
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※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 ☆☆ 
  品川区内に私立高校は何校？ 
高校受験のシーズンです。都立高校は、

推薦入試が 1/27、一般入試が 2/23 にあり、
私立高校は、それぞれのその前です。品川
区内には、都立高校が３校あります（大崎
高、小山台高、八潮高）。では、私立高校は、
何校あるでしょうか？ 

ちなみにお隣の港区に 
は、14 校、目黒区には、 
８校あります。 

① ３校  ② ５校 
③ ７校  ④ 10 校 
⑤ 13 校 

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 

第 19 回品川区世論調査（22年 7月実施）
 「世論調査」の結果の一部をご報告しま
す。（対象者数 1500、回収数 1125） 
 「今後、特に力を入れてほしい施策は？」 
１位 高齢者福祉       31.0％ 
２位 生活安全        26.4％ 

（防犯対策・歩行者喫煙禁止等） 
３位 保健・医療・健康    24.4％ 
４位 安全な市街地整備    20.6％ 
５位 防災対策        20.5％ 
６位 子育て支援       17.7％ 
☆高齢高齢高齢高齢者者者者世代世代世代世代、、、、子育子育子育子育てててて世代世代世代世代、、、、全体全体全体全体とととと各世代各世代各世代各世代

のののの要望要望要望要望がががが調査結果調査結果調査結果調査結果にもにもにもにも出出出出ていますていますていますています。。。。    
施策提案施策提案施策提案施策提案のののの参考参考参考参考にいたしますにいたしますにいたしますにいたします。。。。    

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.163 
 

区内小中学校では、随時学校公開を実施し
ています。熱心な保護者や地域の方々などが
参観しています。今回は、鈴ヶ森中学校、鮫
浜小学校、鈴ヶ森小学校へお邪魔しました。 

▽学校公開経費 38 万６千円 
1/151/151/151/15（（（（土土土土））））    鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森中学校森中学校森中学校森中学校    
5 時間目。7 年生の市 

民科の授業（写真）。 
『あいさつ・礼法の大 
切さ』。あいさつ等の態 
度から相手が受ける気 
持ちを生徒が実演しな 
がら考える授業でした。 
  整理された板書⇒ 
    

1/221/221/221/22（（（（土土土土））））鮫浜小鮫浜小鮫浜小鮫浜小学校学校学校学校    廊下に各クラ
スの雑巾が干してあり
ました。古タオルなど
を利用した手製のもの
が多かったですが 100
円ｼｮｯﾌﾟで販売されて
いるものもちらほらあ
りました。時代の変化
がここにも。 

 

 1/24(1/24(1/24(1/24(月月月月))))    
鈴鈴鈴鈴ヶヶヶヶ森小学校森小学校森小学校森小学校    
 職員室前の廊 
下に『落し物』 
が陳列してあり 
ました。ジャン 
パーや上着等の 
衣類（どうやっ 
て下校したのでしょうか…苦笑）、タオル
など持ち主のない忘れ物がたくさん…。 

私の教員時代にも、誰も取りに来ない忘
れ物が沢山あり、保管に苦労しました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
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：：：：④④④④10101010 校校校校。小野学園女子高等
学校、攻玉社高等学校、香蘭女学校高等科、
品川エトワール女子高等学校、品川女子学
院高等部、青稜高等学校（旧青蘭 
学院高等学校）、日本音楽高等学 
校（女子高。工藤静香、泉ピン子、 
島倉千代子が在籍！）、文教大学 
付属高等学校、朋優学院高等学校 
(旧中延学園高等学校)、立正高等 
学校。☆区民の方もたくさん通学 
しています。 
 

 今週の書架 
☆☆☆☆『『『『レシートレシートレシートレシートをををを捨捨捨捨てるてるてるてるバカバカバカバカ、、、、    
            ポイントポイントポイントポイントをををを貯貯貯貯めるめるめるめるアホアホアホアホ』』』』    

（（（（坂口孝則坂口孝則坂口孝則坂口孝則    朝日新書朝日新書朝日新書朝日新書    700700700700 円円円円））））    
「買い方や買い時、買い場所を工夫すれば

簡単にお金が貯まる」「レシートを眺めるだ
けで 20 万円が貯まる！」節約術とあります。

ちょっと変わった節約術です。
「ポイントは貯めるな、残高ゼ
ロが基本」「家電は、モデルチ 
ェンジの 2ヶ月前に買え」など。
☆毎日レシートレシートレシートレシートをををを眺眺眺眺めていめていめていめてい    

ますがますがますがますが、、、、ななななかなかかなかかなかかなか貯貯貯貯まりませんまりませんまりませんまりません…………。。。。    

 
 ズ

千代田区 高校まで医療費一部無料化 
 千代田区は、11 年度予算を発表。一般会
計は、約 489 億万円（品川区の 10 年度当初
予算は、約 1391 億 4 千万円）。新規に、7500750075007500
万円万円万円万円をををを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ、、、、高校生高校生高校生高校生までのまでのまでのまでの医療費助成医療費助成医療費助成医療費助成
をををを実施実施実施実施。。。。入院時入院時入院時入院時のののの食事代食事代食事代食事代はははは、、、、自己負担自己負担自己負担自己負担だがだがだがだが、、、、
通院通院通院通院などはなどはなどはなどは、、、、すべてすべてすべてすべて無料無料無料無料となるとなるとなるとなる。。。。    
区では「子ども手当導入で特定 
扶養控除が廃止され、負担感が 
増えたため」と説明している。 
☆品川区では、0 歳～中３まで 
医療費助成実施。10 年度予算額で約 14
億２千万円（対象 37,800 人）です。同じ
事業で、千代田区千代田区千代田区千代田区はははは、、、、高校生高校生高校生高校生までまでまでまで    
含含含含めめめめ約約約約２２２２億億億億６６６６千万円千万円千万円千万円（（（（23232323 年度予算年度予算年度予算年度予算    
額額額額））））ですですですです。。。。    （参考：東京新聞 1/22 他）

特別区（23 区）職員採用試験 
申込者が過去最高！ 

 Ⅰ類事務（22 歳～28 歳。いわゆる大学卒）
申込者数は、バブル期には、5 千人前後で 
推移。今年度今年度今年度今年度はははは約約約約３３３３倍倍倍倍のののの 16,75816,75816,75816,758 人人人人となりとなりとなりとなり、、、、
過去最高過去最高過去最高過去最高へへへへ。。。。合格倍率もバブル期が３～４ 
倍でしたが、ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ後の昨年度は 7.6 倍、
今年度今年度今年度今年度はははは 8.48.48.48.4 倍倍倍倍。。。。※採用予定は 720 人程度 
で最終合格者は 1524 人（辞退者を見込む）。
☆「安定性」は大きな志望動機だと思いま
すが、「「「「区民区民区民区民のののの方方方方々々々々ののののためにためにためにために」」」」というというというという初心初心初心初心
をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに仕事仕事仕事仕事にににに就就就就くことをくことをくことをくことを切望切望切望切望しますしますしますします。。。。

（参考：特別区人事委員会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ他）

 

1/22.23 にきゅりあんで開催されました。 
【伝統の技】は、江戸切子、和裁、仏像彫刻、手
描友禅、桐箪笥（たんす）、など 26 人の職人さん
の実演を見ることができました。また、職人職人職人職人さんさんさんさん
とそのとそのとそのとその技術技術技術技術についておについておについておについてお話話話話ができるのでとてもができるのでとてもができるのでとてもができるのでとても勉強勉強勉強勉強
になりましたになりましたになりましたになりました。。。。なお、今年から各『技』の解説が
掲示され理解に役立ちました（これは、区民の方
の要望を区に伝え、区が今年から作成しました）。

           ▽開催経費等 512 万円 

    いろいろなゲームに挑戦！ 
景品もたくさんあります♪～ 

２２２２月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））        10 時～14 時（受付 13 時半まで）
場所場所場所場所：南大井文化ｾﾝﾀｰ（南大井１丁目）
ゲームコーナーゲームコーナーゲームコーナーゲームコーナー：ストラックアウト

輪投げ フイルムケース積み 
        やかんカーリング 割り箸鉄砲 

 サッカーゴール    
遊遊遊遊びのびのびのびの広場広場広場広場：けん玉 ﾍﾞｰｺﾞﾏ 落書き 
模擬店模擬店模擬店模擬店：100 円です！ やきそば おに

ぎり フランクフルト とん汁 他 
☆☆☆☆ぜひぜひぜひぜひ、、、、ごごごご参加参加参加参加をををを！！！！    ゲームゲームゲームゲーム等等等等はははは無料無料無料無料 

和裁：八木時人さん 蕎麦手打ち体験♪～ 

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！！！！


