芝浦海岸地区

港区ベイエリア・イベントカレンダー
七夕まつり
園庭であそぼう
（事前申し込み:芝浦アイランドこども園5443-7337）

ミニスポーツ大会
（事前申し込み:芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

低学年バスハイク
（事前申し込み、小学1〜3年:芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

プールであそぼう
（事前申し込み:芝浦アイランドこども園5443-7337）

夕涼み会
（事前申し込み:芝浦アイランドこども園5443-7337）

親子であそぼう
（事前申し込み:芝浦アイランドこども園5443-7337）

バザー
敬老交流会

7/1
（日）
9:30〜
7/18
（水）
10:00〜11:30
7/20
（金）
14:00〜17:00
7/31
（火）
8:30〜17:00
8/29
（水）
10:00〜11:30
8/31
（金）
16:30〜18:30
9/4
（火）
10:00〜11:30
9/15
（土）
・16（日）
10:00〜
9/15
（土）

（事前申し込み:芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338）

港南地区

クリーン作戦（町内清掃活動）

9月下旬
9:30〜12:00

こうなんっこまつり

7/6
（金）
16:00〜18:30
7/24
（火）
8:30〜17:00
8/2
（木）

低学年バスハイク
（事前申し込み、小学1〜3年:港南子ども中高生プラザ3450-9576）

打ち水大作戦
港資源化センター/港清掃工場 親子見学会
（事前申し込み:港区清掃リサイクル課3450-8273）

8/25
（土）
9:30〜12:00
8月下旬予定

カナルサイド高浜夏まつり

主催：メゾン田町自治会、管理組合
場所：メゾン田町駐車場
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：4階体育室
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：アンデルセン公園
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：芝浦アイランドこども園
場所：芝浦アイランドこども園
主催：メゾン田町自治会
場所：メゾン田町集会室
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：4階ミニホール
主催：海岸2・3丁目町会
場所：町会全域

主催：こうなん保育園
場所：園庭
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：未定
主催：港南４丁目第3アパート自治会ほか
場所：港南４丁目第3アパート周辺
主催：東京二十三区清掃一部事務組合港清掃工場、
港区清掃リサイクル課
場所：港資源化センター2階展示室
主催：カナルサイド高浜自治会
場所：高浜公園

港養護学校小学部4年
わ い だ

台場地区

七夕・夏まつり

低学年バスハイク
（事前申し込み、小学1〜3年:台場児童館5500-2363）

中高校生館内宿泊
（事前申し込み:台場児童館5500-2363）

打ち水大作戦

8/1
（水）
12:00〜

東京ベイ・クリーンアップ大作戦

9/8
（土）

平成19年6月発行

みずき

和井田

瑞さんの作品

人と人、町と町をつなぐ
ふれあい情報誌

■ 港区ベイエリア・
パワーアッププロジェクト活動報告
■ 港区ベイエリア・イベントリポート
■ 港区ベイエリアの高校・大学だより
■ 港区ベイエリアのサークル紹介
■ べいあっぷ環境リポート
■ べいあっぷ読者ギャラリー
■ 未来絵画コンクール入選作品紹介
■ 総合支所だより
■ 港区ベイエリア・イベントカレンダー

次号（第5号）は平成19年9月下旬発行予定

港養護学校小学部2年
つ の

7/6（金）
・10（火）
・19（木）
・24（火）
・
8/7（火）
・23（木）
・9/4（火）
・
11
（火）
・20
（木）
・25（火）
10:00〜12:00
7/6
（金）
10:00〜11:00
15:00〜18:00
7/25
（水）
9:00〜17:00
7/27
（金）
〜28（土）

〜芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場〜

東京都立港養護学校小学部の
皆さんが制作した絵です。

津野
保育園であそぼう

芝浦港南地区情報誌

表紙・裏表紙の絵

やすひろ

靖大さんの作品

主催：台場保育園
場所：台場保育園

主催：台場保育園
場所：園庭
主催：台場児童館
場所：武蔵丘陵森林公園
主催：台場児童館
場所：台場児童館
主催：台場児童館、台場保育園、
台場高齢者在宅サービスセンター
場所：台場児童館前広場
主催：東京ベイ・クリーンアップ大作戦実行委員会
場所：都立お台場海浜公園

※夏祭り情報については、各地区のイベントリポートのページをご覧ください。

港養護学校小学部6年
※第3号で紹介した、台場地区のフリーマーケットの日にちが5/12
（土）
となっておりましたが、
4/28
（土）
の誤りでした。
お詫びして訂正いたします。

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
わせは右記までお寄せください。

いと せ

糸瀬

ジャスティンさんの作品

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
〒108-8547 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。

編
集

気が付けば今年も梅雨に入り、夏の陽気を心待ちにする時季となりました。べいあっぷも４号を

後

発行することになり一応の成果に満足しています。前号でアンケートを皆様にお願いしたところ沢
山の声を頂戴しました。励みになるお言葉や考えさせられるコメントなどべいあっぷを読んでくだ

鈴木 博一

宮尾

賢

飯塚 正倫

小野 雅久

記

さればのこと、嬉しい限りです。有り難うございました。この４号からは新しい仲間も加わって編
集部もいっそう華やかになりました。情報を追い求める難しさを感じる日々ですが、チームワーク
の良さで乗り切ります。と書いているけど、あぁ〜もう次号の取材が…。

おお わ だ

飯塚正倫
大河内 俊雄

16｜べいあっぷ

荻野 良介

石井 弘子

小野 久仁絵

港養護学校小学部5年 大和田 ひかるさんの作品

第4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」とは？
芝浦港南地区総合支所管内（芝浦、海岸＜２・３丁目＞、港南、台場地域）の区民参画のグループの名称です。
昨年の７月に立ち上げたこのプロジェクトでは、メンバーの皆さんと芝浦港南地区総合支所の職員が、地域の魅力を今まで
以上に高める事業の企画と実施、地域の身近な情報の提供、困りごとの解決に向けた検討など、「住んでよかったまち」、
「誇りに思える魅力あふれるまち」を目指して活発に活動しています。
今回は、平成19年度の活動のスタートの様子をお伝えします。

新規メンバー打合せ会
４月25日の第１回総会に先立ち、４月16日には19年度の新
規メンバーを対象に昨年度の活動内容等の説明を中心にした打
合せ会を開催しました。
新規メンバー９名のうち、６名が出席し、新規メンバーから
は、「運河の自然環境の魅力をもっとアップするための研究を
していきたい」、「複数分科会への参加を可能にしてほしい」
などといった積極的な提案がありました。

「港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト」平成１９年度第１回総会
４月25日に、平成19年度のパワーアッププロジェクトの第１回総会が開催されました。総会には20名のメンバーが出席し、
欠席されたメンバーも含めて33名でスタートしました。
総会においては、
①19年度の分科会・プロジェクトの構成は、基本的に昨年度同様の３つの分科会とし、その下に
プロジェクトを設置すること
②各プロジェクトの検討状況等を情報提供し、他のプロジェクトへの参加をしやすくすること
③複数プロジェクトへの参加をしやすくするため、各プロジェクトの開催日等を確認し全メンバー
にお知らせすること
が確認されました。

運河を船でめぐりまちを知ろう「運河めぐり」
港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト第１分科会企画事業
◆対 象 者
◆と

き

◆定

員

19年度の各分科会の活動内容は、次のとおりです。
◆申込み方法

第１分科会
地域の魅力を高めるための事業の企画・実施など
昨年度に引き続き、地域の魅力を再発見、創造するための独自の事業などを企画し、実施して
いきます。現在、今年度に実施する ●運河・水辺の魅力アップ事業
●歴史探訪事業 につい
て、具体的な事業内容を検討しています。プロジェクトとしては、「かるがもプロジェクト」と
「イベントプロジェクト」が動き始めました。「イベントプロジェクト」では、“まちを知ろう”の
第１弾として「運河めぐり」を実施します。詳しくは、３ページをご覧ください。

◆問合わせ先

芝浦港南地区（芝浦、海岸２・３丁目、港南、台場）在住・在勤・在学で運河を活用したまちの魅力
づくりに関心のある小学生以上の人
７月28日（土） ①１回目：10時
②２回目：11時
③３回目：13時
④４回目：14時
⑤５回目：15時
小雨決行 雨天の場合は７月29日（日）に順延
各回40名（先着順）
※保育を希望する人は申し込み時にお申し出ください。
７月10日（火）〜７月20日（金）午前９時〜午後５時
（土・日・祝日を除く）に専用電話で受け付けます。
ただし、定員になり次第、締め切ります。
申込み専用電話：5974-7800
芝浦港南地区総合支所地区政策課 電話：6400-0013

ベイエリアの魅力発信・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」平成19年度 メンバー募集中！
！
第２分科会
地区情報誌「べいあっぷ」の編集など
地域のできごとやお祭り等のイベント案内、地域で活動す
る団体や個人の情報など、地区のさまざまな情報を収集し、
地域を知りコミュニケーションを深めるための地区情報誌を
制作し発行します。

第３分科会
次期港区基本計画の策定に向けた検討、地域の困りごとの解決に向けた活動など
地域における身近な課題の解決策を考え活動します。また、平成21年度からの次期港区基本計
画の策定に向けた芝浦港南地区の課題の検討を行います。（基本計画の検討は、２年の任期を予
定しています。）今回は、これまでにない「地区版」の基本計画を策定していく予定です。地域
に住み、活動している方々の視点でまちの課題や魅力を洗い出し、より地域に密着した計画とし
ていきます。
2｜べいあっぷ

地域の魅力アップのためのさまざまな事業や地域の身近な情報発信、困りごとの解決に向けた検討など、地域につ
いて熱く語り行動してくださるメンバーを下記の要領で募集しています。
◆対

象

者

◆活 動 期 間

芝浦、海岸＜２・３丁目＞、港南、台場地区に
在住、在勤、在学または地域のために活動をしている人・活動したいと考えている人
平成19年４月から平成20年３月まで（平成20年４月以降継続することができます）
※会議の開催は、平日夜間月２回程度を予定しています。※交通費や報酬の支給は、ありません。

◆場
所
◆募 集 期 間
◆申込み方法

芝浦港南地区総合支所 ほか
随時
郵送、ＦＡＸ、電子メールまたは持参で、下記あてお申し込みください。
※①住所 ②氏名 ③電話番号 ④取り組んでみたい分科会または内容をご記入ください。
◆ 申し込み・問い合わせ先 ◆

芝浦港南地区総合支所 地区政策課
〒108-8547 港区芝浦３-１-47
電話：6400-0013 FAX：5445-4590
Eメール sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

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

芝浦運河ざこ市場特集1

５月20日 芝浦運河まつりが盛大に開催されました。今回は、港区及び芝浦アイランド開発事業体の支援により新芝橋から芝
浦アイランドにかけて整備された桜並木の完成を記念して、『 なぎさ通りさくら並木植樹記念祭式典 ＆ パレード 』と銘打ち、
にぎやかなサンバパレードで幕を開けました。運河ウェディングショーも行われ、盛り上がりました。

海岸地区

芝浦運河ざこ市場特集2

「芝浦を東洋のベニスに」を合言葉に、人に街に潤いを与えられたら、そんな気持ちから実現した芝浦・海岸地区共催イベ
ント「芝浦運河ざこ市場」。運河クルーズやフリーマーケットも大盛況！今年も盛り上がりました。

運河クルーズ

さくら並木植樹記念祭
この桜並木の植樹は、芝浦商店会
が区の「商店街変身戦略プログラ
ム」の指定を受けて実施した最初の
事業です。

海と運河と
桜のある
魅力的な街に…

快晴の空の下、
さくら並木植樹記念式典が開催され、
ご来賓の皆様によるテープカットが行われました。
大人気の運河クルーズ。 運河を走る開放的なボートから見上げる街にはいろいろな発見があります。

カヌー体験

皆さん ノリノリ〜

本格的サンバの踊り

カヌー体験コーナーでは、
水辺の楽しい遊びに子どもたちも大満足。

フリーマーケット

人
とても綺麗な花嫁さんが登場！

♪

熱気いっぱいのサンバチーム ブロコ・アハスタォン
サンバパレードに観客も釘付け。

と人の輪

フリーマーケットでにぎわう遊歩道。不用品の販売を通じて住民同士の交流がありました。

幸せ者はいったい誰〜？？？

せに♪
末永くお幸

おなじみ南玉娘せいＣＨＡＮの
南京玉簾も元気に登場。

皆でお祝い！ 運河船上結婚式〜

真夏の地元密着イベント

「芝浦の夏祭り」へ行こう！
少し早い気がしますが、「芝浦の夏祭り」のお知
らせです。芝浦１丁目、２丁目、３・４丁目の各町
会主催の夏祭りは、地域の住民と企業の皆さんが協
力し開催する、地元密着イベントです。ご家族、お
友達同士でご自分の町会の夏祭りはもちろん、他の
町会まで足を伸ばしてみてはいかがですか？
4｜べいあっぷ

幸せ者のお相手は？？？

［芝浦１丁目夏祭り］

船長さんだぁ〜 おめでとう♪

８月４日（土）午後12時30分から

会場：東京ポートボウル前

http://www.shibaura1.org/

［芝浦２丁目盆踊り大会］

７月14日（土）15日（日）午後５時から

会場：船路橋公園

http://www5f.biglobe.ne.jp/˜shibaura/

［芝浦３・４丁目

芝浦まつり］

会場：田町駅東口交差点付近

７月27日（金）28日（土）午後５時から

出店で使う食器は学校給食用をリサイクル。
環境に優しいイベントを目指しました。

東京みなと祭

５月19・20日に海岸２丁目にある日の出客船ターミ
ナル周辺で、東京港の開港を記念して毎年この時期に、
晴海や臨海副都心等も会場にして行われている「第６０回東京みなと祭」が開催されまし
た。日の出会場では、北海道や沖縄の日本南北物産東京対決と銘打った、東京ポートバザ
ール等が開かれ、たくさんのお客さんでにぎわっていました。また、お隣の晴海会場で行
われた東京消防庁による「水の消防ページェント」の消防艇からのカラフルな一斉放水も
見ることができました。臨海副都心会場のお台場海浜公園では、東京ドラゴンボート大会
が開かれましたので、その様子は「台場地区」のページをご覧ください！！

http://www.shibaura3-4.com/

［芝浦四丁目第2アパート ひごろ会納涼会］
ひごろ会納涼会］
［芝浦4丁目第2アパート
７月２１日（土）午後６時から

会場：団地内
詳しくは各町会のホームページをご覧ください。

「海岸の夏祭り」へ行こう！

真夏の地元密着イベント

［海岸２・３丁目町会盆おどり大会］
８月３日（金）４日（土）午後６時から９時まで

会場：埠頭公園
べいあっぷ｜5

