第１節

☆☆ 品川区イズ ☆☆
◇Ｖ６のﾒﾝﾊﾞｰの一人は
八潮団地で育ちました…
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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
高橋 しんじ

「やってみたい」を
自由に体験！
5/10（日）、しながわ区民公園（勝島
3-2-2）の桜の広場で「そとぼ～よ!!」が開催
されました。見学させて頂きました。
「そとぼ～よ」は、
“みんなでつくるﾌﾟ
ﾚｰﾊﾟｰｸ（※１）”の名前です。
ﾛｰﾌﾟ渡り、ﾊﾝﾓｯｸ、ｼｬﾎﾞﾝ玉、ﾀﾞﾝｺﾞﾑｼﾚ
ｰｽ、泥んこなど、子どもが楽しめる遊びが
いっぱいありました。みんな裸足、泥だ
らけ（！）、大騒ぎで走り回っていました。
５月から毎月第２日曜日 11～16 時に区
民公園桜の広場で定期開催されます。次
回は、6/14（日）。参加費無料です。
第４水曜日にも桜の広場かﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ広
場でﾐﾆ開催するそうです。ぜひ、ご参加
を！「泥んこ」、楽しいですよ！
なお、
「ケガと弁当は自分持
ち」です♪（チラシより）
◎詳細は⇒品川区にﾌﾟﾚｰﾊﾟ
ｰｸをつくる会「そとぼ－よ」の
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・Facebook へ。

ﾊﾝﾓｯｸ♪～
高 橋しんじ 事 務所
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：
検索

品川区 高橋しんじ

☆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。

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。次の誰でしょうか？
①坂本昌行
④森田剛

②長野博 ③井ノ原快彦
⑤三宅健 ⑥岡田准一
◎難易度 ☆☆☆☆
☆☆☆☆

ﾛｰﾌﾟのﾌﾞﾗﾝｺ
木の枝から…

特大絵本（⇒）の
読み聞かせも

※１ ﾌﾟﾚｰﾊﾟｰｸ
子どもが「やってみたいこと」に挑戦でき
る遊び場です。『冒険遊び場』とも呼ばれま
す。ﾃﾞﾝﾏｰｸの廃材遊び場が発祥とされます。
子どもたちが自然の中で、火を使う、木
に登る、秘密基地を作るなど、自分の責任で
自由に遊び、冒険・挑戦・体験を通し、成長
していく場です。都内に 62 ヶ所で、世田谷
区の羽根木（はねぎ）公園内のものが有名で
すが、常設は 13 ヶ所しかありません。
☆品川区内には、火起こし体験や泥んこ遊
び、木登りといった自由な遊びができる公
園は、北浜公園（北浜冒険広場、北品川２
丁目）のみです。
場所や運営（資金・ﾒﾝﾊﾞｰ）の課題を解決
しなければなりませんが、今後も粘り強くﾌﾟﾚｰ
ﾊﾟｰｸ設置を区に求めていきます。

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

▽区議会議員選挙当選者（
発行者 高橋しんじ
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

）は立候補者数

自民 11（15） 民主５（５） 維新１（２）
公明 ８（８） 共産７（７） ネット２（２）
無所属 ６（15） ※計 40（女性は 11 人）
立候補者数 54

４階

▽今後の予定
☆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。
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本会議（第１回臨時会）
・議長の選挙や議員がど
の委員会に所属するか、
などを決めます。
6/25～7/8 第２回定例会

ちょっとした話ながわ
◇中小企業ｾﾝﾀｰ祭り （5/23.24）
◇蚊の発生を予防
～蚊が媒介する感染症対策～
区では、蚊が媒介する感染
症（ﾃﾞﾝｸﾞ熱や他の感染症）に
かかるリスクを軽減させ、区
民の健康を守るために、区内
の公道や公園・児童遊園・保
育園・幼稚園などの雨水ます
に、昆虫成長制御剤を投入し、
蚊の発生を防止する作業を進めています。雨水ま
すは、構造上ボウフラの防除が難しいため、薬剤
を投入し、ボウフラが成虫（蚊）になることを抑
制します。5 月末で一巡目が終了。10 月までに４
回行う。 参考：区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ◎予算額 850 万円

雨水ます
（区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより）

10～
10～16 時 中小企業センターにて
中小企業ｾﾝﾀｰ利用団体の作品展示、伝統工芸実
演（江戸切子など）☆出店：品川の味の店（焼
き団子、和菓子、パン）、ふれあい作業所（23
日のみ、リサイクル自転車他）、お茶席（24 日
のみ）など。
◎予算額 211 万円

◇しながわ ECO
フェスティバル 2015 （5/24）
10～
10～15 時 しながわ中央公園など
しながわ中央公園などにて
などにて
家族で環境について考える展示がたくさん！
環境にやさしい乗り物体験、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄイベント
が等のｲﾍﾞﾝﾄもあります。お立ち寄り下さい！
ｳﾙﾄﾗｾﾝﾌﾞﾝと「らんま先生」も来ます。岩手県
北上市からﾎﾝﾓﾉの「雪」（４ﾄﾝ）も来ますヨ♪。

を即日開票に戻した。
「票の自動読み取り機
６台の導入で従来の半
◇翌日開票、○か×か？
数程度の職員で開票作
今回の区議選では、21 区中６区（江東、大田、 業ができる。選挙結果
江戸川、杉並、中野、荒川）が翌日開票でした。 を確実にいち早く知
各区の考えは…。
らせるのが選挙管理
Ａ:翌日開票…人件費節約、正確さ
委員会の責務」という。参考：読売新聞
参考：読売新聞 27/4/25
Ｂ:即日開票…結果を早く知らせるべき、
☆ちなみに品川区は、前々回の翌日開票を前回
月曜の開票は、業務に支障あり
（平成 23 年）から即日開票に変えました。「月曜
杉並区(Ａ)「即日開票の場合、作業に関わる職
午前に開票（＝翌日開票）すると職員が持ち場
員の休日手当がかかるが、平日に行う翌日開票
を離れるので行政ｻｰﾋﾞｽ低下のおそれがあり、
なら、人件費約 700 万円の削減効果がある」、
即日開票のﾒﾘｯﾄが大きい」と判断しました。
一方、八王子市（Ｂ）は、過去 2 回の翌日開票
今回の選挙費用は、約１億 8000 万円です。
そのうち、区職員に支払う休日手当などは、約
3000 万円です。
クイズの答え：
クイズの答え：③井ノ原快彦（よし
【お詫び】
ひこ、
ひこ、1976 年生）。NHK の朝の情報番
研修会に出席のため、5/27～6/2 まで
組『あさイチ』の司会でも知られます。
『しんじ新聞』の配布をお休みいたします。
『アド街ック天国』(テレビ東京系)
の新司会にも抜擢。妻は、瀬戸朝香。
月・水 ＪＲ大井町駅前
八潮団地での思い出は、
火 京急青物横丁駅前
ｼﾞｬﾆｰｽﾞの後輩の嵐（あらし）主演で
◎『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
『ﾋﾟｶﾝﾁ』という映画になりました。
◎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

ズ

開票所の様子（総合体育館）

朝、駅前にいます！

