☆☆ 品川区イズ ☆☆
≪鉛筆１本でどれだけ書ける？≫
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皆さんがお使いになっている鉛筆ですが
（最近は、シャープペンシルが圧倒的に多
いようですが）、１本まるまる使って線を引
くとどれぐらいの距離の線を引くことがで
きるでしょうか？ 区との関りは解答で。
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※毎週、区政や区内の出来事
についてご報告しています

とっ、盗難!?
ある朝

ﾚｰﾄﾞ』を見に
多くの方が来
られました。写真の警視庁騎馬隊
をはじめ、鈴ヶ森小学校鼓笛ｸﾗﾌﾞ、
ｻﾝﾊﾞﾀﾞﾝｻｰ、その他、たくさんのﾊﾟ
ﾚｰﾄﾞがﾌｪｱを盛り上げていました。
☆地域・商店街の活性化にこのよ
うなイベントが果たす役割は大で
す。一過性ではなく、継続的な盛
り上りとなることが課題です。

ない！

５月９・10 日に大森ベルポート・
大森駅前広場で開催されました。昨
年は、雨でしたが、10 周年目の今年
は好天に恵まれました。
９日は、地元品川区立鈴ヶ森中学
校吹奏楽部の演奏を楽しみました。
10 日は、会場が４ヶ所に増え、開
会式他、たくさんのｲﾍﾞﾝﾄが開催され
ました。
特に 10 日は、記念ｲﾍﾞﾝﾄの『夢ﾊﾟ

自宅
駐輪場で

盗難かなぁ…？

はっ

ちょっとした話ながわ
≪定額給付金

業務状況≫

◇品川区商店街連合会発行の２億円
分が 5/12 に完売しました（4/20 に
緊急総合経済対策の一環として発売
開始したもので、ﾌﾟﾚﾐｱﾑ分 2000 万円
などを区が負担しました）。
◎使用期間⇒8/31 まで。お求めにな
った方々は、お忘れなくご利用を♪
☆経済効果は検証されるべきです。

もしかして

××公園駐輪場

あった⁝

申請状況：約 143300 世帯（5/8 現在）
☆該当世帯数約 197000 世帯（住
民登録 347000 人・外国人登
録 11800 人）の約 73％です。
◎申請期限は 21 年 9/16 です！!
支払状況：58500 世帯
☆18 億 576 万円（支払
総額約 52 億円の予定）
（5/11 区民委員会資料）

≪プレミアム区内商品券完売≫

（昨 日の イベ ン
ト会場です…）

高橋しんじプロフィール

高 橋しんじ 事 務所
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
URL http://www.takahashi-shinji.net/
☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。
☆HP からブログもお読み下さい。
☆『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。

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！
しがらみのない無所属
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！

今週の書架
☆【Z 会式大人道場 子どもの？は親の？』
（監修 Ｚ会 1300 円 幻冬舎）
子どものﾄﾞｯｷﾘ質問への答えを通信添削な
どで知られるＺ会のｽﾀｯﾌが編集。「不意を
突く子どもの質問に慌てず対処できる大
人」になれるかもしれません。質問に対す
る答えの切り口が載っているのが面白い
です。質問例⇒「ﾎﾀﾙはなぜ光るの？」
「氷はなぜ水に浮くの？」「大人
はなぜお酒飲んだり、ﾀﾊﾞｺを吸う
の？」「人はなぜ夜に寝るの？」

≪運動会・体育祭

建設委員会

5/11

１．しながわ ECO ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2009 開催について。
5/24(日)にしながわ中央公園などで環境問題
を考えるｲﾍﾞﾝﾄを開催。ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、模擬店、電気
自動車・自転車ﾀｸｼｰ乗車体験、各種ｱﾄﾗｸｼｮﾝ等。
楽しく環境問題に触れるよい機会です。ぜひ！
☆どこにﾎﾟｲﾝﾄがあるｲﾍﾞﾝﾄか？ 私も参加予定。
２．区民住宅（あき家）入居予定者登録募集。
３．平成 21 年度 水防訓練実施について。
5/31（日）西大井広場公園で。台風に伴う集中
豪雨で立会川が溢水という設定等の訓練が実
施されます。
４．その他

行革特別委員会 5/12
平成 20 年度の行財政改革特別委員会では、
「公
有財産の有効活用に関すること」
（＝品川区が所
有している土地・建物やその跡地をどのように
活用したら有効となるか）を 1 年間審議してき
ました。20 年度として最後の委員会では、1 年
間の審議のまとめを行ないました。
【跡地利用の検討状況の一部】
◇施設名 ⇒ 活用計画 ⇒ 活用（予定）時期
・平塚小学校⇒文化芸術・ｽﾎﾟｰﾂ活動施設及び幼
保一体施設⇒24 年度
・荏原平塚中学校⇒多目的広場⇒23 年度
・第一日野小学校、第一日野幼稚園⇒TOC ﾋﾞﾙ建
クイズの答え：④フルマラソン
の距離（42.195km）以上書ける
んですね♪〜※品川区東大井５
丁目に『三菱鉛筆株式会社』の
本社があります。会社のＨＰの
「三菱鉛筆博物館」の Q＆A を参
考にしました。ちなみにｼｬｰﾌﾟﾍﾟ
ﾝの芯は約 10 ㎞、ﾁｮｰｸは約 285m。

鮫浜小学校
鈴ヶ森小学校
浜川中学校
鈴ヶ森中学校
伊藤学園
八潮学園
東海中学校

情報≫

5/23（土）※お問い合わ
5/31（日） せは
5/30（土） 各学校へ
5/30（土）
5/30（土）
6/13（日）
6/13（日）

【文教委員会】
１．平成 21 年度新入学学校別増減要因一覧。
小中学校の新１年生の入学状況の報告。
２．保育園の入園状況について。
待機児童は、123 名です（21 年４月現在）。

【厚生委員会】
１．八潮南特別養護老人ホーム整備について
２．路上生活者自立支援ｾﾝﾀｰ「品川寮」視察
※両委員会は、私の所属委員会ではありません
ので配布資料を参考にしました。
替に伴う貸付（協議中）⇒22 年度
・旧西大井ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ⇒知的障害者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎ
ｰﾑ等として福栄会へ貸付⇒21 年度
・旧品川・大崎土木事務所⇒資材置場（継続）
・大崎第二地域ｾﾝﾀｰ⇒21 年度中に方策検討
・東品川清掃作業所⇒粗大ごみ中継所（暫定）
・旧八潮南小学校⇒区民活動交流施設⇒22 年
度
・旧八潮南中学校⇒高齢者福祉施設（仮称：八
潮南特別養護老人ﾎｰﾑ）⇒22 年度
☆区民の貴重な財産である区有地の有効活用
は、重要です。長期的
な視野、地域の方々の
ご意見等が反映される
よう要望していきます。

朝、駅前にいます！ 月
火

ＪＲ大井町駅前
京急青物横丁駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

