
資料1

（住民基本台帳に基づく）

前月差 前年同月差 前月差 前年同月差 人口 世帯数 人口 世帯数

芝浦一丁目 3,432 28 108 1,886 17 48 3,404 1,869 3,324 1,838

芝浦二丁目 4,439 28 845 2,652 13 420 4,411 2,639 3,594 2,232

芝浦三丁目 2,101 19 8 1,267 12 2 2,082 1,255 2,093 1,265

芝浦四丁目 16,902 11 ▲ 98 8,306 1 56 16,891 8,305 17,000 8,250

海岸二丁目 1,301 ▲ 7 14 741 ▲ 5 8 1,308 746 1,287 733

海岸三丁目 3,980 3 197 2,818 ▲ 3 194 3,977 2,821 3,783 2,624

芝浦・海岸計 32,155 82 1,074 17,670 35 728 32,073 17,635 31,081 16,942

港南一丁目 359 ▲ 3 ▲ 5 209 ▲ 2 ▲ 8 362 211 364 217

港南二丁目 2,646 20 47 1,389 15 51 2,626 1,374 2,599 1,338

港南三丁目 6,410 ▲ 2 ▲ 29 3,035 4 34 6,412 3,031 6,439 3,001

港南四丁目 10,804 70 43 4,991 54 66 10,734 4,937 10,761 4,925

港南五丁目 547 1 ▲ 10 331 2 ▲ 6 546 329 557 337

港南計 20,766 86 46 9,955 73 137 20,680 9,882 20,720 9,818

台場一丁目 4,562 6 ▲ 7 2,085 6 31 4,556 2,079 4,569 2,054

台場二丁目 966 2 19 460 3 10 964 457 947 450

台場計 5,528 8 12 2,545 9 41 5,520 2,536 5,516 2,504

地区計 58,449 176 1,132 30,170 117 906 58,273 30,053 57,317 29,264

港区総数 261,624 341 3,982 149,473 307 3,225 261,283 149,166 257,642 146,248

※世帯数については日本人のみ集計

　　　　　　　　　　令和4年11月　　芝浦港南地区の人口・世帯数　　　　　                 

前年同月（令和3年11月）
町・丁 人口 世帯数

前月（令和4年10月）



 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比

芝浦一丁目 3,432 636 18.5% 2,583 75.3% 213 6.2%

芝浦二丁目 4,439 609 13.7% 3,285 74.0% 545 12.3%

芝浦三丁目 2,101 282 13.4% 1,513 72.0% 306 14.6%

芝浦四丁目 16,902 3,093 18.3% 11,698 69.2% 2,111 12.5%

海岸二丁目 1,301 198 15.2% 1,019 78.3% 84 6.5%

海岸三丁目 3,980 351 8.8% 3,274 82.3% 355 8.9%

芝浦・海岸計 32,155 5,169 16.1% 23,372 72.7% 3,614 11.2%

港南一丁目 359 50 13.9% 296 82.5% 13 3.6%

港南二丁目 2,646 374 14.1% 1,827 69.0% 445 16.8%

港南三丁目 6,410 1,072 16.7% 4,429 69.1% 909 14.2%

港南四丁目 10,804 2,014 18.6% 6,831 63.2% 1,959 18.1%

港南五丁目 547 69 12.6% 376 68.7% 102 18.6%

港南計 20,766 3,579 17.2% 13,759 66.3% 3,428 16.5%

台場一丁目 4,562 732 16.0% 3,231 70.8% 599 13.1%

台場二丁目 966 131 13.6% 719 74.4% 116 12.0%

台場計 5,528 863 15.6% 3,950 71.5% 715 12.9%

地区計 58,449 9,611 16.4% 41,081 70.3% 7,757 13.3%

港区総数 261,624 35,688 13.6% 181,332 69.3% 44,604 17.0%

　　　　　　　　　　令和4年11月　　芝浦港南地区の人口・世帯数　　　　　                 

町・丁 人口

年少人口
（０～14歳）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）



「Team お台場海苔づくり事務局」 芝浦港南地区総合支所協働推進課台場担当申込み・問合せ先

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況、海苔の生育状況及び潮位の関係で日程や時間等を変更する場合があります。
※ 海上での作業を希望される方には、ドライスーツ等を貸し出します。
※ 参加の際は、事前の体調確認、マスク着用等が必要です。
※ 上記スケジュールのほかに海苔の生育確認等の活動を週1回程度実施（ 参加は任意） します。

T e a ｍ お台 場
海 苔 づ く り

サポート メ ンバー募集

03-5500-2365
受付時間 8: 30～17: 00（ 土日、祝日を除く）

03-5500-2366FAX

募集概要

12/17（ 土） 8: 30～12: 00

１ /14（ 土） 8: 30～12: 00

１ /28（ 土） 8: 30～12: 00

※

TEL 03-5500-23652

FAX 03-5500-23663

1

TEL

事前学習会（ 参加は任意）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 令和４年１２月号 
港区立小中一貫教育校 

お台場学園 
〒135-0091 港区台場 1-1-5 

小学校 03-5500-2572 
中学校 03-5500-2575 

【１１月ふれあい月間を終えて】 

 先月は学校におけるいじめ等の問題行動や不登校等への早期発見・早期対応、未然防止につながる取組を実
施する『ふれあい月間』でした。校内では６月に引き続き生徒会・代表委員会を中心にあいさつ運動が行われまし

た。小学校では元気な挨拶をするともらえるシールを各教室の『あいさつの木』に貼っていく取り組みが行われ、挨

拶をしようと意識する子が多くいました。また、爽やかな挨拶ができた児童が昼の放送で発表されると、どの子も嬉

しそうにする様子が見られました。中学校では毎月の学校生活アンケートよりも項目を増やし、より自分と向き合う
とともに他との関わりについてじっくり考える時間を設けました。また、言われて嬉しかった・不快だった言葉を共有
することで、新たな気づきがあり、「言葉」について深く考えるきっかけになりました。 

コロナ禍においても人とのつながりを大事にし、児童・生徒の悩みに心から寄り添った指導を継続していきます。 
（生活指導主任 内藤真由子・青山麻希） 

マイケル・ファラデーのこと 
校長 大島 一浩 

私は中学校で理科を担当していました。教科書には

多くの科学者が登場しますが、「最も尊敬する科学者

は？」と問われた時にはいつも「マイケル・ファラデーで

す」と答えていました。ファラデーの時代にノーベル賞

があれば、少なくとも６つは受賞したと評価されている

イギリスの科学者です。 

田舎から出てきたファラデーの家は貧しく、子ども時

代のファラデーはほとんど学校へ行くことができません

でした。その後、製本所へ奉公に行くことになり、そこで

仕事の合間に本の中身を読むことができました。数多

くの本を読むうちに科学への関心が強まり、特に電気

に興味を持つようになりました。彼は絵が非常に上手

く、科学系の本にある実験装置などを正確に書き写し

たといわれています。ファラデーは、当時有名だった化

学者ハンフリー・デービーの講演を何度も聴講し、講演

を記録した 300 枚のノートをデービーに送りました。そ

れを読んで感心したデービーは、ファラデーを見習い

助手として採用しました。ここから、ファラデーは様々な

分野で研究を進め、業績を上げていきます。例えば、学

校の理科室にあるガスバーナーの原型はファラデーが

発明したものです。世界で初めて発電機やモーターを

作ったのもファラデーです。最も有名なのは、電気と磁

気についての研究です。「電磁誘導」という現象を発見

しました。発電所から各家庭までの効率的な送電方法

や IC カード、IH 調理器具など、現在、この現象が応用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

されているものは身の回りに数多くあり、日常的に私た

ちが何気なく利用しています。 

しかし、私がすごいと思うところはここからです。ファ

ラデーは、毎年クリスマスの時期に、子どもたちを研究

所に招き、目の前で実験を見せながら科学の講演を始

めました。クリスマス・レクチャーと呼ばれるもので、「ロ

ウソクの科学」として書籍に残っているのもが有名で

す。ファラデーの没後も他の科学者達が引継ぎ、今日

まで 160 年以上続く歴史があります。クリスマス・レク

チャーの講演者に選ばれることは科学者の名誉です。

この講演がきっかけで科学者にあこがれる子供も多い

ことでしょう（半年後の夏休みに日本の子ども達向け

にも行っています。）日本では、「クリスマスだから何か

プレゼントをもらえる」ことが当たり前の習慣になって

いますが、ファラデーのように、「クリスマスだから、他の

人に何かしてあげよう」という考え方や実践が広まるの

もいいなあと思います。 

12 月 4 日〜10 日は人権週間です。国連の「子ど

もの権利条約」は、子どもの基本的人権を国際的に保

障すると定めています。子どもには、勉強したり遊んだ

りして、もって生まれた能力を十分に伸 

ばしながら成長できる権利があります。 

科学に興味をもったファラデーが研究に 

打ち込めたように、子ども達一人一人が 

好きなことをあきらめないような環境の 

整備は大切だと思います。 

 

 

 

 

 

 



図書委員会より 
小学校図書委員会では、先生方におすすめの本をイ

ンタビューしたものや図書委員会がおすすめする本の

紹介を図書ゾーンに掲示しました。また、本の返却の仕

方や棚への戻し方を動画にし、各クラスで視聴してもら

いました。図書の正しい利用の仕方が広まるよう、活動

しています。 

中学校図書委員会では、おすすめ本紹介のほかに、

新着図書を紹介する「気になる本紹介」を行い、図書だ

よりを発行しました。また、年に２回にじのはし幼稚園で

絵本の読み聞かせを行っています。 

       （図書委員会  鈴木亜希子・田中彩英子）  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【１２月の主な行事】 

 １日 （木） 個人面談（小学校） ～２日（金） 
 ３日 （土） お台場マラソン 
 ５日 （月） 子どもサミット（５、８年） 

個人面談（中学校） ～９日（金） 
６日 （火） 音楽鑑賞教室（９年） 

１３日 （火） 避難訓練 
１５日 （木） 私立高校入試相談（９年） 
１７日 （土） 海苔ひび立て  

セーフティ教室 薬物乱用防止教室 
２２日 （木） 給食終 
２３日 （金） ２学期終業式 
２６日 （月） 冬期休業 ～１/６日（金） 

１/１０日 （水） ３学期始業式 

 

 

８学年より 
 ８年生は、学習成果発表会（舞台の部）で劇「絵の国のアリス」に取り組みました。 

６月ごろから有志を募り、劇の取り組み方やオリジナル脚本にチャレンジすることな 

どを話し合って決めました。９月には職場体験、中間考査などがあり、脚本が全員 

の手元にわたったのは舞台発表まであと３週間というところでした。時間のない中 

でしたが、係ごとに一生懸命考えて話し合い、最高の舞台発表を創り上げることが 
できました。 

 そして、学習成果発表会の１週間後には鎌倉校外学習がありました。７年生のとき 

の上野公園から範囲を広げ、鎌倉市内で班行動をしました。昼食を含めた行程を事 

前に班で話し合い、当日は行程通りに行動できるように班ごとに力を合わせ、たくさ 

んのことを学び、充実した校外学習になりました。 

                                        ２学期のさまざまな学校行事を通して、思いやりの気持ち
や協力することの大切さを学び、さらに成長することができ

ました。今後もたくさんのことに挑戦し、素敵な最高学年を

目指していきたいと思います。   （第８学年 田中彩英子） 

給食委員会より 
給食委員会では、毎日の給食の始めと終わりのあい

さつや、週末に給食当番が白衣を持ち帰るように呼び

かけるなど、当番活動も含め、児童生徒全員にとって給

食の時間が充実できるよう、活動しています。 

小学校は、１０月１６日の世界食糧デーに合わせて、

自分が食べられる量を知ることや残菜を少しでも減ら

すことを目標にした「残菜を減らそうキャンペーン」を行

いました。今後も動画やポスターなどで、楽しい給食の

時間を過ごせるよう活動を続けていきます。 

中学校の給食委員会では、毎月１回、委員会新聞

「LunchTimes」を発行し、「食の楽しさや大切さを伝

えよう。」を目標に、活動していきます。 

（給食委員会 上野麻奈美・紺田夏生・山本真記子・緒方亜紀穂）  

【スクールカウンセラー 相談曜日】 

○青木 理惠子 火曜日（小学校）            

○吉原  道代  金曜日（小・中学校）         

○原   由美子 月曜日（中学校）  

 

電話連絡先 

●小学校  03-5500-2572  

●中学校  03-5500-2575 



 

 

  

 

 

 

 早いも ので今年も いよ いよ 最後の月と なり まし た。２ 学期の園生活も 残り わずかですが、

子ども たち の成長や年末を 感じ る 『 にじ っ こ 劇場』 や『 も ち つき 』 など の楽し い行事があ

り ます。 寒さ が増し ま すが、 薄着で元気に体を 動かし 丈夫な体作り を し 、 ２ 学期を 終える

こ と ができ る よ う ご協力を お願いいたし ま す。  

 

本園は、幼児の主体性を重視した保育の中で、幼児に感動体験を積み重ね、豊かな

感性や創造性、思考力を育んでいます。 

 

 

 

 

 

幼児は絵本や物語を 見たり 聞いたり し たこ と を 、 自分の経験と 結び付けながら 、 想像し

たり 表現し たり し て楽し みます。 幼稚園で先生や友達と 一緒に見たり 聞いたり する と き に

は、 皆で同じ 世界を 共有する 楽し さ や心を 通わせる 一体感など を 感じ ます。  

幼稚園では先生や友達の興味や関心のある 題材を 選ぶため、 幅が広がり ます。 家庭では

触れない内容に触れる こ と で、 幼児は新し い世界に興味や関心を 広げていき ます。  

絵本や物語、 紙芝居を 通し て、 自分の生活し ている 世界し か知ら ない幼児は、 様々なこ

と を 想像する 楽し みと 出会います。 登場人物になり き る こ と によ り 、 今ま で知ら なかっ た

未知の世界に出会う こ と ができ 、 想像上の世界に思いを 巡ら し ま す。「 なぜ」「 ど う し て」

と 不思議さ を 感じ たり 、「 わく わく 」「 どき どき 」 し て驚いたり 、 感動し たり し ます。 また、

悲し みや悔し さ など 様々な気持ち に触れ、 他者の痛みや思いを 知る 機会にも なり ま す。  

幼児期には絵本や物語の世界に浸る 体験が大切です。 幼児は様々にイ メ ージを 膨ら ませ

ながら 物語の世界へと 入り 込み、 自己の内的世界を 広げていき ま す。 言葉が豊かになり 、

表現力、 思考力、 想像力、 コ ミ ュ ニケーショ ン 力が育まれま す。  

『 にじ っ こ 劇場』 では、 先生や友達と 一緒にお話の世界を 楽し みながら 、 役になり き っ

て言葉を 言っ たり 、 生き 生き と 動いたり する 姿を ご覧く ださ い。 幼児が物語の登場人物の

思いに気付き 、 自分なり に様々に表現し て楽し んだり 、 幼児同士の表現が影響し 合い、 よ

り 一層豊かな表現になっ ている こ と を 感じ ていただける こ と と 思いま す。  

ご家庭でも 親子でお話の世界を 楽し んでいますか。 おう ち の方の温かい膝の上で絵本の

読んでも ら う と 、 お子さ んは「 愛さ れている 」 と 感じ ま す。 お子さ んと 絵本の話について

感動を 分かち 合い、共に楽し さ やお話の世界を 感じ 合う と「 親子の共通体験」 と なり ま す。

絵本に描かれている 内容を お子さ んが自分の中に取り 入れる と 、 お子さ んが自分自身を 素

晴ら し いと 思える 、 自分を ポジティ ブに認める こ と ができ る 「 自尊体験」 につながる こ と

も あり ま す。 親子だから こ その読み聞かせでの体験です。  

今学期も ご理解・ ご 協力あり がと う ござ いま し た。 よ い年末年始を お過ご し く ださ い。 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 号 

港区立にじのはし幼稚園 

園 長   石 川 典 子 

教員の日常的な読み聞かせやパネルシアター等や、外部講師による「お話会」を開催し、 

幼児が多様な題材や語りに触れることができるようにしています。 

幼児は、絵本や物語に親しみ、言葉に興味や関心をもち、想像する楽しさを味わいます。 

              （幼稚園経営計画    ４ 経営の重点の今年度の主な取り組み より） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜幼稚園カウンセラー相談日＞ ２日（金）、１６日（金） 

 カウンセラー ： 小倉 久里子 先生 

相談のある方は担任または主任まで気軽にお知ら せく ださ い。 子育てや保護者の方ご自身のこ と などを 

相談でき ます。  

＜特別支援アドバイザー来園日＞ １５日（木） 

アドバイザー ： 林 恵津子 先生 

 教員が幼児の発達について学びます。  

 

１２月の学年のねらい  毎月指導をする上で大切にしていることをお伝えします。 

 

☆ことり組☆  

○教師や学級の友達と一緒に活動する楽しさを感じながら、自分なりの表現を楽しむ。 

○自分の思いやイメージを言葉や動きで表しながら遊ぶ楽しさを感じる。 

○季節の行事や季節を感じる歌や絵本に親しむ。（餅つき、クリスマス、大掃除、お正月など） 

♪今月のうた やったー！サンタがやってくる 

 

☆かもめ組☆ 

○自分と相手の思いの違いに気付き、相手の思いにも耳を傾けながら友達と関わることを楽しむ。 

○友達とのつながりを感じながら遊びや学級での活動に取り組み、やりとりをしたり一緒に動いたりして 

進める楽しさを感じる。 

○身支度、片付け、衣服の調節など、生活に必要なことに自分から気付いて取り組もうとする。 

♪今月のうた あわてんぼうのサンタクロース 

 

☆いるか組☆  

○1 日の生活に見通しをもち、友達と声を掛け合い、自分たちで遊びや生活を進めようとする。 

○共通の目的に向けて、友達と互いに思いや考えを伝え合ったり、受け入れ合ったりしてつながりを感じ 

ながら取り組み、やり遂げた達成感や充実感を味わう。 

○年末年始の行事に興味をもち、由来や習わしを知り、自分たちの遊びや生活に 

取り入れたり、友達と一緒に伝承遊びを楽しんだりする。 

♪今月のうた １２がつだもん 

 

 

＜安全指導＞ １日（木） 

今月は、 寒い日でも 元気に外で遊び健康に過ごせるよう 、 冬の健康な生活の仕方について指導し ま

す。厚着をし すぎないこ と や、袖やポケッ ト の中に手を入れていると 、転んだと きに危ないこ と などに

ついても 知ら せます。 ご家庭でも お子さ んにお声掛けく ださ い。  

外で遊ぶと き の上着については担任より お知ら せし ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

園行事 幼稚園にくる時間 Drop off time 

＜にこにこクラブからのお知らせ＞ 

○ にこにこクラブ１月分一時利用申込み 

申込期間 １２月１日(木)～６日(火) ８：５０～１６：４５ ＊電話での申込みはできません。       

      ＊申込み票に利用希望日を記入し て、 職員室受付台のポスト に入れてく ださ い。  

       ＊申込み期間を 過ぎても 随時申込みが可能です。（ その場合は先着順での受付と なり ます。）  

抽選日  １２月７日(水） 

      ＊申込み者が定員を 超えた場合、 抽選を 行います。  

＊抽選の結果は、 お渡し する「 サポート 保育申込み票」 の「 申込み状況」 を ご確認く ださ い。  

◎定員に達し 利用でき ない場合にも 、「 申込み状況」 にキャ ンセル待ち番号を 書いて返却し ます。  

 キャ ンセルが出た場合はキャ ンセル待ちの番号順に利用可能のお知ら せを し ます。  

 ◎初めてにこ にこ ク ラ ブを 利用さ れる場合は、 申し 込みの前に必ず担任にご相談く ださ い。  

◎前日の申込みまたはキャ ンセルは、申込み票をポスト に入れずに、主任または職員室職員に直接お渡し く

く ださ い。  利用の可否を その場でお知ら せし ます。  

 

一時利用券の販売について 

下記の時間帯に販売を 行います。 安全管理上、 お子さ んを 送っ た後、 または、 お迎え前にお願いし ます。  

[  販売時間： 毎週木曜日 ９ ： ０ ０ ～１ １ ： ０ ０ 、 １ ３ ： １ ５ ～１ ３ ： ４ ５  ]  

＜誕生会 １２月生まれ＞ １５日（木） 12 月生まれの誕生児をみんなでお祝いし ます。  

＊ 誕生児の保護者の方はご出席く ださ い。     

＊ 時間と 場所 かも め組・ いるか組  ９ ： ２ ０ ～  みんなの部屋 

＊ 時間と 場所 こ と り 組            １ ３ ： ０ ０ ～   こ と り 組保育室 

   

☆第４回 お台場アカデミー学校運営協議会が開催されました☆ 
 

11 月１６日（水）に、第４回 お台場アカデミー学校運営協議会が開催されました。今回はお台場学園港陽小学校３・

４年生担任の教員から各学級の様子や学級経営、地域との関わりについてお話がありました。委員の方からは、子ど

もたちの学びや成長を後押ししたい、教員の力になりたい、学校に開かれた地域でありたいと心強いお言葉をいただ

きました。また本園の園児募集についても、園児数増に向けた周知の方法にご助言をいただき、早速、ポスターの掲

示等にご協力を頂いています。 

その他協議会の議題は下記のとおりです。 

（１）地域学校協働（海苔づくりチーム）について    （２）学校（幼稚園）評価の項目について    

幼稚園評価に付きましては、にじっこ劇場前の保護者会で園長よりご説明いたします。みなさんご出席ください。 

次回の学校運営協議会は、１月 1９日（木）を予定しています。傍聴を希望される方は、主任までお申し出ください。 

＜避難訓練＞ １３日（火） 

お台場学園で大き な火災が発生し た想定で、 園庭に一次避難、 レ イ ンボー公園に二次避難をする訓

練を行います。煙を吸わないために、ハンカ チで口と 鼻を覆う こ と を知ら せます。災害時に備える意味

でも 、 毎日、 ポケッ ト にハンカ チと ティ ッ シュ を入れて登園するこ と をお子さ んと 一緒に改めて確認

し まし ょ う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 



日 曜 

 
曜日：午前保育・弁当なし（No lunch） 

★：保護者参加行事(Parents are supposed to participate.) 
＊よく読んで準備してください。 

幼稚園にくる時間 Drop off time 
8：50～9：00 

迎えに来る時間 Pick up time 

ことり 
kotori 

かもめ 
kamome 

いるか 
iruka 

にこにこ 
nikoniko 

1 木 安全指導 詳しくは前ページをご覧ください。 13:30 13:40 13:50 16：30 

2 金 ＰＴＡ役員会 ハイブリッド開催です。 13:30 13:40 13:50 16：30 

3 土       

4 日       

5 月   13:30 13:40 13:50 16：30 

6 火 
ことり組 

にじっこ劇場・保護者会  

詳しくは11/22に配信した手紙をご

覧ください。 
13:30 13:40 13:50 16：30 

7 水 

かもめ組 

にじっこ劇場・保護者会 

詳しくは11/22に配信した手紙をご

覧ください。 

11：30 11：40 11：50  午前保育 教員が区の研究発表会に参加しま

す。降園時刻の変更にご理解ご協

力をお願いします 

8 木 体重測定（ことり）  13:30 13:40 13:50 16：30 

9 金 

いるか組 

にじっこ劇場・保護者会 

詳しくは11/22に配信した手紙をご

覧ください。 13:30 13:40 13:50 16：30 
体重測定（かもめ）  

10 土       

11 日       

12 月 

赤十字募金 

体重測定（いるか） 

１円玉（５円玉、１０円玉も OK!）

使用済み切手やプリペイドカード

などをお持ちください。幼稚園玄

関前で集めます。 

13:30 13:40 13:50 16:30 

13 火 

避難訓練 詳しくは前ページをご覧ください。 

11：30 11：40 11：50  
午前保育 

 

令和５年度新入園児の健康診断の

ため、午前保育とさせていただき

ます。ご理解ご協力をお願いいた

します。 

14 水 

午前保育 港区の研究発表会に職員が参加し

ます。ご理解ご協力をお願いいた

します。 

11：30 11：40 11：50  

15 木 

誕生会 12 月の誕生児の保護者の方はご参

加ください。詳しくは前ページを

ご覧ください。 

13:30 13:40 13:50 16:30 

16 金 

にこにこクラブ懇談会 サポート保育を利用されている方

はみなさんご参加ください。みん

なの部屋で 16：00～行います。 

13:30 13:40 13:50 16:30 

17 土       

18 日       

19 月 
ＰＴＡ総会 書面開催です。コドモンで配信を

します。 
13:30 13:40 13:50 16:30 

20 火 

もちつき前日準備 いるか組が米とぎをします。エプ

ロン・三角巾を持ってきましょ

う。爪は短く切っておきましょ

う。 

13:30 13:40 13:50 16:30 



日 曜 

園行事 
曜日：午前保育・弁当なし（No lunch） 

★：保護者参加行事(Parents are supposed to 
participate.) 

＊よく読んで準備してください。 

幼稚園にくる時間 Drop off time 
8：50～9：00 

迎えに来る時間 Pick up time 
ことり 

kotori 
かもめ 
kamome 

いるか 
iruka 

にこにこ 
nikoniko 

21 水 

もちつき 

午前保育（にこにこ有） 

感染症予防に配慮し実施します。

詳しくは、後日配布します手紙を

ご覧ください。にこにこクラブを

利用される方は弁当を持たせてく

ださい。 

11:30 11:40 11:50 16:30 

22 木   13:30 13:40 13:50 16:30 

23 金 
終業式 

午前保育 

 
11:30 11:40 11:50  

24 土       

25 日       

26 月 冬季休業日始      

1/ 

９ 
月 

成人の日 

冬季休業日終 

 
    

10 火 

始業式  

午前保育 

始業式への保護者の参加はありま

せん。後日配信します冬休みのし

おりを見てご準備ください。 

11:30 11:40 11:50  

11 水 

赤十字募金  

11:30 11:40 11:50  鏡開き 

午前保育 

鏡開きをして全学年であられをい

ただきます。 

12 木 

安全指導  

13:30 13:40 13:50 16:30 学級懇談会（いるか） 12:40～13:30  

身体測定（ことり）  

13 金 学級懇談会（かもめ） 12:40～13:30 13:30 13:40 13:50 16:30 

14 土       

15 日       

16 月 学級懇談会（ことり） 9:10～10:00 13:30 13:40 13:50 16:30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜１月の保護者参加行事＞ 

１２日（木）    学級懇談会（いるか組） 

１３日（金）    学級懇談会（かもめ組） 

１６日（月）    学級懇談会（ことり組） 

２０日（金）   誕生会（１月誕生児保護者のみ） 

２３日（月）～  個人面談（希望者） 
 

＜午前保育日＞ 

１０日（火）、１１日（水）、２４(火)、２５（水） 

 

＜登園時刻変更日＞ 

３１日（火） かもめ組・いるか組のみ １０：００登園 

 

＜１月のサポート保育休止日＞ 

＊にこにこクラブがお休みの日です。 

1０日（火）、1１日（水）、２４日（火）、 

2５日（水） 

 



 

台場地区クリーンアップ・みなとタバコルールキャンペーン 

参加確認票 

 

 港区芝浦港南地区総合支所協働推進課 

芝浦港南・安全美化協議会事務局（望月）行き 

 

 

 

 

令和４年１２月１日（木）までにご回答くださるようにお願いいたします。 

 

 

日時：令和４年１２月８日（木） ※雨天時は１２月９日（金）午後３時から午後４時まで 
集合場所：台場区⺠センター（台場コミュニティーぷらざ）２Ｆ台場分室⼊⼝前 
集合時間：午後３時 
 

参加可否 ご出席 ／ ご欠席 人数           名 

団 体 名  

連絡ご担当者様 

氏名 
 

ご連絡先  

【 TEL 】03-6400-0031 【 FAX 】03-5445-4590 

【 E-MAIL 】minato82@city.minato.tokyo.jp 

mailto:minato82@city.minato.tokyo.jp

