夏祭りをちょっとご紹介
(写真は昨年の様子です)

★7/16（金）
・17（土）

台
場

7/1（木）

港
南

7/2（金）

品川駅前が屋台でにぎわいます！金曜日
の仕事帰りに立ち寄ってみては？

台

16：00〜

場

7/3（土）

芝
浦

7/4（日）

港
南

こうなんっこまつり

15：45〜18：00
7/2（金）

品川駅港南夏まつり

にじっこ祭り

10：00〜12：00

ビーチフェスタin台場
七夕まつり
救急救命講習（※見学可）

9：30〜12：00
七夕会

港南町会祭礼

子どもたちのカヌー体験や盆踊り大会
があります。

8
月

港南4丁目第3アパート夏祭り

8/21（土）

場所：メゾン田町駐車場

午後

主催：港南中学校
主催：こうなん保育園

8/5、9/2、10/7）
（※未就学児とその保護者対象）

場所：芝浦港南区民センターホール

7/12（月）

日本の伝統・文化体験教室（※見学可）

主催：港南中学校

芝
浦

7/15(木)

8/17(火）
・18（水） 高学年キャンプ（※事前申し込み：芝浦アイランド児童高齢

主催：メゾン田町自治会

10：00〜

港
南

8
月

8/21（土）

主催：みなと図書館

和の講座「組みひも」

主催：芝浦港南区民センター
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南中学校校庭・港南和楽公園

誕生会（※事前申し込み：芝浦アイランドこども園5443-7337、

主催：芝浦アイランドこども園

10：15〜11：00

1か月前から受付開始、誕生月のお子様と保護者対象、定員15名）

場所：芝浦アイランドこども園

台
場

8/28（土）

お台場夏まつり

主催：お台場夏まつり実行委員会

海
岸

8/28（土）

11：00〜20：00

場所：お台場レインボー公園
東港自治会夏祭り

主催：東港自治会

16：00〜20：00

場所：東港自治会団地内
都営港南4丁目自治会納涼大会

主催：都営港南4丁目自治会

港

18：00〜21：30

場所：港南公園遊歩道

南

8/28（土）
・29（日） 中高生館内宿泊（※事前申し込み：港南子ども中高生プラ

主催：港南子ども中高生プラザ

8月

主催：芝浦幼稚園

ザ3450-9576、中高生対象、定員あり）

場所：港南子ども中高生プラザ分室

防犯パトロール

主催：台場防犯隊

場所：芝浦幼稚園

台

19：00〜20：00

7/16（金）
・17（土） 品川駅港南夏まつり

主催：品川駅港南商店会

場

9月〜12月までの毎週水曜日 ラートグループ（※事前申し込み：台場児童館5500-

港

17：00〜21：00

場所：品川駅港南口駅前広場

南

7/17（土）

浦

セーフティ教室（※見学可、座談会参加可）

9：45〜11：40

主催：港南中学校

港
南

場所：港南中学校
和の講座「日本舞踊」

午後

主催：芝浦港南区民センター

2363、小学2年生以上対象）

場所：台場区民センターホール

9/1（水）

避難訓練

主催：港南子ども中高生プラザ

14：30〜15：00

場所：港南子ども中高生プラザ

9/2（木）

こども園で遊ぼう（※事前申し込み：芝浦アイランドこども

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

10：00〜11：30

園5443-7337、1か月前から受付開始、定員15名）

浦

9/4（土）

英語で遊ぼう（全５回9/4、9/11、9/18、9/25、10/2） 主催：芝浦港南区民センター

主催：芝浦アイランドこども園

16：00〜18：30

5443-7337、1か月前から受付開始、定員15名）

場所：芝浦アイランドこども園

午前
9/5（日）

（※小学生低学年対象）

場所：芝浦港南区民センター講習室

港南3丁目合同祭り

主催：港南3丁目合同祭り実行委員会

7/17（土）
・18（日） 芝浦2丁目商店会盆踊り大会

主催：芝浦2丁目商店会 共催：芝浦2丁目町会

18：00〜21：00

場所：船路橋際広場

港

12:00〜17:00

主催：港南町会

南

9/8（水）

芝
浦

9/10（金）
・17（金） 乳幼児バスハイク（※事前申し込み：芝浦アイランド児童高

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

齢者交流プラザ5443-7338）

場所：10日葛西臨海公園 １７日千葉中央観光農園

港
南

9/11（土）

あきる野バスハイク（※事前申し込み：港南子ども中高生

主催：港南子ども中高生プラザ

8：30〜17：30

プラザ3450-9576、定員あり）

場所：横沢入

芝
浦

9/11（土）

フリーマーケット（※出店者募集

10：00〜15：00

区民センター3769-8864）

場所：芝浦港南区民センター前広場

9/13（月）

ふれあい給食（60才以上1食300円※事前申込：こうなん

主催：こうなん保育園

港南町会祭礼（子ども神輿と山車巡行）

10：00〜12：00
7/19（月）

場所：港南3丁目遊び場
交通安全指導

主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南子ども中高生プラザ

場所：港南2〜4丁目
海の日記念事業（自由参加）

10：00〜16：00

主催：東京海洋大学
場所：東京海洋大学品川キャンパス・越中島キャンパス

7/23（金）

低学年バスハイク（※事前申し込み：港南子ども中高生プ

主催：港南子ども中高生プラザ

8：30〜17：00

ラザ3450-9576、小学1〜3年生対象、定員あり）

場所：高尾山

問い合わせ先：芝浦港南

主催：芝浦商店会・芝浦3・4丁目町会

芝

17：00〜21：00

場所：芝浦工業大学前

浦

7/24（土）

星の話と望遠鏡を作って宇宙をみよう！
（※小学生以上の

主催：芝浦港南区民センター

午前・午後各１回

児童と保護者対象）

場所：芝浦港南区民センター講習室

港

11：45〜

保育園3450-5004）

場所：年長クラス

台
場

7/24（土）

シーカヤック体験とお台場海の水観察（※事前申し込み：

主催：芝浦港南地区総合支所

南

9/18（土）

防災学習会（※見学可）

主催：港南中学校

13：00〜15：30

台場児童館5500-2363、年齢制限有り）

場所：お台場海浜公園

7/26（月）

ふれあい給食（60才以上1食300円※事前申込：こうな

主催：こうなん保育園

港

11：45〜

ん保育園3450-5004）

場所：年長クラス

南

7/27（火）

打ち水大作戦

主催：こうなん保育園

8：30〜12：30

9
月

芝

場所：港南中学校
運動会（※事前申し込み：芝浦アイランドこども園5443-

主催：芝浦アイランドこども園

東港自治会夏祭り

場所：芝浦小学校

流しそうめんが大人気！

9/18（土）
・19（日） 中高生お泊り会（※事前申し込み：芝浦アイランド児童高齢

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

者交流プラザ5443-7338）

場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

9/24（金）

誕生会（※事前申し込み：芝浦アイランドこども園5443-7337、

主催：芝浦アイランドこども園

芝

10：00〜11：30

園5443-7337、1か月前から受付開始）

場所：芝浦アイランドこども園

10：15〜11：00

1か月前から受付開始、誕生月のお子様と保護者対象、定員15名）

場所：芝浦アイランドこども園

浦

7/29（木）

打ち水大作戦（※芝浦アイランドこども園と合同）

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

9/25（土）

第4回水辺フェスタ〜地域対抗ボートレース大会

主催：芝浦港南地区総合支所・水辺フェスタ実行委員会

11：00〜12：00

場所：プラタナス公園

台
場

海
岸

7/30（金）
・31（土） 盆踊り大会

主催：海岸2・3丁目町会

9/26（日）

第12回品川クラシックカーレビューイン港南（港南小学校

主催：品川駅港南商店会

18：00〜

場所：埠頭公園

港
南

9：00〜16：00

鼓笛隊も参加します）

場所：品川駅港南口駅前広場

港
南

7/31（土）

9/26（日）

バザー

主催：メゾン田町自治会

浦

主催：港南4丁目第3アパート自治会

13：00〜16：30

16：00〜

場所：港南和楽公園

芝

11：00〜

7/31（土）
・8/1（日） 夏休み子ども大会（※小学生・幼児と保護者対象）

主催：芝浦港南区民センター

浦

9/26（日）

14：00〜15：30
7月

防犯プログラム（※事前申し込み：芝浦アイランド児童高

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

齢者交流プラザ5443-7338）

場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

台
場

7月

防犯パトロール

主催：台場防犯隊

港
南

8/2（月）
・3（火）

台
場

8/4（水）

芝
浦

8/6（金）

19：00〜20：00

場所：台場地区住宅地域全体
夏季キャンプ（※事前申し込み：港南子ども中高生プラザ

主催：港南子ども中高生プラザ

3450-9576、小学3年生〜中高生対象、定員あり）

場所：千葉市少年自然の家

打ち水大作戦（雨天時は翌日に順延）

主催：台場児童館

15：00〜16：00

場所：台場児童館前
低学年バスハイク（※事前申し込み：芝浦アイランド児童

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

高齢者交流プラザ5443-7338）

場所：国営武蔵丘陵森林公園

場所：お台場海浜公園

場所：メゾン田町集会室
あきる野の森環境学習バスハイク 親子計２８名（※事前申

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

し込み：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338） 場所：あきる野の森

場所：芝浦港南区民センターホール

浦

台
場

9/28（火）

港
南

9/30（木）

芝
浦

★8/28（土）

7337、1か月前から受付開始、定員15名）

主催：芝浦アイランドこども園

港南4丁目第3アパート夏祭り

舞台での発表会や、屋台がたくさん並び
ます！何を食べようか迷ってしまいます。

9：30〜12：00

こども園で遊ぼう（※事前申し込み：芝浦アイランドこども

場所：港南4丁目第3アパート敷地内

お台場夏まつり

9/18（土）

7/29（木）

10：30〜12：00

★8/28（土）

主催：芝浦港南区民センター

7/23（金）〜25（日） 芝浦まつり
（25日は神輿のみ10：30〜）

芝浦１丁目町会夏祭り
「子ども神輿」には、子どもたちが群が
ります。

主催：台場児童館

15：00〜17：00

芝

夕 涼 み 会（ ※ 事 前 申し込 み：芝 浦 アイランドこども 園

★8/7（土）

場所：台場地区住宅地域全体

場所：芝浦港南区民センター第1和室

7/17（土）

港南和楽公園にやぐらが出現。子どももた
くさん増えた港南ならではのお祭りです！

場所：芝浦港南区民センター第1和室
港南花火大会

8/26（木）

芝
浦

場所：にじのはし幼稚園
わくわく広場（幼稚園教育振興対策事業）

場所：せせらぎキャンプ場（埼玉県飯能市）

18：45〜20：05

8/28（土）

場所：港南中学校

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

者交流プラザ5443-7338）

10：00〜11：50

芝

海岸2・3丁目町会 盆踊り大会

場所：芝浦アイランドこども園

主催：芝浦港南区民センター

南

★7/30（金）
・31（土）

園5443-7337、1か月前から受付開始、定員15名）

母と子のはじめての音楽教室（リトミック）全4回（7/8、

港

芝浦地域最大規模のお祭りです！なぎさ
通りがたくさんの人でにぎわいます。

10：00〜11：30

7/8（木）〜25（日）

7/18（日）

芝浦まつり

浦

12：00〜14：00

主催：台場児童館

浦

40余年の歴史を誇る祭礼です。手作りの花
で飾られた山車で、港南一帯を巡行します！

★7/23（金）〜25（日）

場所：台場保育園

場所：芝浦アイランドこども園

芝

7
月

★7/31（土）

主催：芝浦アイランドこども園

1か月前から受付開始、誕生月のお子様と保護者対象、定員15名）

おはなし会

(写真は昨年の様子です)

主催：芝浦1丁目町会
場所：東京ポートボウル前歩道

10：15〜11：00

10：30〜11：30

芝浦1丁目町会夏祭り

夏祭りをちょっとご紹介

こども園で遊ぼう（※事前申し込み：芝浦アイランドこども

芝

7/13（火）

場所：東京ポートボウル前歩道

8/12（木）

主催：芝浦アイランドこども園

台
場

主催：芝浦1丁目商店会

芝

場所：ホール

13：35〜15：25

芝浦1丁目商店会夏祭り

主催：台場保育園

誕生会（※事前申し込み：芝浦アイランドこども園5443-7337、

7/17（土）

★7月18日（日）

8/7（土）

7/7（水）

芝浦2丁目盆踊り大会
盆踊りだけじゃなく、模擬店も盛りだく
さん！

主催：こうなん保育園

場所：港南中学校

10：00〜11：00

★7/17（土）
・18（日）

19：00〜21：00

場所：お台場海浜公園

11：00〜

7/7（水）

8/6（金）

場所：にじのはし幼稚園
場所：園庭・室内
夏まつり

12：30〜16：30

7/5（月）

主催：にじのはし幼稚園

幼稚園説明会・とことこ人形劇

午前

場所：にじのはし幼稚園
学校説明会（※小学6年生対象、見学可）

午後
9月

台
場

9月

芝
浦

9月未定

主催：港南中学校
場所：港南中学校

ふれあい月間（観劇含む）

主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

※世代間交流プログラムを実施

場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

防犯パトロール

主催：台場防犯隊

19：00〜20：00
18：00〜21：00

主催：にじのはし幼稚園

場所：台場地区住宅地域全体
芝浦2丁目町会「長寿会」

主催：芝浦2丁目町会
場所：田町ハイレーン

※日程が変更になる場合があります。

★8/28（土）

都営港南4丁目自治会納涼大会
高浜運河沿い遊歩道に屋台が並びます。

