
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

2011201120112011 年年年年 1111 月月月月    

☆☆ 品川区イズ ☆☆ 

品川区の「タイガーマスク」 
漫画「ﾀｲｶﾞｰﾏｽｸ」の主人公「伊達直人」な
どを名乗った寄付は、都が把握したもので
59 件あります（1/14 まで）。品川区品川区品川区品川区内内内内のののの都都都都
立立立立児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所（（（（北品川北品川北品川北品川））））にもにもにもにもクレヨンクレヨンクレヨンクレヨン 15151515
箱箱箱箱、、、、色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆４４４４ケースケースケースケースののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントがががが。。。。さてさてさてさて、、、、
このこのこのこの送送送送りりりり主主主主はははは、、、、何何何何とととと名乗名乗名乗名乗ったでしょうかったでしょうかったでしょうかったでしょうか？？？？    

（参考：朝日新聞 1/15） 
①２代目タイガーマスク 
②西麻布のタイガーマスク 
③浦安のタイガーマスク 
④タイガーマスク＆ 

アントニオイノキ 
⑤月光仮面 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail：takahashi-shinji@spa.nifty.com 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：品川区品川区品川区品川区    高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじ    検索 
☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。 
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。 
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。 
 

高 事橋しんじ 務所 
若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、

早稲田実業高、早稲田大学（政経学部政治
学科 専攻は地方行政）・同大学院博士課程
で学ぶ。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、都立日比谷高・青山
高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。 
平成 19 年４月 無所属・新人として 
2541 票の支持をいただき初当選！ 
『『『『議員力検定議員力検定議員力検定議員力検定１１１１級級級級』』』』合格合格合格合格（（（（22222222 年年年年 12121212 月月月月））））    
 ☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋高橋高橋高橋しんじしんじしんじしんじプロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

 
しがらみのない無所属 

 ちょっとした話ながわ 

止まらぬ「タイガーマスク」 
 都は、14 日、「伊達直人」を名乗った寄付が新
に 20 件確認されたと発表。品川区品川区品川区品川区内内内内ではではではでは、、、、児童児童児童児童
養護施設養護施設養護施設養護施設（（（（旗旗旗旗のののの台台台台））））にににに「「「「伊達直人伊達直人伊達直人伊達直人」」」」がががが 11111111 日日日日にににに現現現現
金金金金１１１１万円万円万円万円、、、、12121212 日日日日ににににランドセルランドセルランドセルランドセル 10101010 個個個個、、、、またまたまたまた、、、、都都都都
立立立立児童相談所児童相談所児童相談所児童相談所（（（（北品川北品川北品川北品川））））へへへへもあるもあるもあるもある人物人物人物人物からからからからクレクレクレクレ
ヨンヨンヨンヨン 15151515 箱箱箱箱とととと色鉛筆色鉛筆色鉛筆色鉛筆４４４４ケースケースケースケースががががプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントされされされされ
たたたた。。。。（（（（『『『『しながわしながわしながわしながわ区区区区イズイズイズイズ』』』』参照参照参照参照））））    

また、青森県大間町の漁師は、111 ㌔のマグロ
1 本を築地市場で 75 万円で売り、その半額を新
宿区の児童相談センターに寄付。もう半額は、
県内施設に寄付する。  （朝日新聞 1/15 など）
☆一過性一過性一過性一過性ののののﾌﾌﾌﾌﾞ゙゙゙ｰﾑｰﾑｰﾑｰﾑにににに終終終終わらずわらずわらずわらず、、、、常常常常にににに社会的弱者社会的弱者社会的弱者社会的弱者へへへへ

のののの視点視点視点視点をををを持持持持つつつつ契機契機契機契機となることをとなることをとなることをとなることを切望切望切望切望しますしますしますします。。。。 
◇児童養護施設とは？◇ 
《《《《入所対象入所対象入所対象入所対象》》》》    

父母と死別、遺棄、長期にわた 
り心身に障害があるなど、保護 
者の監護を受けられない児童や 
保護者がいても虐待されている 
児童などを養育します。 

《《《《養育内容養育内容養育内容養育内容》》》》    
家庭的環境のなかでの生活・学習・運動など
の指導、小学校・中学校・高等学校への通学、
各種学校などへの通学（中学校卒 
業児童）を行ない、自立を支援す 
る児童福祉施設です。都内には、 
約 50 ヶ所あります。 

品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員品川区議会議員    
    無所属無所属無所属無所属    

高橋高橋高橋高橋    しんじしんじしんじしんじ    

No.162 

 
 ズ
自由が丘駅はもともと○○駅… 

 東急線の自由が丘駅は、もともと何と名付
けられていたかご存知ですか？ 

同駅は、1927（昭和２）年に東横線開通
で開業。すぐそばの世田谷区奥沢にある浄浄浄浄
真寺真寺真寺真寺の最寄り駅で同寺に安置されている九
体の阿弥陀如来像の総称の九品仏にちなん
で「「「「九品仏九品仏九品仏九品仏（（（（くほんぶつくほんぶつくほんぶつくほんぶつ））））駅駅駅駅」」」」と名付けら
れました。1929 年に大井町線敷設で同寺の
より近くに新駅が出来（現在 
の九品仏駅）、「九品仏」の名 
を譲り、古い地名にちなみ 
「「「「衾衾衾衾（（（（ふすまふすまふすまふすま））））駅駅駅駅」」」」と改名 
される予定でした。 

それに対し、地元住民は 
1927 年に駅近くに開校した学園の名を取っ
て「「「「自由自由自由自由ヶヶヶヶ丘丘丘丘にににに」」」」と切望し、採用されまし
た。1966 年に「ケ」が「が」となり、現在
に至ります。1932 年には、「じゆうがおか」
は町名としても認可されました。     

（参考：東京新聞 2011/1/15）
☆「「「「衾衾衾衾（（（（ふすまふすまふすまふすま））））駅駅駅駅」」」」だったらだったらだったらだったら今今今今のようなのようなのようなのような

おしゃれなおしゃれなおしゃれなおしゃれな街街街街ののののｲﾒｰｼｲﾒｰｼｲﾒｰｼｲﾒｰｼﾞ゙゙゙にににになっていたでしなっていたでしなっていたでしなっていたでし
ょうかょうかょうかょうか？？？？名称名称名称名称はははは、、、、ｲﾒｰｼｲﾒｰｼｲﾒｰｼｲﾒｰｼﾞ゙゙゙作作作作りにりにりにりに重要重要重要重要ですですですです。。。。

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月・水 ＪＲ大井町駅前 
火 京急青物横丁駅前 
木 ＪＲ大森駅前  
金 京急立会川駅前 
☆ 各 7:00-9:30 頃 

◎『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をお配りしています。 
◎議会等の事情で変更する場合があります。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝朝朝朝、、、、駅前駅前駅前駅前にいますにいますにいますにいます！！！！

 

 
 

 
 
発行所 品川区議会無所属クラブ 
発行者 高橋慎司（副幹事長） 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ６階 
Tel 03-5742-6864  Fax 03-3772-8878 

☆☆☆☆区政区政区政区政へのごへのごへのごへのご要望要望要望要望をおをおをおをお寄寄寄寄せせせせ下下下下さいさいさいさい！！！！！！！！    

☆☆☆☆ごごごご希望希望希望希望のののの方方方方にににに『『『『区政報告区政報告区政報告区政報告』』』』をおをおをおをお届届届届けけけけ((((郵郵郵郵

送他送他送他送他))))いたしますいたしますいたしますいたします。。。。ごごごご連絡連絡連絡連絡くださいくださいくださいください。。。。    

クイズクイズクイズクイズのののの答答答答ええええ::::②②②② 詳細は、『ち
ょっとした話ながわ』を参照下
さい。①足立区、③葛飾区、④
青梅市、⑤中野区のそれぞれ「タ
イガーマスク」（？）です。他に
は、「ﾚｲﾝﾎﾞｰﾏﾝ」「伊達正宗」「伊
達直子」など様々な寄付者が…。

 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『デートデートデートデートＤＶＤＶＤＶＤＶとととと学校学校学校学校－－－－あしたがあるあしたがあるあしたがあるあしたがある』』』』    

（（（（編著編著編著編著    高橋裕子高橋裕子高橋裕子高橋裕子    ｴｲﾃｴｲﾃｴｲﾃｴｲﾃﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ研究所研究所研究所研究所 1333133313331333 円円円円））））
 「デートＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸ・ﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）とは、
⇒親親親親しいしいしいしい間柄間柄間柄間柄でででで相手相手相手相手のののの拘束拘束拘束拘束によりによりによりにより自分自分自分自分のののの意意意意
思思思思などをなどをなどをなどを見失見失見失見失っているっているっているっている状態状態状態状態でででで、、、、それをそれをそれをそれを恋愛恋愛恋愛恋愛とととと
思思思思いいいい込込込込んでいることんでいることんでいることんでいること」とあります。著者は、
25 年の養護教諭（保健の先生）経験があるの
で、学校現場（若者の恋愛関係）のﾘｱﾙな状
況が読み取れます。学校でだけで 
なく、「大人」が読んで子どもに 
伝えたい内容です。 

 

中学校 

（一部） 

23 年度 

入学予定数 

22 年度 

入学者数 

東海東海東海東海    １６０ ８１ 

城南城南城南城南    １７３ ７３ 

日野日野日野日野                    ※※※※    ２６０ １１８ 

浜川浜川浜川浜川    ８４ ６７ 

伊藤伊藤伊藤伊藤                    ※※※※    ３３５ １８２ 

鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森森森森    ９１ １０９ 

八潮学園八潮学園八潮学園八潮学園    ※※※※    ７０ ７９ 

 

【小学校 38 校】※は小中一貫校 【中学校 15 校】※は小中一貫校 

◎23 年度区立小学校入学予定者数は、2395 人
（22 年度 2340 人）。中学校入学予定者数は、
2208 人（2044 人）。平成 23 年４月までに国・
私立入学者や転居者等で変動があります。 

    
≪≪≪≪学校選択性学校選択性学校選択性学校選択性≫≫≫≫    
【【【【小学校小学校小学校小学校】】】】区内 38 校を 4 つのブロック（1 品川・

大崎、2 大井・八潮、3 荏原西、4 荏原東）
に分け、通学区域が属するブロック内から入
学したい学校を希望できます。 
【【【【中学校中学校中学校中学校】】】】区内 15 校から入学 
  したい学校を希望できます。 

小学校 

（一部） 

23 年度 

入学予定数 

22 年度 

入学者数 

大井第一大井第一大井第一大井第一    １２０ １２４ 

山中山中山中山中    ６３ ５１ 

鮫浜鮫浜鮫浜鮫浜    ２９ １７ 

立会立会立会立会    １０８ １０７ 

浜川浜川浜川浜川    ５８ ４１ 

伊藤伊藤伊藤伊藤    ７３ ６２ 

鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森森森森    ９１ ８１ 

城南城南城南城南    ６０ ４８ 

城南第二城南第二城南第二城南第二    ９０ １０４ 

原原原原（（（（伊藤学園伊藤学園伊藤学園伊藤学園））））※※※※    １２６ １１２ 

八潮学園八潮学園八潮学園八潮学園    ※※※※    ８８ ７３ 

 

２０１１年１月  ※活動の一部です。 
５・・・・品川区品川区品川区品川区新年新年新年新年名刺交換会名刺交換会名刺交換会名刺交換会（（（（於於於於：：：：きゅりあんきゅりあんきゅりあんきゅりあん））））
  区主催の新年の顔合わせ会です。 
  区内大使館の外交官も来賓として参加。 
  参加者合計約 850 名 ▽予算額 331 万円 
８・・・・ぷりすくぷりすくぷりすくぷりすくーーーーるるるる西五反田勉強会西五反田勉強会西五反田勉強会西五反田勉強会    
  幼稚園と保育園の一体施設「子ども園」 

設置の方向性などの講演会と意見交換 
９・・・・大井消防団始式大井消防団始式大井消防団始式大井消防団始式 
10・・・・成人式記念式典成人式記念式典成人式記念式典成人式記念式典    
14・・・・鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森中学校作品展森中学校作品展森中学校作品展森中学校作品展 

市民科公開授業と講演会も 
同時開催 

15・・・・区議会区議会区議会区議会：：：：区民委員会区民委員会区民委員会区民委員会    
16・・・・環境対策特別委員会環境対策特別委員会環境対策特別委員会環境対策特別委員会    


