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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

高齢者のお祝い

品川区では、区内在住の 80 歳以上の方に
区や社会福祉協議会から区内共通商品券が
贈呈されます。ところで、次の年齢（数え年）
と呼び方を組み合わせて下さい。
①61 歳 ②70 歳 ③77 歳
④80 歳 ⑤88 歳 ⑥90 歳
⑦99 歳 ⑧100 歳
a.紀寿（きじゅ）
b.米寿(べいじゅ)
c.還暦（かんれき） d.傘寿（さんじゅ）
e.白寿（はくじゅ） f.古希（こき）
g.卒寿（そつじゅ） h.喜寿（きじゅ）
◎難易度 ☆☆☆☆

☆岩手県宮古市 マメ知識☆
・人口
・面積
岩手県宮古市は、東日本大震災で甚大な被害
を受けました。亡くなった方は、517 人、行方不
明者 94 人、家屋倒壊 9088 戸(全壊 5968 戸、大
規模半壊 1335 戸、半壊 1174 戸)などの多大な被
害です（平成 24 年 11 月現在）。被災された方々
に心よりお見舞い申し上げます。

宮古市が企画・募集し、品川区の小中学校の
親子（30 組 67 人）が宮古市の森・川・海・防
災を体験。宮古市の親子とも交流しました。
この親子体験ﾂｱｰに同行しました。ﾂｱｰ同行後
は震災４年後の被災地の状況を見学しました。
宮古市他、被災地の状況は、後日ご報告します。
8/7 森の体験
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ（山歩き）－水源地まで
8/8 川の体験
川の流れ体験、生き物観察
防災体験
田老地区－防潮堤・震災遺構見学、
DVD（震災記録）視聴
8/9 海の体験 （⇒写真）
船上から宮古湾の生物・環境観察
☆宮古市、地元 NPO、岩手県などの協力を得て、
参加者は、森の涼しさ、川の冷たさ、宮古湾の魅
力等を体験し、宮古の自然を満喫しました。

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： 品川区 高橋しんじ
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。

約 58,900 人 （品川区約 37 万人）
約 1260 ㎢ （同 約 23 ㎢）

※岩手県内で最大の市町村です。
・人口密度

46.8 人/㎢
（16,110 人/㎢）
☆品川区と災害時
援助協定を締結。
品川区とは『目黒
のさんま祭り』の
さんま提供で親交
が深い。盛岡から
◎難易度☆☆☆☆
約３時間です。

船で宮古湾内のカキ養殖を見学。
海中から引き揚げて説明してくれました
（左）。昆布でカキが隠れています。昆布
を切る初体験も（右）。震災時、津波で湾
内のカキは、すべて陸上に流されました。

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

ズ
◇高齢者見守り、中学生が担う
発行者 高橋しんじ
〒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
(郵送他)いたします。ご連絡下さい。

江戸川区は、9 月から中学生のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱが高齢者を
訪問して交流する見守り事業を始める。区内在住の高
齢者は約 14 万人。まず 50 世帯前後の定期訪問を予
定している。このような見守りは全国的にも珍しい
という。３人でﾁｰﾑをつくり、地域の民生委員に紹介
された高齢者宅を月１回のﾍﾟｰｽで繰り返し訪問す
る。11 月までは民生委員がﾁｰﾑに同行し、それ以降
は、中学生が主体的に活動する。区は、「世代間の
つながりを強め、地域への愛着を育てたい」と話す。
☆参考になる取り組みです。
参考:8/21 日経

川の体験 ﾗｲﾌｼﾞ
ｬｹｯﾄ着用で川の流
れを体験し、生物も
観察。昼食は川魚
炭火焼！
防災体験
宮古市田老（た
ろう）のスーパ
ー堤防の上か
ら見学。津波に
破壊され、大き
な被害に遭い
ました。

とれたての鮎
（あゆ） 美味
です！
海の体験
宮古湾でとれる
生物（魚、貝、ﾋ
ﾄﾃﾞなど）をﾌﾟｰ
ﾙで実際に触っ
てみました。

☆とても素晴らしい交流事業です。存続されること
を切望します。※参加費用：一人 1 万円
mann

ちょっとした話ながわ

◇山王道こ線人道橋 通行止め

◇来年４月 新規開園予定保育園
①大空と大地のなーさりぃ大森駅前園
定員 80 人 南大井 6-16-16（2 階）
②きたしながわさくらさくほいくえん
定員 63 人
北品川 1-28
③とごしの杜保育園
定員 108 人 平塚 2-18-19
④ほっぺるランド東五反田
定員 60 人
東五反田 1-2-16
⑤ポピンズナーサリースクール勝島
定員 60 人 勝島 1-6（国家公務員宿舎内）
◎予算額 ４億 8675 万円 ☆さらに増設を

☆ｺﾝｸﾘｰﾄの損傷が激しく、大規模地震時に
落橋する可能性があるので、耐震・補修工
事を実施します。工事期間は通行止めです
場所：南大井６丁目 14 番（水神公園）から大
田区山王 1 丁目 1 番地に渡る、JR 上の
人道橋
工事期間：平成 27 年
8/31～28 年 5/18
☆大田区の事業です。
大森駅や水神公園
の地下道へ迂回を
お願いします。

クイズの答え：①61 歳 c.還暦
②70 歳 f.古希 ③77 歳 h.喜寿
喜の草書体⇒㐂 ④80 歳 d.傘寿 傘
の略字＝仐（八と十）⑤88 歳 b.米寿
米⇒八十八に分解 ⑥90 歳 g.卒寿 ◎『区政報告』をお配りしています。
卒の略字＝卆（九と十） ⑦99 歳 e. ◎議会等の事情で変更する場合があります。
白寿 百引く一は、白（はく） ⑧100 ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
歳 a.紀寿 一世紀＝100 年

・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

