小坂 善男 さんの作品

港区ベイエリア未来絵画コンクール入選作品紹介
港区政60周年を記念して、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分科会とで企画した
「港区ベイエリア未来絵画コンクール」の入選作品を紹介します。
３月25日に台場区民センターで開催された区政６０周年記念シンポジウム「地域の未来を描こう・語ろう」で表彰式が
行われ、応募されたすべての作品も展示されました。
芝浦港南地区総合支所長特別賞

幼児部門優秀賞
小学校低学年部門優秀賞

港陽小学校6年

小学校高学年部門優秀賞

たく み

拓海
さん

しょうがき

正垣

え

恵美子

み
こ

さん
すず き
たく み

拓巳

まりな

鈴木

いし い

石井

さん

さん

御成門小学校3年

おおむら

大村

か のん

夏音
さん

にじのはし幼稚園

さん

ひら の

平野

﹁かぶら﹂

港南中学校2年

ゆい と

唯人

小学校高学年部門最優秀賞

うるしま

小学校低学年部門最優秀賞

さん

はな

花

瓜﹂

赤坂 甲岳 さんの作品

※学校名、学年は平成18年度のものです。

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。
問い合わせ・作品の送付先

漆間

幼児部門最優秀賞

すぎ き

杉木

﹁烏

中村 慶子 さんの作品

岡 みづき さんの作品

﹁わさび﹂

佐藤 益代 さんの作品

﹁法隆寺西大門﹂

桜﹂

﹁あじさい﹂

岡田 千代子 さんの作品

﹁秋

松岡 栄子 さんの作品

芝 浦 港 南 区 民センターで活 動して

いる﹃ さざんかの会 ﹄のみなさんの

作品です︒

港区長特別賞

さん

「スイジョーケイサツいざ出陣」

次回の締切りは8月10日（金）必着です
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港南小学校4年

ゆう こ

友湖

泥谷 隆史 さんの作品

﹁雨ふりの女の子﹂

「葉ざくらの頃」

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。

芝浦小学校3年

わた なべ

渡辺

﹁台場の夏空﹂

中山 忍 さんの作品

松岡 栄子 さんの作品

「台場の夏空」

「鶴の舞」

にじのはし幼稚園

「灯まつりのころ」

にじのはし幼稚園

「夏のお台場」

新米パパの
子育て相談

大募集

住所：〒108‐8547 ※郵便番号だけで届きます
写真・俳句・
イラストなど
芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部
電話：6400‐0011 FAX：5445‐4590
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

質問：外出先で、赤ちゃんが
泣きやまないときはどうすれ
ばいいですか？

台場保育園の保育士がお答えします！：赤ちゃんが「泣きたくなっちゃう」理由はさまざ
ま。おなかがすいたり、眠かったり…また生後５〜６ヶ月を過ぎると人見知りもでてきま
すね。自分の周りの環境の変化を敏感にキャッチしながら、「泣く」ことで気持ちを表現
している赤ちゃんたち。心の中では「あのね、あのね…」と不安な気持ちを話しているの
かもしれません。そんな時「大丈夫だよ、一緒にいるからね」と笑顔でパパやママがそば
にいてくれたら、赤ちゃんは大きな安心感に包まれるでしょう。方法としては、①赤ちゃ
んの目をみながら抱っこしてみましょう。②できればそのまま、いったん部屋から出て、
外の風にあたってみましょう。③お気に入りの歌を口ずさんであげたり、外の景色を見た
りして（花や乗り物など）リフレッシュしましょう。④それでもまだ泣きやまないときは、
「おでかけグッズ」の出番です！お気に入りの絵本やおもちゃを２〜３コもちあるくよう
にすると、いざというときに重宝しますヨ！（小野久仁絵）
べいあっぷ｜13

芝浦港南地区

総合支所だより

あわただしかった春があっという間に過ぎ、季節
は夏となりました。今年の夏は、長期予報によると猛
暑とのこと。
梅雨が明けるころには、待ちに待った夏休みです。
芝浦、海岸、港南、台場の各地区では、お祭りやイベ
ントなどの楽しい催しが盛りだくさんですが、
くれぐ
れも安全第一で楽しく過ごしましょう。

４月１日、芝浦アイランドこども園・児童高齢者交流プラザ オープン！

総合水防演習を実施

田町駅東口連絡通路に掲示パネルを設置

５月18日、港南緑水公園で総合水防演習が行われま
した。総合水防演習は、これからの季節に発生が予測さ
れる集中豪雨や台風などの水害等に備え、水防活動に必
要な積土のう工法、浸水防止工法などの基礎的な水防工
法等を習得することを目的としています。
今回は、千代田区、中央区、港区を管轄する第一消防
方面本部管内の消防署と港区が合同で実施したもので、
港区長をはじめ、区内の消防団や防災協議会の皆さんも
参加しました。

総合支所から地域の皆さんへ、地域に関連したさまざ
まな情報を提供するため、田町駅東口連絡通路に掲示パ
ネルを設置しました。総合支所では、このパネルを、子
どもの絵画の展示、総合支所の事業紹介や地域のイベン
ト情報の提供、タ
バコのポイ捨てや
放置自転車問題に
関する意識啓発な
どに活用します。
連絡通路をご通行
の際は、壁面の掲
示パネルをぜひご
覧ください。

こども園は保育園機能と幼稚園教育要領に準じた幼児教育を行う機能を併せもった施設で、夜10時まで開園しています。
また、理由を問わずお預かりする一時保育なども行っています。
児童高齢者交流プラザは、０歳から中高生までの活動の場を提供する児童館機能と、60歳以上の高齢者の生きがいづく
りや活動の場を提供する機能があり、児童と高齢者の世代間交流を目指した新しい考え方の施設です。交流のプログラム
以外にも、児童や高齢者の方それぞれのプログラムも充実しています。
各部屋の紹介も掲載しておりますので、詳細はホームページをご覧くだ
さい。
両施設の運営は、区が指定管理した（財）東京YMCAが行っています。
オープンしたばかりの施設ですが、ぜひ地域の多くの皆様にご利用いた
だきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

暮らしの疑問、まとめて「みなとコール」でお答えします。
ゴヨウ（は）ナーニ

03-5472-3710
午前７時〜午後１１時（年中無休）
FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

問い合わせ
芝浦アイランド
こども園
電話：5443-7337
児童高齢者交流プラザ
電話：5443-7338
ホームページ http://www.shibaura-plaza.com

芝浦中央公園にドッグラン
試行オープン！
４月12日、芝浦中央公園にドッグランがオープンし
ました。このドッグランは、獣医師、しつけインストラ
クター、弁護士など学識経験者の意見を取り入れ、設計
しました。今後、３年間の試行期間中に、維持管理のあ
り方やボランティアの育成なども含め、本格設置を検討
することになっています。
飼い主のみなさんは、マナーを学びながら、楽しくご
利用ください。

ミナト（コールです）

区役所のサービスや施設案内、催しの情報な
ど、お気軽にコールセンターへお問い合わせ
ください。英語での対応もいたします。

質問 消防団に興味があるのですが、どんな活動をしているのでしょう？

藻塩橋下および新港南橋下の
運河沿緑地の連絡橋 完成！
平成17年度に整備された御楯橋下（両側）の運河沿
緑地の連続橋設置に続き、19年４月には、藻塩橋の山
側と新港南橋の海側に連絡橋が完成しました。これは、
「水辺の散歩道」連続化事業計画の一環として整備され
たもので、すでに整備されていた運河沿緑地の橋の下を
つなぐことで、１本の連続したルートで散歩道を整備し
ていこうというものです。今後も設置が可能なところを
選定し、計画的に整備される予定です。

開園時間
1月〜4月・10月〜12月 午前9時〜午後5時
5月〜9月 午前9時〜午後7時

藻塩橋下・山側
（芝浦３〜４丁目）
の連絡橋

答え

消防団は、仕事を持ちながら「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、地域の安全と安心を守る
ため活躍しています。災害時には消防署と連携して消火活動をするほか、平常時は消防署員の指導の下で訓練を行
ったり、初期消火や応急救護などの住民への指導を行ったりするなど、地域の防災リーダーとしての幅広い活動を
行っています。
普段の訓練の様子などについて、芝消防団第８分団 副分団長 中村 哲さんにお聞きしました。

質 問 消防団の訓練は、どんなことをやっていますか？
答 え 毎年１回、５月には各分団に配置されている放水ポンプを駆使した操法の大会が開催されます。それに合わせて大
会の２か月くらい前から週２〜４回、平日の夜間や日曜の昼間に団員が集まり訓練が行われます。その訓練では、
ポンプに吸入した水を定められた標的に向けて放水するまでの、決められた正しい手順、各操作員の確実な行動等
を、確認しながら繰り返し行われます。

5月20日に区立芝公園で行われた芝消防団の
ポンプ操法大会での第８分団の皆さん

5月27日に港南出張所前で行われた高輪消防団の
ポンプ操法大会での第４分団の皆さん

質 問 消防団をやっていて良かったと思うことはどんなことですか？
答 え 年齢、性別、職業、住所を越えて消防団活動を通じてさまざまな方々と知り合え、同じ目標に向かって共に活動す
る喜びを分かち合えたことですね。
新港南橋下・海側
（港南３丁目）
の連絡橋
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ありがとうございました。これからも地域の安全と安心を守るため、頑張ってください。
現在、消防団では消防団員を募集しています。詳しいことは、それぞれの地区の消防署にお問い合わせください。
○芝消防署芝浦出張所（芝浦、海岸２・３丁目、台場）電話：3452-0119
○高輪消防署港南出張所（港南）
電話：3458-0119
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