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大事な卒業式で忘れ物…（汗）
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品川区議会議員
無所属

※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています
高橋 しんじ

-卒業式特集鈴ヶ森小学校

3/24 は、区立小学校の卒業式。鈴ヶ森小学校
（南大井４丁目。全校児童 492 名）に出席しま
した。
卒業生は、男子 38 名女子 27 名の計 65 名（昨
年度、男子 47 名女子 50 名の計 97 名）と５年
生が出席。※私立中学には９名が進学します。
小学校では、卒業証書を受け取る際に壇上
で、「私の将来の夢」を発表します。将来の職
業やこれからの決意を元気いっぱいに述べて
いました。「誰にでも優しくなれる人になる」「苦手
なことに挑戦する」「音楽で世界中の人を幸せにす
る 」 「 父 の よう に 何 事 も 最 後 ま であ き ら め ない 」
様々、『希望あふれる決意』が宣言されました。
卒業式に出席すると、この体育館で私も児童
の席に座っていたことを思い出します（ここの
卒業生です！）。最後の６年生による「旅立ちの
歌」でいつも涙がこみ上げてきます。

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。
さて、次のどれでしょうか？
①学生服につける校章
②卒業生が胸につける花
③卒業式の式次第（しきしだい）
④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
◎難易度

☆☆

鈴ヶ森中学校
3/20 は、区立中学校の卒業式。
鈴ヶ森中学校（南大井２丁目。全
校生徒 295 名。私も卒業生です）
に出席しました。
今年は、男子 55 名、女子 32 名の計 87 名
（昨年度、男子 53 名、女子 35 名の計 88 名）
が卒業（進路は国公立高 59、私立高 28）。私
が卒業する時は、約 160 名、後には、約 250
名が卒業という時代もありましたが、やはり、
少子化の傾向、特に女子が少ないです…。
式典では、校歌、式歌、在校生の送る歌、
卒業生合唱（３曲、最後は、やはり「旅立ちの
歌」）と在校生、卒業生が素晴らしい合唱を聞か
せてくれました。ここ数年、各種ｺﾝｸｰﾙで受賞し
ている鈴中生の実力です。
昨年は、雨のため、校庭で見送れませんで
したが、今年は、天候に恵まれて校庭で卒業
生を送れました
（写真）。
おめでとう
ございます！

※各写真は処理をしています
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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。

平成 23年 4月 5,232票（１位）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１級』（22
（22 年 12 月合格）
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない無所属

◇しながわ運河まつり
発行者 高橋慎司
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆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(
☆ご希望の方に『区政報告』をお届け(郵
送他)
送他)いたします。ご連絡ください。

幼稚園

ぷりすくーる五反田・浜川幼稚園

ぷりすくーる西五反田
3/14 は、ぷりすくーる西
五反田（幼保一体施設。
西五反田３丁目）の幼稚
園部門の卒園式。この施
設は、区立ですが、民間の
NPO が運営しています。
ひまわり組（５歳児クラス）
24 名（男子 13 名女子 11 名）が卒園。卒園児が
元気にお別れの言葉・歌を発表しました。とて
もしっかりとしていました。
3/19 は、区立幼稚園（９園）の卒園式。私は、
浜川幼稚園（南大井４丁目、浜川小学校と同敷
地内。４歳児 35 名５歳児 35 名計 70 名）に出席
しました。ぞう組さん（５歳児ｸﾗｽ）35 名（男子
15 名女子 20 名）が卒園しました。
式では、園長先生が修了証を
園児一人一人に渡し、それを園
児が保護者に手渡します。その
時に、園児が一言伝えます。「毎
日送り迎えありがとう」や「毎日お
いしいお弁当を有難う♪」と。保
護者は、「毎日残さず食べてくれ
てありがとう」等と答えていまし
た。思わず、涙ぐむお母さんも。
☆卒園児たちは、４月からは、ピカピカの１年
生です。
楽しく元気な小
学校生活を送って
下さい。
楽しみで
すね♪～

式後、校庭で記念撮影（浜川）
クイズの答え：
クイズの答え：④ 式が始まって
しまい、あわてて先生まで伝言ゲ
ームでお願いし、教室に取りに行
って頂きました。読み上げる時に
は、間に合いました（笑）。最後ま
でおっちょこちょい（？）でした。

開催！

4/11(土).12（日）
場所：区立東品川海上公園・天王洲公園
（東品川 3－9－1、新馬場駅、青物横丁駅、
天王洲ｱｲﾙ駅より徒歩約 15 分）
内容：※
※2014 年の内容です
飲食模擬店（100 店舗以上！）他、ﾌﾘｰﾏｰｹ
ｯﾄ、朝市、ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ、目黒川周遊船、子
ども広場、打ち上げ花火、ｻｯｶｰ教室、
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会など。
主催：しながわ運河まつり実
行委員会・なぎさの会
☆詳細は、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾎﾟｽﾀｰで

◇さくらまつり！ 4/12（日）10～14 時
みなみ児童遊園（南大井１丁目）にて。
模擬店多数、バザー、くじ引き（商品券、
お米等があたります！）など♪♪～
恒例のお花見＆お祭りです。
主催：青少年対策大井第一地区委員会

☆お花見の季節です。
区内の桜の見どころが品川区
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ「区内の桜の名所」
で検索できます。多数あり
ます。お出かけのご参考に！

ちょっとした話ながわ
◇小学生、将来の夢（職業）
3/24 の鈴ヶ森小学校卒業式で卒業生が壇上で
述べた、「将来の夢」です。その一部を
ご紹介します。
夢が実現するといいですね♪～
▽プロ野球選手、プロバスケ選手、
卓球選手、プロゴルファー
▽プロサッカー選手、女子プロサッ
カー選手、バレーボール選手
▽保育士、消防士、美容師、
看護師、建築士
▽科学者、宇宙関係の仕事、料理人、
ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ
▽舞台役者、ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ、
ﾀﾞﾝｻｰ、ｼﾞｬﾆｰｽﾞ関係の仕事

月・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 火
京急青物横丁駅前
◎『区政報告』
『区政報告』をお配りしています。
『区政報告』
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

