芝浦港南地区

総 合 支 所だより

今年も残すところわずかとなりました。外の
寒さを考えるとなかなか家に引きこもりがちに
なってしまう季節ですが、今この時期にしか味
わえない澄んだ気持ち良い空気を吸いに、外
に出てみてはいかがですか。

平成22年4月の一貫校開校に向け、港陽小・中学校の準備が進んでいます
「小中一貫教育校になると、校名はどうなるのですか」という質問をうけます。学校の正式名称「港陽小学校」、
「港陽中学校」は変わりません。
し
かし、小中一貫であることを示す通称名も定めます。10月に台場地区にお住まいの皆様を対象に通称名についてのアンケート調査を実施しました。
その結果、
正式名称の「港陽」を使った名称、
地名の「台場」、
「お台場」を使った名称など、
たくさんのご意見をいただき、
現在、
教育委員会で検討し
ています。
標準服については、6 月に幼・小・中のPTA等役員を中心とした皆様を委員とする標準服検討部会を設置し、7 月、9 月の 2 回、保護者対象アン
ケート調査を実施しました。その結果、子どもたちの自覚や連帯感を高めるために、開校の機会に導入すべきとの意見がある一方で、通学距離の短
い公立小学校では着用の機会が少なく、必要はないとの意見もありました。現在の港陽中学校の標準服、他の小学校で使用中の標準服などの見

港区総合防災訓練を実施しました！ 「自分たちのまちは自分たちで守る」
都市における直下型大震災を想定し、港南・台場・芝浦の各会場で、総合防災訓練を実施しました。区では「防災住民組
織」
と
「防災機関」
とが一体となり、実効性のある訓練を実施しています。参加住民の皆さんは、会場内のさまざまな訓練に真
剣に取り組んでいました。
港南会場 11月8日
港南中学校および港南和楽公園

台場会場 11月15日
港陽小学校および港陽中学校

本も取り寄せ、
様々に検討しました。その結果、
来年 4 月からの小学校への導入は見送り、
今後も必要性について継続して検討することとしました。
10、11月の一貫校説明会にはたくさんの保護者や地域の皆様にお集まりいただき、様々なご意見もいただきました。子どもたちを取り巻く温かい雰
囲気の台場の地域では、
中学生になる緊張感も大切にしたいとのご意見もありました。毎年、
地域防災訓練に中学生全員が役割をもって参加してい
ますが、
今後、
校内や地域での社会経験の機会を増やし、
中学生に学校のリーダーとしての自覚をもたせたいと考えています。
皆様には、
ご意見をいただくとともに、
一層のご支援をいただくよう、
よろしくお願いいたします。
港陽小学校 電話：5500-2572、 港陽中学校 電話：5500-2575、 教育委員会教育政策担当 電話：3578-2720

芝浦会場 11月29日
芝浦小学校

保健師・助産師・栄養士によるプロジェクトチームが、
次の施設を訪問し、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などをしています。どうぞ
ご利用ください。
月 日 曜

港陽小学校では、屋上緑化を行っています。
きれいに養生された芝生と風力発電の風車、
ソ
ーラーパネルがあり、環境に
配 慮した造りになっていま
す。ただ、風力発電等の効
果は微々たるものとのこと。
普段生徒が 入れないのが
残念ですが、
広々としたお台
場の海も見え、緑もあり、
とて オリーブの木が周りに
植わっています
も癒される空間です。

ほのぼの作品展が行われました
10月21日・22日、
ほのぼの作品展が行われました。芝浦港南地区
管内では、芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ、港南健康福祉館、
台場高齢者在宅サービスセンターでそれぞれ行われ、
どの地区もたく
さんの人でにぎわっていました。絵画やキルト、陶芸など、
さまざまな作
品が展示され、
来場者は足を止め、
真剣に見入っていました。

間

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00 ①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

①保育園であそぼう ①②計測、個別相談、フリー

①11：00〜12：00 ②13：30〜15：00

①お悩みどっとこむ ②すくすく計測

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう ①②計測・個別相談・フリー

21 木 港南子ども中高生プラザ

①10：30〜11：30 ②11：30〜13：30

①座談会（申込制）②計測、個別相談、フリー

25 月 台場児童館

11：45〜13：00

ぷちサロン

28 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

11:00〜12：30、13：30〜15：00

すくすく計測

1 月 こうなん保育園（港南健康福祉館）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう ①②計測・個別相談・フリー

4 木 台場児童館

11：45〜13：00

ぷちサロン

8 月 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①11：00〜12：00 ②13：30〜15：00

①お悩みどっとこむ ②すくすく計測

2 15 月 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00 ①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

18 木 港南子ども中高生プラザ

①10：30〜11：30 ②11：30〜13：30

22 月 台場保育園（台場分室・多目的室）

①11:00〜12：30 ②13：30〜15：00

①保育園であそぼう ①②計測、個別相談、フリー

25 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

11:00〜12：30、13：30〜15：00

すくすく計測

1 月 こうなん保育園（港南健康福祉館）

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

①保育園であそぼう ①②計測・個別相談・フリー

4 木 芝浦アイランドこども園

①10：00〜11：00 ②11：00〜12：00 ③13：00〜15：00 ①こども園であそぼう ②③ふれあいの時、計測

8 月 台場保育園（台場分室・多目的室）

①11:00〜12：30 ②13：30〜15：00

①保育園であそぼう ①②計測、個別相談、フリー

①11：00〜12：00 ②13：30〜15：00

①お悩みどっとこむ ②すくすく計測

15 月 台場児童館

11：45〜13：00

ぷちサロン

18 木 港南子ども中高生プラザ

10：00〜13：30

計測、個別相談、フリー

25 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

11:00〜12：30、13：30〜15：00

すくすく計測

3 11 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

①座談会（申込制）②計測、個別相談、フリー

創立41周年を迎えた港南幼稚園で行われ
た港南子ども祭りは、展示品やお店屋さんの
お菓子やハンバーグ、ザリガニや昆虫まで個性
溢れる手作り作品が満載でした。澄み切った
青空のもと、園庭ではミニＳＬ列車がひっきりな
しの走行で、子どもたちが楽しんでいました。
エントランスでは、保
護者が新聞紙で作っ
たエコバック等の力
作も彩り良く展示され
ていました。

※台場児童館（5500-2363）と港南子ども中高生プラザ（3450-9576）の参加
については、事前の申込が必要です。実施する内容によって、時間等を変更する場
合がありますので、詳しくは施設へお問い合わせください。
※芝浦アイランドこども園の「こども園であそぼう」の参加については、事前の申込が
必要なので、直接こども園（5443-7337）にお問い合わせください。

芝浦アイランド
児童高齢者交流プラザ

港南健康福祉館

台場高齢者在宅
サービスセンター

問い合わせ先 区民課保健福祉係 電話：6400-0022

【事務所所在地】
（現）
〒108-8380 港区芝5-36-5
電話 03-3453-3211（代）

ソーラーパネルと風力発電の風車

容

7 木 芝浦アイランドこども園

（新）〒106-8560 港区麻布台3-5-6
電話 03-5549-3800（代）

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
ゴヨウ（は）ナーニ ミナト（コールです）

03-5472-3710

「平成22年１月に港都税事務所が移転します」

都税についてのお知らせ

きれいに芝生が植わっています

内

①11:00〜12：30 ②13：30〜15：00

1 18 月 こうなん保育園（港南健康福祉館）

10月17日にお台場レインボー公園で大規模な地震を想定した、
東京消防庁震災消防演習芝消防署訓練が実施されました。
この訓練は、大規模な災害が発生した場合の住
民と防災機関との連携要領の向上を目的として、実
際に住民が消防署員と連携して初期消火や救護、
また遠距離送水・放水訓練などを行いました。
消防と住民が力をあわせて
当日は港陽中学校の防災 J rチームも活躍し、11
人命安全対策等推進功労により
中学生も参加、応急救護訓練
つないだホースから一斉放水
感謝状をいただきました
月9日に芝消防署から感謝状が贈られました。

時

〜展示会もお祭りもぜーんぶ園児の手作りでーす

（平成２２年1月〜3月の実施予定）

4 月 台場保育園（台場分室・多目的室）
14 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝消防署と台場地域住民による震災消防訓練実施

港陽小学校の屋上緑化を
知っていますか？

出張場所

港南子ども祭り

〈アクセス〉
●地下鉄日比谷線神谷町駅2番出口から徒歩10分
●地下鉄南北線六本木一丁目駅2番出口から徒歩9分
●地下鉄大江戸線、地下鉄南北線麻布十番駅6番出口から徒歩１１分
●都営バス 渋88系統（渋谷駅〜新橋駅）麻布台停留所から徒歩1分
※新庁舎は駐車場が少ないので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

【新庁舎業務開始日】
平成22年1月4日（月）
※現庁舎での業務は、平成21年12月28（月）で終了します。
【問い合わせ先】
港都税事務所 総務課 相談広報担当 電話：3453-3211(代)

