
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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.191 

2011201120112011 年年年年 8888 月月月月    

 
 

「品川区イズ」の特集号です。 

全問正解にチャレンジ！ 

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！！！！

品川区役所品川区役所品川区役所品川区役所でででで正規職員正規職員正規職員正規職員としてとしてとしてとして働働働働くくくく    

ためのためのためのための基本的基本的基本的基本的なななな仕組仕組仕組仕組みみみみは？        

① 品川区が独自で行う採用試験 

を受験して合格する。②国家公務員

試験に合格して品川区勤務の希望を出す。 

③東京都の職員採用試験に合格して、品川

区勤務の希望を出す。④23 区で働く職員の

合同採用試験に合格し､品川区勤務を希望。

ＳＦ作家星新一氏の父星一（はじめ）氏

が 1910（明治 43）年に創業した星製薬株

式会社のビル（工場）が品川区にありまし

た。さて、その跡地には、現在何が建って

いるでしょうか。                
①イトーヨーカドー大井町店（大井１丁目） 

②きゅりあん（ヤマダ電機）（東大井５丁目） 

③五反田 TOC（ティーオーシー西五反田７丁目）

 

2010 年 11 月 13 日、ニュー『龍馬像』

の除幕式が、京急立会川駅近くの 

区立公園で開かれ、多くの人で賑 

わいました。さて、新たな龍馬像です 

が、その足元はどうなっているでしょ 

うか？ ①裸足  ②サンダル  

③ブーツ ④草鞋（わらじ）    

1867（慶応３）年 10 月 31 日、京都

へ向かう新撰組の土方歳三が 31 人の仲 

間とランチした立場茶屋が東海道の今の南品川

３丁目にありました。次のどれでしょう。※立

場茶屋＝宿場間で旅人が食事等をする休息所。 

① 相模屋（土蔵相模）②大湊屋(おおみなとや)

③ 釜屋（かまや） 

JR大井町駅東口徒歩 1分に品川区立

総合区民会館があります。この施設 

は、1989（平成元）年にｵｰﾌﾟﾝし、

一般公募により、ﾗﾃﾝ語の「CURIA（ｷｭﾘｱ）」

を語源とする造語の「きゅりあん」と名付け

られました。 

さて、このラテン語の「CURIA」の意味は？

① 集会所 ② 神殿 ③ 演劇場 ④ 楽堂 

 

         品川区内品川区内品川区内品川区内のののの都立児童相談所都立児童相談所都立児童相談所都立児童相談所（（（（北品北品北品北品    

川川川川））））へへへへクレヨンクレヨンクレヨンクレヨン 15151515 箱箱箱箱等等等等ををををプレゼンプレゼンプレゼンプレゼン

トトトトしたしたしたした送送送送りりりり主主主主はははは？（？（？（？（今年今年今年今年１１１１月月月月））））    

① ２代目タイガーマスク 

②西麻布のタイガーマスク ③月光仮面 

④浦安のタイガーマスク  

⑤タイガーマスク＆アントニオイノキ  

 

りんかい線大井町駅では、6/21 から発

車ベルが劇団四季のミュージカルのテー

マ曲になりました。どのミュージカルの

テーマ曲になったでしょうか。 

① マンマ・ミーア ② オペラ座の怪人 

② キャッツ    ④ ライオンキング 

⑤ 美女と野獣 
品川神社（北品川３丁目）には、明

治時代の政治家板垣退助（土佐藩出

身）と夫人の墓があります。また、石

碑（写真下）もあり、板垣が言ったとされる

有名なセリフ、「板垣死すとも○○は、死せ

ず」の銘（佐藤栄作首相筆）があります。さ

て、○○に入る漢字２文字は？ 

①議会  ②自由 ③国民 

④憲法  ⑤民衆 ⑥大隈 

江戸時代の飢饉や津波の犠牲者、関 

東大震災の犠牲者、京浜急行の轢（れ

き）死者、品川宿の遊女、鈴ヶ森刑

場などいずれも無縁の死者の霊が供養

され、別名「投入れ寺」とも呼ばれる

旧東海道近くにあるお寺は？ 

① 品川寺（南品川３丁目） 

② 海蔵寺（南品川４丁目） 

③ 大経寺（南大井２丁目） 

④ 東海寺（北品川３丁目） 

去る 2011 年４月 24 日に行われた

品川区議会議員選挙の投票率は、

何％だったでしょうか？   

①20.6％  ②30.6％ 

③40.6％  ④50.6％   ⑤60.6％ 

いかがでしたか？ 

答えは裏面にあり

ます。『品川区イズ』

は。品川ネタ満載で

毎週掲載してます。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 

平成 23 年 4 月 5,232 票のご支持をいただ

き、現在２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４月、無

所属・新人として初当選（2541 票）。 

『『『『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』（』（』（』（22222222 年年年年 12121212 月合格月合格月合格月合格））））    

☆初心を忘れずにガンバります！ 

③③③③：：：：1970（昭和 45）年に現在の 

ﾋﾞﾙが完成。②、現在現在現在現在のきゅりあんのきゅりあんのきゅりあんのきゅりあん

のののの場所場所場所場所にはにはにはには、、、、立会小学校立会小学校立会小学校立会小学校が 1926（昭和元）

年から 1954（昭和 29）年まであり、きゅ

りあんと丸井（現ﾔﾏﾀﾞ電気）は 1989（平

成元年）ｵｰﾌﾟﾝです。    

④④④④：：：：地元企業で銅像制作の「立

体写真像」（南大井４丁目）が半年

ががりで製作。従来（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製）の龍

馬像はブーツ。新像は時代考証の結果、 

草鞋（わらじ）履きにしました。 

④④④④::::東京 23 区（特別区と呼ぶ）が特

別区人事委員会を作り、一括一括一括一括してしてしてして筆筆筆筆

記試験記試験記試験記試験・・・・面接等面接等面接等面接等をををを実施実施実施実施してしてしてして合格決定合格決定合格決定合格決定

（（（（23 年度の事務系は 8.48.48.48.4 倍倍倍倍））））。申し込み時に

第３希望までの区を記入できます。原則として

高得点順に希望区に配属されます（例外有）

③③③③：：：：南品川 3-6-52（青物横丁駅か

ら５分）。現在は品川寺の前マンショ

ン。角に記念碑が建っています。 

①は、北品川 1-22（現在はマンション）

桜田門外の変で井伊直弼を襲撃する前に

水戸浪士達が最後の酒宴を張った旅籠。 

①①①①：：：：「curia」（キュリア。ラテン語）

は、「集会所、会議場」の意味。「人

が集まり触れあうように」との願いを込

めて「きゅりあん」と名付けられました。

英語では、「法廷、ローマ教皇庁」の意

味があります。 

 

    ②②②②：①足立区、③葛飾区、④青梅 

       市、⑤中野区のそれぞれ｢ﾀｲｶﾞｰﾏｽ 

ｸ｣(?)です。他には、「ﾚｲﾝﾎﾞｰﾏﾝ」「伊

達正宗」「伊達直子」等様々な寄付者が…。

 

 

⑤⑤⑤⑤：隣接する『四季劇場 夏』 

では 6/26、「美女と野獣」の国内 

4000回記念公演を迎えました。 

上り線（新木場行）は、劇中曲「ﾋﾞ― ｱﾜ

ｹﾞｽﾄ（おもてなし）」、下り線（大崎行）は、

「美女と野獣」です♪♪ 

②②②②：1882（明治 15）年、岐阜で遊

説中に暴漢に襲われた時の言葉とい 

われていますが、正確には「吾死するとも自

由は死せん」と言ったといわれています。 

☆諸説あります。 

②②②②：：：：京急新馬場駅近くにありま

す。お参りすると頭痛が治るとい

う「頭痛塚」もあります。関東大

震災の犠牲者の供養塔があります。 

   ③③③③：：：：前回の区議選（平成 19 年）の

投票率が約 41.6％なので、前回に比

べて約１％投票率が下がりました。 

区政という地方自治（地方政治）は、 

『最も身近な政治』です。ぜひ、興味と関心

をお持ち下さい！ 

～あなたは何問正解しましたか？～ 

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！ 

 ☆今後も『品川区イズ』をお楽しみ下さい！ 

 過去のクイズは、ＨＰでご覧いただけます 

 

 

 

 

 

発行所 無所属 品川 

発行者 高橋慎司 

〒140-8715 品川区広町 2－1－36 ５階 

Tel 03-5742-6816  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。。。。    


