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12 べいあっぷ

芝浦港南地区情報誌 芝浦、海岸2・3丁目、港南、台場

平成23年6月

第20号
平成23年6月

第20号
人と人、町と町をつなぐーふれあい情報誌ー

03-5472-3710
ゴヨウ（は）ナーニ　ミナト（コールです）

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

　東京海洋大学と芝浦港南地区総合支所では、「江戸前
みなと塾」を開講しています。
　８月～１２月に開催する「学びのアクション」では、東京湾
の開発、水質、漁業などについての講座を実施します。
　詳しくは、広報みなとでお知らせします。

お台場の街の写真を募集します。

〒135-0091 港区台場１-５-１  芝浦港南地区総合支所 協働推進課 台場分室
電話：5500-2365　Ｅメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

江戸前みなと塾 
「学びのアクション」のお知らせ ６月１２日から芝浦の朝市が始まりました。

日 時：毎週日曜日９：００～１３：００
　　  （※荒天中止）
場所：新芝橋際の
       新芝運河沿緑地
主催：芝浦商店会

運河の朝市始まりました！

台場地域の印象に残る過去から現在までの自然や景色、催しを魅力的に伝えるもの
７月１1日（月）～９月１５日（木）
一般の皆さまを対象にしています。
お一人様5点まで
氏名（ふりがな）、住所、電話、作品返却希望の有無、写真のタイトル、撮影時期、コメントを
ご記入の上、下記あて先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。
入賞者には、賞品を贈呈します。また、作品展等において展示し、冊子にする予定です。
「べいあっぷ」に以前掲載された作品について、再度掲載希望の場合は、改めて申し込みください。
（「べいあっぷ」掲載作品以外は未公表のものに限ります。）

お台場の街ができて15周年になります。お台場のロケーションを生かした写真を募集します。

問合せ  協働推進課 地区政策担当  電話：6400-0013

作品の送付先・
問合せ

テ ー マ
応募期間
応募資格
応募点数
応募方法

表彰・展示
そ の 他

問合せ  区民課保健福祉係  電話：６４００－００２２

※芝浦アイランドこども園（5443-7337）の「こども園であそぼう」の活動については、事前の申し込みが必要です。
※芝浦アイランドこども園の②ふれあいの時・計測には、相談も含まれます。
※天候、支所・施設側の都合により、日程・時間を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。      
※くつろぎタイム：気軽に子育ての相談ができる場所です。    
※かるがもくらぶ（予約制）：保健所のうさちゃんくらぶに参加できなかった方の集いです。対象が限定されます。詳細はお問合せください。
※ぷちとまとの会（予約制）：おおむね2000ｇ以下でお生まれになったお子さんの保護者を対象にしています。

・震災対策特集……………………………
・港区ベイエリアイベントリポート
    芝浦・海岸・港南・台場地区………………………
・子育て応援特集……………………………………
・読者ギャラリー・サークル紹介…………………
・環境リポート………………………………………
・パワーアッププロジェクト活動報告……………………
・ベイエリアイベントカレンダー…………
・総合支所だより………………………………………

  次号（第21号）は平成23年9月下旬発行予定
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男女平等参画センター（リーブラ）４F

男女平等参画センター（リーブラ）４F

男女平等参画センター（リーブラ）４F

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ      

芝浦アイランドこども園      

芝浦アイランドこども園      

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

芝浦アイランドこども園

①こうなん保育園  ②港南いきいきプラザ

港南子ども中高生プラザ

①こうなん保育園  ②港南いきいきプラザ

港南こども中高生プラザ

港南こども中高生プラザ

港南子ども中高生プラザ

①こうなん保育園  ②港南子ども中高生プラザ

港南こども中高生プラザ

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

台場保育園（台場分室・多目的室）

台場児童館

台場児童館

台場保育園（台場分室・多目的室）

10：00～11：30

10：00～11：30  

10：00～11：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：00～11：30  ②11：00～12：00  ③13：00～14：30

①10：00～11：30  ②11：00～12：00  ③13：00～14：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：00～11：30  ②11：00～12：00  ③13：00～14：30

①10：00～11：30  ②13：00～14：30

①10：00～11：30  ②13：00～14：30

①10：00～11：30  ②13：00～14：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：00～11：30  ②13：00～14：30

①10：30～12：00  ②13：00～14：30

①10：00～11：30  ②11：00～12：30  ③13：30～15：00

①10：30～11：45  ②11：45～13：00

①10：00～11：30  ②11：00～12：30  ③13：30～15：00

①10：30～11：45  ②11：45～13：00

①10：30～11：45  ②11：45～13：00

①10：00～11：30  ②11：00～12：30

ぷちとまとの会

かるがもくらぶ

ぷちとまとの会

①すくすく計測、相談  ②くつろぎタイム

①こども園であそぼう  ②ふれあいの時、計測  ③くつろぎタイム　

①こども園であそぼう  ②ふれあいの時、計測  ③くつろぎタイム　

①すくすく計測、相談  ②くつろぎタイム

①すくすく計測、相談  ②くつろぎタイム

①こども園であそぼう  ②ふれあいの時、計測  ③くつろぎタイム　

①保育園であそぼう  ②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー  ②くつろぎタイム

①保育園であそぼう  ②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー  ②くつろぎタイム

①すくすく計測、相談  ②くつろぎタイム

①すくすく計測、相談  ②くつろぎタイム

①保育園であそぼう  ②くつろぎタイム

①すくすく計測、相談  ②くつろぎタイム

①保育園であそぼう  ②計測、相談、フリー  ③くつろぎタイム

①計測  ②くつろぎタイム

①保育園であそぼう  ②計測、相談、フリー  ③くつろぎタイム

①計測  ②くつろぎタイム

①計測  ②くつろぎタイム

①計測、相談、フリー  ②くつろぎタイム
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（木）

（木）

（木）

（月）
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（木）
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（月）

（木）
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（木）

（木）

（木）

（月）

（木）

（木）

（月）

（木）

（月）

（月）

（木）

芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト芝浦港南地区子育てあんしんプロジェクト

　　　　　　　編集部では全員がボランティアで参加する区民
編集委員と芝浦港南地区総合支所のスタッフが協働して、企画・
編集しています。より良い誌面を作るため、地域の皆さまのご意見・
ご要望をお待ちしております（送り先は下記へ）。

　3月11日に起きた東日本
大震災をきっかけに、地域コ
ミュニティの大切さを実感す
るとともに、自分が暮らす芝
浦との結びつきの希薄さを
反省。今号から編集部に仲間
入りさせていただきました。
　初取材は田植え。田んぼ付
近は普段からよく通っている
のに、その存在にはまったく
気が付いていませんでした。
べいあっぷの編集を通して、
今まで知らなかった港区ベイ
エリアの魅力に気付けそうで
ワクワクしています。

香取ゆき

京浜運河にかかる港南大橋 上空から

港南緑水公園の大島桜
推定樹齢40～50年

左 Wビル、右 品川セントラルガーデン

芝浦中央公園のバラ



震 災 対 策特集特集

自助 地震発生時の行動

台場 地域防災連絡会を開催しました！

共助 について
震災復興 の海苔摘みの が行われました！

のりこえよう！ みんなで ぼうさい２０１１
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問合せ　協働推進課 協働推進係　電話6400-0031

……………………………………………………

……………………………

…………………

………………………………………………………………………

東日本の人々が残してくれた大いなる遺産連載コラム連載コラム

●日　　時：7月18日（月・祝）午前10時～午後5時
●場　　所：東京海洋大学品川キャンパス
●主　　催：港南チャリティ・スポーツ・フェスタ実行委員会 
●後　　援：東京海洋大学、港区
●問 合 せ：ブルザイズ東京事務局　電話：6804-9932

港南
チャリティ・
スポーツ・
フェスタの
お知らせ

復興への願いを込めて

自治会役員による防災DVD上映＆質疑応答 新鮮な野菜や果物の産直

　5月13日、台場区民センター大ホールにて、台場地域
の防災関係団体、企業、住民、行政による「台場地域
防災連絡会」が開催されました。
　「自分たちの街は自分たちで守る」を基本姿勢とし、
地域で協力して「災害に強いまちづくり」「安全なまちづ
くり」を目指しています。災害時には、住民と企業・行政
が、連携を図り、地域全体で助け合い、協力し合うこと
が大切です。
　今回は、地域内で災害等に関する情報を伝達する

ための手段としての「緊急
連絡網」の整備や各々の
災害時の状況を把握する
ため「災害状況集計表」
を活用することについて、
決定をしました。
　今後は、3月11日の東日本大震災を受け、「港区事業
者向けマニュアル」や「臨海副都心防災計画」に基づ
き、災害時の対応について、協議していきます。

　まず、落ち着いて自分の身の安全を確保しましょう。
その際、倒れそうな家具や窓ガラスの付近から離れる
こと。次に、余裕があれば、火の始末や非常脱出口の確
保を行いましょう。普段から家具の転倒防止や出入り口
や通路に物を置かない等の安全対策をしておきましょう。
　防災のため非常持ち出し品をチェックし、入れ替え、
補充等を定期的に行いましょう。

　高層住宅等では、エレベーター
が停止している間は物資を運ぶの
が非常に困難になります。
　非常備蓄品は多めに準備し、風呂に水を貯め置きす
るなどして、水を確保して置きましょう。
　また、家族との連絡方法や集合場所等を日ごろから
確認しておきましょう。

　現実に大震災が起こった場合混乱により、消防や
警察などの公的機関による救護活動がすぐには行わ
れない可能性もあります。
　その際には、地域のみなさんの協力や力を合わせ
た救護活動が必要です。「自分たちの街は自分たち
で守る」という意識を持ち、各地区の自主防災組織に
積極的に参加するなどで、地域の防災力を高め、災
害に備えることが重要です。
　大震災発生時には、個々の判断や地域での助け

合いが重要になってきます。地域やマンションぐるみで
の防災対策や意識の共有が重要です。お住まいのマ
ンションの防災組織や芝浦港南地区で行う防災訓練
に積極的に参加し、防災意識を高
めておきましょう。
　より詳しい情報が掲載されてい
る『大震災に備えて』という冊子を
総合支所の窓口で配布しています
ので、ぜひご活用ください。

　4月9日、お台場学園港陽小・中学校にて、お台場環境
教育推進協議会の主催で、津波のため被災した海苔網
を有効活用して生海苔摘みを行いました。
　毎年、台場の海苔づくりでご協力をいた
だいている東京湾の漁師の方の養殖場が
津波の影響を受けて、船を使用した摘み取
りが困難になったため、復興イベントとして
活用することになりました。
　当日は、海苔摘みのほかにも、3月11日の
東北地方の海岸やお台場海浜公園の状況

この度の東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
べいあっぷ編集部では、今後起こりうる大震災に備えて自分たちでできる震災対策を紹介します！

の報告会を行いました。短い時間でしたが、多くの参加
者があり盛況となりました。

　４月10、11日には、港南地区においても海苔摘
みのイベントが行われました。企画の主催は東
京海洋大学の学生で、大学の構内で行われた
イベントには、学生をはじ
め周辺住民、保育園の
園児等多くの方が参加
し、楽しみながら生海苔
を摘み取っていました。

　何度も何度も繰り返し出されていた警報、ヒタヒタと岸壁
を洗う宮古港の波は穏やかで「さざ波警報」じゃないのと言い
たい程、警報に慣らされていました。
　３月１１日、鮮明なデジタル画面の映像、余計な解説も絶叫
も自然への、犠牲者への冒涜に思え、消音にし思わず居ずま
いを正しました。音のない映像から「ザーザー」と波の音が聞
こえるような気がしました。多くの犠牲者の魂は、声もなく何
の苦痛をも感じる間もなく、一瞬のうちに遺族のもとに還っ
たに違いありません。残された人々の悲しみや塗炭の苦しみ
は、どんな慰めにも対価にも癒されず、悠久の時の流れだけ

が苦痛を癒し、心に宿った犠牲者の
うちなる励ましが、再生し生きる意
欲を与え蘇り命は繋がって行く、それが天が与えた自然の摂
理ではないでしょうか。
　映像から伝わる東日本の普通の人々の顔、その節度ある心
根は世界に発信され、思想も人種も言葉の壁をも越え、世界
中の人々に大きな感動を与え深く心に刻まれました。　
　それは、いくらお金を積んでも買えない子孫代々後世に
残る、計り知れない、未来の日本への大いなる遺産です。

区民編集委員  石井 弘子

　都心でも稀有な広大な緑の環境で気
軽にスポーツで汗を流しませんか。東京
海洋大学近隣に在住・在勤の方を対象
に、フラッグフットボール体験教室、ラン
ニング教室、バスケットボール教室、サッ
カー教室、ラグビー教室、キッズチア体験
教室を開催します。講師はトップアスリー
トが担当します。

　費用は各講座５００円～３００円で、うち１００円を東日本
大震災で被災した東京海洋大学生の支援募金として寄付し
ます。

　5月22日、プラタナス公園にて、「のりこえよう！みんな
でぼうさい２０１１」が芝浦アイランド自治会の主催で、
超高層マンションにおける防災の啓発を目的として行
われました。
　防災コーナーでは、港区製作の防災啓発DVD「高層
住宅の震災対策 必ず来る大地震 今！備えること！！」が
上映され、住民の方々が熱心に見ていて、質疑が
活発にされていました。少しでも経済復興の手助
けをという趣旨で、東日本大震災で被災した地域
（岩手、福島等）の地元企業による野菜の直販や
特産品の物販などのコーナーもあり盛況でした。
　また、被災地への募金箱も設置され、多くの義援
金も持ち込まれました。中には、ビニール袋一杯で

両手でも持てないくらい重い義援金を自宅から持ってき
た5歳の女の子もいました。
　イベントの中盤以降に風雨が強くなり中止になりまし
たが、今回のイベントの実施は、住民の防災への意識
作りのきっかけとして意義のあるものとなりました。

イベント

～超高層マンションと防災意識～　芝浦アイランド自治会

ぼう とく

と  た ん



都会の真ん中でお米づくり
●5月15日 水田交流プロジェクト

みんなで巻こう！ジャンボのり巻！
●5月14日・15日

地域対抗ボートレース大会選手募集！！第5回水辺フェスタ

　芝浦港南地区の3つの地域（芝浦および海岸2・3丁目、港南、台場）での、
6人乗りゴムボートによる地域対抗のボートレース大会も、今年で5回目を迎え
ます。ひとつのボートに乗り込み、家族と、仲間と、地域の人と、楽しく汗を流し
て、笑顔の輪をひろげましょう！　
　この大会に選手として参加する方を、各地域から募集します。

交通安全はお馬に乗って
●5月15日 春の交通安全キャンペーン

港南地区クリーンアップ・みなとタバコルールキャンペーンを実施しました
●5月18日 芝浦港南地区安全・美化協議会

乗馬希望者続出で整理が大忙し

具も揃って全員がいっせいに巻き始めます ジャンボのり巻きが完成！！

みんなでつくりました！たくさんの具をきれいにならべます

交通少年団の出陣式 クラシックカーは止まったまま参加

●開催日時
●開催場所
●対　　  象

●競技方法及び部門

：平成23年9月23日（金・祝）　午前11時～午後3時（予定）
：都立お台場海浜公園
：芝浦港南地区（芝浦および海岸2・3丁目、港南、台場）に
 在住・在勤・在学の方
　　　：6人のチームをつくり、出場したい部門を①～③の中から選んでください。

●定　　員

●申込方法

●申込期間

：各地域（芝浦および海岸2・3丁目、港南、台場）90人程度（合計270人・45チーム）
  応募者多数の場合は抽選とします。
：出場希望の部門番号と、氏名・住所（勤務先）・年齢（学年）・性別・電話番号（6人全員）を、
  電話で「みなとコール」へ。　電話：5472－3710（受付時間：午前9時～午後5時）
：平成23年7月1日（金）～7月22日（金）
 ◇出場選手全員に参加賞、優勝チームには賞品があります。 
 ◇選手は救命胴衣を着用し、行事保険に加入します。
 ◇大会開催前に、ボート操作の練習会を行います。
 ◇大会当日は、芝浦および海岸地域、港南地域には選手や応援者の送迎バスを運行します。

競技方法 部　門
①子どもの部　 18歳以上1人と、子ども（小学3年～6年生）5人のチーム　

②中・高生の部　中学生～高校生のみで6人のチーム　

③一般の部　　  大人（中学生以上）6人のチーム（※中・高生だけの場合は②）　

チーム編成

6人乗りゴムボート
による地域対抗戦

問合せ　協働推進課 協働推進係　電話6400-0031

港
区
ベ
イ
エ
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ア

4 べいあっぷ 5べいあっぷ

　芝浦アイランド児童高齢
者交流プラザ（愛称 あいぷ
ら）で、「ジャンボのり巻き」を
作るイベントが行われまし
た。3階の会場に集まった高
齢者と子どもたちが15mに
およぶ長い「巻きす」の前に
ずらりと整列。リーダーの掛
け声に従って、ご飯、卵、か
んぴょう、でんぶと順序良く
並べていきます。材料が揃うと、全員が呼
吸を合わせてすだれを巻き、見事な「ジャン
ボのり巻き」が完成しました。
　港南子ども中高生プラザ（愛称プラリバ）
学童クラブ分室でもジャンボのり巻き作りが。
　今年４回目となる「プラっと遊ぶＤａｙ」の
イベントで開催されたもので、分室の多目的
ルームをいっぱいまで使って、90名の子ども
たちと保護者の方々が、力を合わせて長さ
８ｍののり巻き作りに挑戦しました。出来あ
がったジャンボのり巻きは、来場者全員に振
舞われ、大変好評を得ていました。

　今年度最初のキャンペーンということもあり、町会・自
治会、商店会、周辺企業、警察・消防等から80名を超
える方々にご参加いた
だきました。今回は品川
駅港南口周辺の道路の
清掃と、みなとタバコ
ルールの啓発品を配布
し、歩行喫煙・ポイ捨て
防止を呼びかけました。

　毎年、多数のクラシックカーがパレードを繰り広げる
このフェアですが、今年は東日本大震災の影響と省エ
ネルギーの動きに合わせて、パレードは取り止めになり
ました。それに代わるイベントとして、警視庁騎馬隊の

お巡りさんが、愛馬を連れて港南ふれあい広場へ駆け
つけてくれました。高輪交通少年団の皆さんもチラシを
配ってキャンペーンに協力しました。

　２年目を迎えた港区スポーツセン
ター前の水田では、今年も新潟県
JA北魚沼の農家の皆さんにご指
導いただきながら、コシヒカリや古
代米の紫式部、また、秋田県にか
ほ市からは、ひとめぼれなど計４種
類の苗が植えられました。この日は
サプライズで雪のプレゼントも。都
会ではなかなか体験できない土と雪の感触
に子どもたちは大喜びでした。昨年の収穫は
すずめに横取りされて今ひとつだったとか。は
たして今年はどのくらい収穫できるのか、芝浦
の田んぼに注目です！

〈次回キャンペーンについて〉
●日　　時：7月6日（水） 午後5時～
●集合場所：田町駅東口デッキ下エレベータ前集合
　　　　　　どなたでもご参加いただけます。当日、集合場所まで直接お越しください。
　　　　　　たくさんの皆様のご参加をお待ちしております。

●問合せ：芝浦港南地区安全・美化協議会事務局　
　　　　　協働推進課協働推進係
　　　　　電話：6400-0031

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ

港南子ども中高生プラザ



事業終了後、参加したママさんたちにインタビューを行いました。

・自分の子どもがこんなに可愛いと
思わなかったです。
 （4か月 男の子） 
・お母さんってヒマなのかと思って
いたら、とても忙しいです。
 （6か月 女の子） 
・お産も、産後も、体に大きな負担
がかかり、ここまで大変とは思わ
なかったです。 （6か月 男の子） 
・知らなかったことがいっぱいで、
すべてが予想外でした。
 （4か月 女の子） 

やっぱり赤ちゃんは可愛いものなんですね。新米ママの育児は予想以上に大変ながらも、
それ以上に幸せを感じている方が多い印象でした。

6 べいあっぷ 7べいあっぷ

Q. 出産前と後で、育児に対して
　 イメージの違った部分は？ 

・大変とは感じません。夫が積極
的に手伝ってくれて満足してい
ます。 （4か月 男の子） 
・風邪を引いても休みがないところ
です。 （6か月 女の子） 
・お乳が張って何度も痛くなり、乳
腺炎になりました。こんな大変な
思いで生み育ててくれたんだな
あと母に対して思います。
 （6か月 男の子） 
・ぐずった時が大変です。抱っこし
たり授乳したり。 （4か月 女の子） 

Q. 今、育児でいちばん大変な
　 ことは？ 

・表情がだんだん出てきて、母子
がつながっているんだなと感じ
ます。 （4か月 男の子） 
・ママのことをわかるようになって
くれた時、嬉しかったです。
 （6か月 女の子） 
・笑顔が好きです。笑ってくれると
とても嬉しいです。
 （6か月 男の子） 
・寝返りが出来た時、笑ってくれ
た時、何かが出来るようになっ
た時。 （4か月 女の子） 

Q. 育児をしていて、やりがいを
　 感じる時、楽しい時は？  

新米
ママ
に

聞き
まし
た！

初めての育児はどうですか？

　今回は第2回目ということもあり、みなさん最初から
リラックスした様子。とても笑顔いっぱいで、楽しく会話を
してすごされていました。（事業のお問合せ先及び今後
のスケジュール等については総合支所だよりページをご
覧ください。）

　芝浦港南地区「子育てあんしんプロジェクト」の新しい
取り組みとして、「かるがもくらぶ」が今年度からスタートし
ました。保健所主催の「うさちゃんくらぶ」に参加できな
かった親子を対象としており、友達づくりや保護者同士の
交流を支援すること等を目的としています。

ていただき「いつまでも若 し々く健康に
毎日を過ごす」お手伝いをいたします。
　参加者の年代は、２０歳代～７０歳
代と幅広く、教室はいつも笑顔であふ
れています。是非ご一緒にストレッチ＆
ダンスを楽しみましょう。なお、ご見学、
体験レッスンなども行っております。
ご興味ある方はお気軽にお申込みく
ださいね。

　ムーヴでは、反動をつけない静的スト
レッチ（無理なく関節を動かして、目的
の筋肉をゆっくり伸ばす）を中心に筋肉
をほぐし、ケガや老化の予防に効果的
な血液の循環を促進させ柔軟性を高
めます。ストレッチ後は、簡単なステッ
プを組み合わせたダンスを行います。
手足を大きく伸ばし踊ることにより、楽し
みながらバランス感覚やリズム感を養っ

子育て初心者の
パパ・ママを応援します！
かるがもくらぶ始まりました

読 者 ギ ャ ラ リ ー ・ サ ー ク ル 紹 介

芝浦港南地区にちなんだ作品をお送りください。応募方法は、作品にタイトルを添えて、住所・氏名・電話番号・作品の返却希望の有無・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
でも大歓迎です。読者のあなたが「べいあっぷ」を盛り上げてください。

編集部では、港区ベイエリア内に在住、在勤の方が主催しているサークルを募集します。
サークルの名称、活動内容、代表者の住所・氏名・連絡先、主な活動場所を明記の上、メール、ファックスまたは郵便でご応募ください。
※営利目的や宗教活動および政治活動を目的とした団体は、ご遠慮ください。
※誌面の都合上、掲載できない場合もございますのでご了承ください。
※必要に応じて、編集部で取材をさせていただく場合がございます。

特集子 育 て 応 援

住所：〒108-8547　※郵便番号だけで届きます
芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部　電話：6400-0031　FAX：3452-4902
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

問合せ
・

作品の送付先

問合せ
・

応募先

住所：〒108-8547　※郵便番号だけで届きます
芝浦港南地区総合支所べいあっぷ編集部　電話：6400-0031　FAX：3452-4902
Eメール：sk-kuminnokoe@city.minato.tokyo.jp

ストレッチ＆ダンスサークル「MOVE・ムーヴ」～楽しみながら美しく健康に～

レッスン：毎週木曜日１３：３０～１５：００
場　 所：芝浦港南区民センター・ホール
問 合 せ：３４５４-５９７７（佐藤）

台場にじ子さんの作品
「希望」

松岡栄子さんの作品
「お台場海浜海岸」

かとちゃんさんの作品
「田町駅前八重桜」

泥谷隆史さんの作品
「春たけなわ」

多和裕二さんの作品
「ゆりかもめ車庫」

港南かるがもさんの作品
「ベランダから飛び出したボケ」

港南のクレマチスさんの作品

 次回の締切は8月１2日（金）必着です

編集部では、表紙読者ギャラリーの作品[写真・俳句・イラストなど]を募集しています。
………………………………………………… …………………………………………………
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港区ベイエリア・パワーアッププロジェクト緑のカーテン応援隊活動開始

企業清掃活動
品川フロントビル

企業も清掃活動をがんばっています！

8 べいあっぷ 9べいあっぷ

グランドコモンズ

品川駅港南口の企業が合同で清掃活動！～恒例となった地域貢献活動

活　動　報　告　今年度も緑のカーテン応援
隊の活動が始まりました！芝浦
港南地区総合支所の外壁の
一部に、緑のカーテンを育てる
活動を行っています。
　芝浦港南地区で、緑のカー
テンを開始して今年で４年目。
これまでの応援隊の頑張りによ
り、見事な緑のカーテンができ、
「見ているだけで涼しい」と毎年大好評です。今年も、「緑の
カーテン応援隊」を募集し、区民の皆さんと一緒に、土づく
り、苗植えを行いました。今年は、ゴーヤとアサガオで緑の
カーテンを作ります。現在は「緑のカーテン応援隊」の皆さん
が順番に水やりをしながら成長を見守っています。
　電力不足が心配される今年の夏には、緑のカーテンが
きっと活躍することでしょう。

　オムロン株式会社が清掃活動を品川フロントビル
の周辺で行いました。同企業では毎年、創業記念日
である５月１０日に社会貢献活動を行っています。そ
の取り組みの一つに地域の清掃があり、今年は港南
地区に事業所を移転して初めての活動として、品川
駅周辺～運河沿いまでを約５０人の社員が参加して
ごみ拾いを行いました。天候不良のため予定より早く
終了しましたが、集まったごみはごみ袋にぎっしり！
　担当者は「今後も地域の皆さんと港南地区を良く
していきたい」と話していました。

　5月25日、グランドコモンズ街づくり協議会参加企業
とコクヨ、京王電鉄及び電通国際情報サービスが合
同で港南１丁目周辺と品川駅～八ッ山アンダーパス
間の清掃活動を行いました。前日までの雨も上がり爽
やかな青空の下、早朝から参加した社員達は心地よ
い汗を流し「春と秋に複数の企業が連携して行う清
掃活動も恒例となりましたが、これからも更に仲間を
増やし清掃活動以外の地域貢献活動にも取り組ん
でいきたい」と話していました。

　４月２１日、平成２３年度第１回総会を開催しました。
　今年度も多くの新メンバーを迎え、６4名でスタートを切りました。
　総会後の各プロジェクトに分かれての会議では、新メンバーも話し
合いに積極的に参加するなど活発な話し合いが行われていました。
　●総会の内容
　 平成23年度各プロジェクトの構成について
　 平成23年度各プロジェクトの運営方針について
　各プロジェクトの活動内容は、次のとおりです。

平成23年度第１回総会

地域の魅力アッププロジェクト カルガモプロジェクト

べいあっぷ編集部
　平成18年10月に創刊号を発行してから、「べい
あっぷ」は本号で20号を迎えます。
　ベイエリア・パワーアッププロジェクトの活動の
一環として、この地区の魅力を発信するメディアを
目指して、年4回のペースで発行してきました。ボラ
ンティアで参加する8名の区民編集委員と支所の
スタッフが協力しながら、毎号の誌面づくりに励ん
でいます。
　創刊から4年半を経て、ようやく地
区住民の皆さんにも存在が認めら
れてきたのではないか、と自負して
います。より魅力ある地区情報誌に
するため、建設的なご意見、ご希望
をお寄せください。

今年も雨の中の作業でした

5月30日ネットを取り付けました

5月11日私たちが植えました

●対　 象　 者
●活  動  内  容
●活動予定期間
●募  集  期  間

：芝浦港南地区管内（芝浦、海岸２～３丁目・港南・台場）に在住、在勤、在学の方
：水やりなど、日常の管理に関すること
：平成２３年９月ごろまで
：随時募集

協働推進課　まちづくり推進担当

電話：６４００-００１７　FAX：３４５２-４９０２

緑のカーテン応援隊を募集します！　　 電話または FAX で、住所・氏名・電話番号をお知らせください。 　平成23年度は、イベント検討チームとベイエリア
の課題解決等チームの２チーム体制で活動を行い
ます。
　イベント検討チームでは、ウォーキングイベント等の
企画、ベイエリアの課題解決等チームでは、取り組む
内容の検討を行っています。イベント検討チームでは、
7月24日（日）午前にウォーキ
ングイベントの下見を実施す
る予定です。
　活動内容については、ホー
ムページやべいあっぷ誌上で
も随時報告していきます。

　平成19年12月から芝浦西運河に、本プロジェクト
により、人工では、初めてのカルガモ営巣場所を設置
しました。その結果、翌年平成20年５月、待望のカル
ガモの赤ちゃんが生まれて以降、平成21・22年度にも
赤ちゃんが誕生し、周辺住民に親しまれてきました。
　今年度は、営巣場所の清掃、観察の継続のほ
か、地域の子どもたち向けに講習会、野鳥に関する
勉強会の実 施な
ど、カルガモを通じ
た世代間交流や地
域交流の場となる
事業に取り組んで
いきます。

地区版基本計画検討プロジェクト
　本プロジェクトでは、地区版計画見直しに向けた提
言書作成の最後の詰めの作業を行っています。提言
書の提出式が、下記の日程で、一般公開で行われま
す。ご興味のある方は、当日会場までお越しください。
名 称：各地区区民参画組織提言式
日 時：7月12日（火）18：30～
会 場：区役所9階 大会議室
内 容：地区版基本計画の見直しに当たり、港区ベイエリア・パ

ワーアッププロジェクトの地区版基本計画検討プロジェ
クトでまとめた「提言書」を区に提出します。
芝、麻布、赤坂、高輪地区の区民参画
組織からも提言書を提出します。
各地区の区民参画組織の代表が
提言書の内容を説明します。

※みなとタウンフォーラム提言式
　7月14日（木）18：30～　区役所9階大会議室

応募
・

問合せ



10 べいあっぷ 11べいあっぷ

港区ベイエリア・港区ベイエリア・

芝　 浦

港　 南

7/2（土）

7/2（土）

7/2（土）

7/3（日）

7/16（土）

7/16・17（土）・（日）

7/23（土）

7/23・24（土）・（日）

7/28（木）

7/29（金）

7/29・30（金）・（土）

8/3（水）

8/4・5（木）・（金）

8/5・6（金）・（土）

8/6（土）

8/6（土）

8/6（土）

8/8（月）

8/11（木）

8/27（土）

9/17・18（土）・（日）

9/24（土）

9/26（月）

9/29（木）

10:00～16:00

9：30～10：15

午前・午後

11：00～

17：00～20：00

14：00～15：30

10:00～11:00

17：00～21：00

11:00～12:00

13：30～15：30

12：00～14：00

18：30～21：30

10:00～11:00

16：00～20：00

14：00～

13：30～15：30

10:00～11:00

セーフティ教室

プラネタリウム（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

七夕まつり

ひごろ会納涼大会

芝浦２丁目盆踊り大会

夕涼み会

夏休み子ども大会（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

芝浦まつり

打ち水大作戦

海岸２・３丁目町会盆踊り大会

琉球舞踊（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

芝浦１丁目納涼夏祭り

ガーデンパーティー

東港自治会夏まつり

和太鼓（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）

芝浦♥ハート～今私たちに出来ること～（チャリティイベント）
（問合せ：芝浦工業大学5859-7120）

主催：芝浦工業大学
場所：芝浦工業大学 芝浦キャンパス
主催：芝浦小学校
場所：体育館
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
主催：メゾン田町自治会
場所：メゾン田町駐車場
主催：ひごろ会（芝浦４丁目第２アパート自治会）
場所：芝浦４丁目第２アパート内
主催：芝浦２丁目商店会
場所：船路橋際
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・プラタナス公園
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
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庭
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：藤沢市湘南台文化センターこども館
主催：芝浦３・４丁目町会・商店会
場所：なぎさ通り
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：奥多摩キャンプ場
主催：海岸２・３丁目町会
場所：埠頭公園
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
主催：芝浦１丁目町会
場所：東京ポートボール前
主催：グランドメゾン田町自治会
場所：玄関前広場
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庭
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：東京湾
主催：東港自治会
場所：東港自治会団地内
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
主催：芝浦港南区民センター
場所：芝浦港南区民センター
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遊戯室
主催：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
場所：佐倉 草笛の丘（予定）

園庭あそび
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、事前申込み必要）
低学年バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、小学校1～3年生対象、事前申込み必要）

高学年キャンプ（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、小学校4～6年生対象、事前申込み必要）

ひとりじゃないさ区民センターファミリー
英語で遊ぼう（問合せ：芝浦港南区民センター3769-8864）
中高生お泊り会（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、中学校3年生～高校3年生対象、事前申込み必要）　

乳幼児バスハイク（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ
5443-7338、２歳～未就園児対象、事前申込み必要）　

運動あそび
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、事前申込み必要）

高齢者東京湾ナイトクルージング
（問合せ：芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ5443-7338、事前申込み必要）

水あそび
（問合せ：芝浦アイランドこども園5443-7337、事前申込み必要）

7/7（木）

7/9（土）

7/16（土）

7/18（月・祝）

7/22（金）

17:00～

8:30～11：30

9：10～11：30

8:15～17：30

七夕祭

セーフティ教室　薬物乱用防止教室

港南こども祭り

港南チャリティ・スポーツ・フェスタ

主催：フェイバリッチタワー品川自治会
場所：マンション1F　ロビー
主催：港南中学校
場所：港南中学校　高輪警察署　

主催：港南チャリティ・スポーツ・フェスタ実行委員会
場所：東京海洋大学品川キャンパス

主催：港南幼稚園
場所：港南幼稚園

7/23（土）

8/9（火）

8/26・27（金）・（土）

9/17（土）

9/23（金・祝）

9/27（火）

13：30～15：00

14：00～

8：55～11：15

11：00～15：00

10：30～11：30

金魚博士教室（問合せ：台場区民センター5500-2355）

打ち水大作戦

お台場夏まつり

お台場学園祭

第５回水辺フェスタ～地域対抗ボートレース大会

幼稚園説明会

主催：台場区民センター
場所：台場区民センター
主催：台場児童館
場所：台場児童館前

主催：お台場学園

主催：お台場夏まつり実行委員会
場所：お台場レインボー公園

主催：芝浦港南地区総合支所・水辺フェスタ実行委員会
場所：お台場海浜公園
主催：にじのはし幼稚園
場所：お台場学園視聴覚室

7/22（金）

7/22（金）

7/23・24（土）・（日）

7/27（水）

7/30（土）

8/5～8（金）～（月）

8/8～10（月）～（水）

8/20（土）

8/27（土）

8/26・27（金）・（土）

9/3（土）

9/9（金）

9/11（日）

9：00～14：00

11：45～

10：30～12：00

18：00～20：00

18：00～21：00

15:00～20：00

11：45～

8:15～17：30

芝浦水再生センター サマーフェスタ

ふれあい給食

港南町会祭礼

打ち水大作戦

港南４丁目第３アパート夏祭り

御田八幡神社祭礼

港南花火大会

都営港南４丁目自治会納涼大会

港南３丁目合同祭り

ふれあい給食

主催：こうなん保育園
場所：幼児クラス

台　 場

※日程は変更になる可能性があります。

7月30日（土）

たくさんの模擬店や
子ども向けゲームで大盛況！

8月26日（金）・27日（土）

今年15周年記念。
たくさんの催しものや
ブースが出展されます。

8月27日（土）

高浜運河に涼しげな風が
吹き渡る恒例の納涼大会！

8月6日（土）

スイカ割りや模擬店等
たくさんの人でにぎわいます！

9/3・10・17・24
10/8　毎週（土）

   8日   9：00～
10日 17：00

26日 17：00～
27日   9：00

夏季キャンプ（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
小学校3年生～高校3年生対象、事前申込み必要）

中高生館内宿泊（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
中学校3年生～高校3年生対象、事前申込み必要）

あきる野バスハイク（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
小学校1～6年生対象、事前申し込み必要）

主催：港南町会
場所：港南２丁目
主催：港南いきいきプラザ
場所：港南４丁目第３アパート敷地内
主催：港南４丁目第３アパート
場所：港南和楽公園
主催：氏子町会・神社
場所：御田八幡神社
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：千葉市少年自然の家
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：港南中学校・和楽公園
主催：都営港南４丁目自治会
場所：港南公園遊歩道
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・分室
主催：港南３丁目合同祭り実行委員会
場所：港南３丁目遊び場
主催：こうなん保育園
場所：幼児クラス
主催：港南子ども中高生プラザ
場所：あきる野市横沢入里山

26日 17：00～21：00
27日 11：30～20：00

夏祭りを
ちょっと
ご紹介

夏祭りを
ちょっと
ご紹介

（写真は昨年の様子です）

9月3日（土）

ママさん公園は
子どもたちでいっぱい！

都営港南４丁目
自治会納涼大会

港南３丁目
合同まつり

港南4丁目
第3アパート夏祭り

芝浦１丁目
納涼夏祭り

8月5日（金）・6日（土）

盆踊りやカヌー体験などが
大人気！

海岸２・３丁目町会
盆踊り大会

7月16日（土）・17日（日）

盆踊りに、模擬店に、
盛りだくさん！

芝浦2丁目
盆踊り大会

お台場夏まつり

7月29日（金）・30日（土）

芝浦地区最大級の
規模で行われます。

なぎさ通りは大にぎわい！

芝浦まつり

7月23日（土）・24日（日）

御輿渡御の後には、
たくさんのごちそう！

港南町会祭礼

5日 18：00～21：30
6日 18：00～21：00

主催：港南子ども中高生プラザ
場所：横浜市金沢自然公園

低学年バスハイク（問合せ：港南子ども中高生プラザ3450-9576、
小学校1～3年生対象、事前申込み必要）

主催：芝浦水再生センター
場所：芝浦水再生センター
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