☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇区立中、東京都新人戦大会で優勝!!
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高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

ちょっとした話ながわ①
≪Suzu Talk（すずトーク）開催≫
1/12(金)16:30－18、区立鈴ヶ森中
学校（南大井 2 丁目）で「～生徒と地
域の方々との“しゃべり場”～」が開催さ
れました。（私も参加させて頂きました）
普段、大人と話すのは家族、教員が中心で、
地域の大人達と話す機会が少ない中学生が地
域の方々と和気あいあいと気楽に話をする機
会を設けたものです。※主催：鈴ヶ森中学校
その様子をほんの一部ですがご報告します。
【参加者】地域の大人 20 名（町会長さん他）
生徒 18 名（7 年、8 年＝中 1、中 2）➚
【ﾌﾘｰﾄｰｸ】
生徒さんから「夢を実現するためには、今（中
学生時代）や今後、何をしたらいいか」と質問が
あり、大人達が様々なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをしていました。
笑い声も起きたり、各ｸﾞﾙｰﾌﾟで大いに盛り上が
って、私のｸﾞﾙｰﾌﾟ内では会話が聞こえないことも
ありました♬～
【発表】
最後にｸﾞﾙｰﾌﾟ毎に
どんなﾄｰｸだったか
を生徒さんが発表。
模造紙に上手に整理
したｸﾞﾙｰﾌﾟも♪♪～
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☆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。

昨年の東京都中学校サッカー新
人大会（平成 29 年 11･12 月開催）
で見事優勝した品川区立中学校サ
ッカー部は次のどこでしょう？
①鈴ヶ森中学校（南大井 2 丁目）
②東海中学校（東品川３丁目）
③八潮学園（八潮 5 丁目）
④荏原第一中学校
（荏原 1 丁目）
◎難易度

☆☆☆

➚【ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ】
５ｸﾞﾙｰﾌﾟ（１ｸﾞﾙｰﾌﾟ：大人＋生
徒で 7～８人）に分かれ、「将来
の夢」について話し合いました。
まず、大人が中学校の頃の夢を
語り、実現できた秘訣、実現でき
なかった場合、なぜ、それをあきらめたか、など
を話して、ｱｲｽﾌﾞﾚｲｸしました（＝緊張をほぐす）。
そして、生徒さんは、現在の夢を発表。私のｸﾞ
ﾙｰﾌﾟでは、
「幼稚園教諭になりたい」
（女子）、
「区
役所で働きたい」、
「競技かるた（百人一首）を続
け、№1 になる」（女子）、「医師になりたい」と
いうもの。それぞれ、希望したきっかけ、理由を
しっかりと語ってくれました。
☆「和気あいあい」という言葉がピッタリ。中学生が
地域の大人と 気楽
に話ができた、とても
良い機会でした。
大人にも中学生と
触れ合う良い機会と
なりました。
以前、区立浜川中
学校でも開催されま
した。とても意欲的な
取り組みが各学校で
行われています。
模造紙を活用して…

高橋しんじプロフィール
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！
しがらみのない無所属

発行者 高橋慎司
〒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』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

ちょっとした話ながわ②
≪品川区立荏原第一中、快挙!≫
平成 29 年東京都中学校サッカー新人大会（中
1･２）で区立荏原第一中学校が優勝しました。
都内約 700 校（私立中学校も参加）が加盟す
る各支部大会を勝ち上がった支部代表 48 校でﾄｰ
ﾅﾒﾝﾄを戦いました。◇は私立中学校
1 回戦
2-0 ◇明大中野中
2 回戦
1-0
深川第四中
3 回戦
1-0 ◇東京都市大付属中
準々決勝 3-1 ◇かえつ有明中
準決勝
3-1 ◇多摩大付属目黒中
決勝
2-1 ◇修徳中 （昨年 12/9）
☆1 分に得点。27 分に同点とされ
るも 58 分に決勝点！
（前半、後半各 30 分）

ズ
≪自転車施錠せじょう、足立で義務化≫
盗足立区は、1/1、自転車利用者
に施錠を義務化する改正条例案を
都内で初めて施行した。同区の刑
法犯認知件数のうち、自転車盗難
が 4 割を占める。条例に罰則規定
はないが、自転車の鍵かけを呼び
かけて盗難を減らし、刑法犯認知
件数減少と治安向上のｱﾋﾟｰﾙにつ
啓発ポスター
なげるのが狙い。
2016 年の区内自転車盗は 2533 件で、刑法犯
認知件数の約 4 割。盗まれた 6 割が無施錠だっ
たという。➚

平成 30 年第１回定例会が
開催されます。
2/21-23、3/27 本会議
各会派の代表質問・議員の一般質問
☆☆私は、2/2３に質問します！!(20 分間)
2/26～3/1 常任委員会・特別委員会
3/5～ 19 予算特別委員会（議員 37 人で構成）
平成 30 年度の予算案を審議。
連日約７時間の会議です！
3/23 本会議：議案を採決して閉会
➚荏原一中は、ｻｯｶｰ
部へ入部希望して、
入学する生徒が多く、
部員は約 70 名（中
1～3。1,2 年で 48
名）。主顧問の先生
は、数学担当（！）。
中体連（東京都中学校体育連盟）で指導もされ
ているｻｯｶｰの専門家です。強豪の私立中を破って
の優勝は、
すばらしい
です！
快挙です！
次の大会も
期待します。
優勝！（中体連 HP より）
➚区の担当課長は「自宅に置
いた自転車に鍵をかけず、盗ま
れてしまう例が多いと話す。
参考：1/17 朝日新聞

≪現着時間 ﾜｰｽﾄ返上へ≫

119 番通報を受けてから現場に救急車が到着
するまでの平均時間（全国平均約 8 分 30 秒）が
全国最下位（約 10 分 50 秒）に沈む東京都。平
成 30 年度予算で都内の救急隊増設に向けた費用
4 億 6 千万円を計上する方針を固めるなど、到着
時間短縮に向けた救急活動体制の充実化を目指
す。2020 五輪までの目標達成を図りつつ超高齢
化社会に対応する。☆出動回数 77 万
7400 件/年で、全国 1 位というのが背
景にあります。 参考:1/19 産経新聞

クイズの答え：④荏原第一中学校。各
学年 5 クラス（生徒数 516 名）。区内
中学校の中で、最も在籍生徒数が多い
中学校です。区内中学校（義務教育学 ◎『区政報告』をお配りしています。
校 6 校含む）15 校のうちｻｯｶｰ部は 12 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
校（うち８校は男女両方）あります。 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！月
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

