
都立大崎高校（品川区豊町２丁目、戸越
公園そば）の部活動が 2014 年のある全 

国大会で 1 位となりました。次のどの部活で
しょうか？①書道部 ②和太鼓部 ③クッキ
ング部 ④ﾍﾟｰﾊﾟｰｼﾞｵﾗﾏ部（紙で様々な物を製
作する）           ◎難易度☆☆☆ 

鎌倉時代の品川の町は、在地領主の大井氏、
品川（品河）氏によって開発され、港と海運 

を背景に発展してきました。この大井・品川（品
河）両氏が平安末の源平争乱期に仕えた武将は？ 
 
 
 
 

①平清盛 ②源頼朝 ③源義経 ④北条時頼 
◎難易度 ☆ 

 

区が月に３度発行している『広報しながわ』
（約 14 万部発行、予算額 1 億 1416 万円）では、 

毎月 21 日発行号に広告を掲載しています。さて、
この『品川区イズ』とほぼ同じ大きさの広告掲載
料は、１回につきいくらでしょうか？ 

①14 万円 ②９万円 ③７万円 ④４万５千円 
◎難易度☆☆☆ 
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区の高齢化率（65 歳以上の人口比率）は、
他自治体と同様に上昇しています。 

区全体では、21.07％です。約５人に 
１人が 65 歳以上の方です。区の５地 
区を高齢化率の高い順に並べて下さい。     
①品川 ②大崎 ③大井 ④荏原 ⑤八潮  
             ◎難易度 ☆☆☆☆ 

 
私は、自分の中学時代（品川区立鈴ヶ森中
学校）の卒業式で式場（体育館）に着席し 

てから、ある忘れ物に気づきました。次のどれ？ 
① 学生服につける校章②卒業生が胸につける花 
③卒業生代表として「卒業生から学校への記念
品贈呈」を壇上で読み上げるための目録 

④卒業式の式次第（しきしだい）◎難易度☆☆ 

2014 年の NHK の朝ドラ『花子とアン』で吉高
由里子が演じた村岡花子（1893-1968 写真） 

の通った小学校は次のどこでしょうか。 

村岡花子は、『赤毛のアン』を初めて日本 
に紹介した翻訳家として知られています。 
①鈴ヶ森小学校（南大井） 
②立会小学校（東大井） 
③大井第一小学校（大井） 
④城南小学校（南品川） 

◎難易度 ☆☆ 

2015/2/23、大井競馬場（勝島２丁目）で
地方競馬史上最高額の万馬券が飛び出しま 

した。指定された３レースの 1，2 着馬を順番
通り当てる「ﾄﾘﾌﾟﾙ馬単」で 2 人が的中しまし
た。最低購入額 50 円で、払戻金は、いくらだ
ったでしょうか？  ①約 1400 万円  
②約 3400 万円 ③約 5400 万円  
④約 7400 万円   ◎難易度☆☆ 

 
 

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』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、駅前にいます！ 

 次の企業のうち、品川内に本社 
がないものを選んで下さい。すべて区内に 

ある場合は、⑦と答えて下さい。 
①ローソン（コンビニ）②セガ（ｹﾞｰﾑ等）③
ナイキジャパン（ｽﾎﾟｰﾂ用品）④サンリオ（ﾊ
ﾛｰｷﾃｨ等ｷｬﾗｸﾀｰｷﾞﾌﾄ事業）⑤スターバックスコ
ーヒー（ｺｰﾋｰ等飲食業）⑥バーガーキングジ
ャパン（ﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ等販売）◎難易度 ☆☆☆
☆ 

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています 

 

品川区議会議員 
 無所属 
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ｼﾞｬﾆｰｽﾞの男性ｱｲﾄﾞﾙｸﾞﾙｰﾌﾟＶ６のﾒﾝﾊﾞｰの
一人は５歳から 17 歳まで品川区の八潮 

団地に住み、19 歳でＶ６としてﾃﾞﾋﾞｭｰした時
は、立会川に、21 歳の時は大井町で一人住ま
いをしていました。次の誰？◎難易度☆☆☆   

①坂本昌行 ②長野博 ③井ノ原快彦   
④森田剛  ⑤三宅健 ⑥岡田准一            

初代内閣総理大臣伊藤博文。明治 40 年に別
邸を現在の大井３丁目に建設。明治 42 年に 

ﾊﾙﾋﾞﾝ（現：中国）で暗殺され、別邸近くに（現：
西大井６丁目）に葬られた。昭和７年に墓所の
近くは、大井伊藤町と呼ばれ、昭和 11 年、伊藤
小学校が開校。昭和 24 年、現在の小中一貫校伊
藤学園の場所に伊藤中学校が建った（平成 19 年
に原小学校とこの伊藤中学校が伊藤学園とな
る）。伊藤博文は、何円札の肖像でしたか？①五
百円②千円③５千円④１万円 ◎難易度☆☆☆ 
 

⇒解答・解説は反対面へ… 
 

http://www.irasutoya.com/2014/10/blog-post_592.html
http://www.irasutoya.com/2013/09/blog-post_11.html
http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_13.html
http://www.irasutoya.com/2013/10/blog-post_5.html
http://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_3244.html
http://www.irasutoya.com/2013/07/blog-post_650.html
http://1.bp.blogspot.com/-U7Zl6kq6bx0/USs0WjONYsI/AAAAAAAAOOo/oEpUvQd4KG8/s1600/man_shock.png


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③式が始まって
しまい、あわてて 

先生まで友人の伝言
ゲームでお願いし、教
室に取りに行って頂
きました。壇上で読み
上げる時には、間に合
いました（笑）。中学
時代は、最後までおっ
ちょこちょい（？）で
した。 
 

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 高橋しんじ    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 

 
 
 

 
 
発行者 高橋しんじ 
〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ４階 
Tel ０３‐５７４２－６８６２ 

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け

(郵送他)いたします。 
ご連絡下さい。 

 
 
 
 
 
 

④7476万 7615円！大変的中率の低い
馬券で、前回開催中に的中がなく、約 9000 

万円のｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰが発生していました。大井
競馬は、品川区を含めた 23 区の共同事業で
す。25 年度は、品川区の収入に 3 億 5282
万円が配分されました。参考 2/24 報知新聞
等 
 

③井ノ原 快彦（よしひこ、 
1976年生）NHKの朝の情報番組『あさ 

イチ』の司会でも知られいます。『アド街ッ
ク天国』(テレビ東京系)の新司会にも抜擢。
妻は、女優の瀬戸朝香。八潮団地での思い
出はｼﾞｬﾆｰｽﾞの後輩の嵐（あらし）主演で『ﾋﾟ
ｶﾝﾁ』という映画になりました。 

②９万円。広告では、4.4㎝× 
15.5㎝になります。大きさによって 14 

万円から 4 万 5 千円まで分かれています。25
年度の広告料収入（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞなどの広告料も
含む）は、727 万円です。区の歳入（収入）
確保策は、積極的に行うべきです。 

④全国高等学校鉄道模型ｺﾝﾃｽﾄ（119
校参加、「鉄（＝鉄道ﾌｧﾝの意味）の甲子 

園」です）で最優秀をとりました。一畳のボ
ード上にﾚｲｱｳﾄした模型は世界遺産の橋や
建物などの細部まで紙で作ら 
れていたそうです。このｺﾝﾃ 
ｽﾄでは、2013年も上位賞を 
受賞しています。1964年の 
銀座を再現（写真⇒）。 
 

②千円札。1963 
（昭和 38）年～ 

1986（昭和 61年）ま 
で発行。その後、千円 
札の肖像は夏目漱石→ 
野口英世（現在）へ。 

⑥ﾊﾞｰｶﾞｰｷﾝｸﾞ＝渋谷区。①ﾛｰｿﾝ 
＝大崎１丁目 ②ｾｶﾞ＝東品川 

１丁目 ③ﾅｲｷｼﾞｬﾊﾟﾝ＝東品川２丁 
目 ④ｻﾝﾘｵ＝大崎１丁目 ⑤ｽﾀｰﾊﾞｯ 
ｸｽｺｰﾋｰ＝上大崎２丁目 
 

②当時、東国に勢力を持つ源頼朝に仕え
ていたといわれる（『品川区史 2014』）。① 

平清盛は西国勢力。③義経は頼朝の弟。④５
代執権北条時頼は、建長３（1251）年、海晏
寺（かいあんじ。南品川５丁目）創建。 

みほん 
 

平成27年4月5551.247票（2位。１位と58
票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼稚
園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、早
大（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。東大研究員、塾など
を経て、教師（早実高、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年初当選（2541 票）、平成 23年 5232  

票（１位）。『議員力検定１級』合格 
☆初心を忘れずにガンバります！ 

高橋しんじプロフィール  

しがらみのない無所属 

⑤八潮29.0％⇒④荏原22.5％⇒①品川 
20.8％⇒③大井 20.0％⇒②大崎

16.8％ （数字は、平成 26年 6/1 現在）  
八潮地区の高齢化の進行は、課題です。また、
2025年には、団塊の世代が 75歳以上に達し、
４人に１人が 65 歳以上となると予測されま
す。あと 10年。大きな課題です。 

④本名は、村岡はな。はなは５歳の時に
甲府から南品川に上京し、一家は葉茶屋 

（お茶屋）を経営。はなは当時の城南尋常（じ
んじょう）小学校（現：城南小学校）に通い、10
歳の時に麻布の東洋英和女学院に編入学し
た。※城南小学校は、2014 年に開校 140 周
年を迎えました。 
 

 ～あなたは何問正解できましたか？～ 
10問正解 …「品川区イズ王」 脱帽です！ 

7～9問正解…かなりの品川通！ お見事！ 
4～6問正解…好きです♪品川 これでもすごい！ 

0～3問正解…品川勉強中  まだまだこれから！ 
  
 

伊藤博文墓（円墳墓） 

 

いかがでしたか？ 
「品川区イズ」は
品川ネタ満載で毎
週掲載してます。 

mailto:takahashi-shinji@spa.nifty.com
http://www.irasutoya.com/2014/04/blog-post_6699.html
http://www.irasutoya.com/2013/05/blog-post_5956.html

