務室」3472-8186へご連絡ください。下見のうえ
リサイクル可能なものを無料で引き取ります。引き取った家具は、スタッフが簡
易な手入れをして「港資源化センター」で展示
し、抽選の上無料でさしあげます。引き取りで
きるものは、区内の家庭で使用していた物に限
ります。電化製品や家から運び出せない物など
はお取り扱いできません。『家具のリサイクル
展』のスケジュールは、その都度広報みなと及
び区のホームページ等でお知らせしています。

答え

雨天中止

質問
雨天決行

三田警察署からのお知らせ

港区では家具のリサイクルっ
てやっているんでしょうか？

港資源化センターのご案内
ところ：港南５-７-１
最寄りの交通機関：都バス
（品99）品川埠頭循環
・品川駅東口⇒品川埠頭バス停徒歩3分
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