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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

◇初めて触ったよ、赤ちゃんに
9/11（金）、鈴ヶ森中学校（南大井２丁目）で
中学生と赤ちゃんのふれあい事業 （市民科の授
業）が行われました。 ※主催：水神児童ｾﾝﾀｰ
近くの水神児童ｾﾝﾀｰ・南大井児童ｾﾝﾀｰを
利用されている赤ちゃんとﾏﾏがやってきて、７
年（中１男女全員。約 80 名）が『本物の』赤ちゃ
んと触れ合います。生徒は、家族の愛情を受け
てきたことや命の大切さに気付くこと、ﾏﾏたち
には、中学生と触れ合うことで、わが子の成長
を楽しみながら子育てしていけるようにする
事業です（児童ｾﾝﾀｰのﾁﾗｼより）。
赤ちゃん（50 人！０～２歳位）
とﾏﾏは、事前にｾﾝﾀｰで説明を受
け、協力を申し出て下さいまし
た。生徒達は、当日、1，2 時間
目に「赤ちゃんの発達、接し方、
抱き方等」「沐浴（もくよく＝ 体育館に畳を敷き
入浴）人形で体験」等、事前指導を受けました。
そして、３時間目。体育館で乳幼児とﾏﾏに合
流。「ﾖﾛｼｸお願いします！」
「うわー♪カワイイ♪」と早
くも生徒のﾃﾝｼｮﾝ上昇。生ま
れた時の気持ちや名前の由来・
好きな音・おもちゃ等を聞き
ながら、お互いに自己紹介。仲良くおもちゃ遊び

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。

「品川区らしさ」や「品川区ならではの魅
力」を区をあげて発信していくこと、そのた
めの雰囲気をつくってことに取り組んでい
ます。これをｼﾃｨ・ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝといい
ます。そのためのｷｬｯﾁｺﾋﾟｰを公募し、
決定しました。どれでしょうか？
①「品のあるまち。」
②「ちょっといい街、ちょうどいい街。」
③「絶品！品川」 ④「そして、品川へ。」
⑤「お節介 残る品川 街明かり」
⑥「わ、しながわ！」
◎難易度☆☆☆☆
②釣魚部
③囲碁部
④将棋部
⑤ゴルフ部 ⑥カメラ部
◎難易度 ☆☆☆☆
うまく抱っこして赤ちゃん
もゴキゲン。ﾏﾏもびっくりす
るほど慣れている生徒も。
中には、泣いてしまう赤
ちゃんもいましたが、抱っ
こしたり、赤ちゃんに指を握 赤ちゃんもゴキゲン♪
らせたり、触ったりすることで、生徒達の緊張した
表情は、赤ちゃんを見つめる優しい表情へだんだ
ん変わっていきました。体育館には、中学生・
赤ちゃん・ﾏﾏたちの笑顔があふれていました。
乳幼児たちとふれあう
機会がほとんど無いのが
近年の家庭環境。中学生
◎難易度☆☆☆☆
にとって大変貴重な経験と
なった授業でした。また、
ﾏﾏ達の「中学生ってｶﾜｲｲ
んですね」という感想も 生徒が最後に合唱を
披露。ﾏﾏ達には、「ｽ
印象的でした
この事業はﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ ｺﾞｲ！」と好評でした。
（12 名、進行を促進する子育て経験者のﾎﾞﾗﾝﾃ
ｨｱ）がﾏﾏたちと生徒をうまくつなげながら進
行。また、参加して頂けるﾏﾏの協力なしには、
成立しない事業です。地域力を痛感しました。
※写真は、処理しています。

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

ズ
◇高齢者の総合窓口
中野区 医療と介護、一括対応
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。

24 日、中野区は、高齢者向けの行政手続きを一
括で担う総合窓口を区役所２階に設置する。後期
高齢者医療と介護保険に対応し、被保険者証の交
付や保険料納付・還付などの業務にあたる。窓口
を集約し、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟで行政ｻｰﾋﾞｽを提供することで
高齢者の不便を解消する。複数階に分かれている
窓口を１カ所にまとめてほしいとの高齢者の要
望に対応した。
参考：日経新聞 9/17

【区議会の予定】 9/24-10/23 ☆議会中は区

ちょっとした話ながわ

政報告の配布時間を変更することがあります。

◇「すまいるスクール」
時間延長・利用料見直し・おやつ提供
すまいるスクールの変更について、今議会
へ議案の提案がありました。24 日からの委員
会で審議します。議案の一部をご説明します。
≪改正点≫（一部のみ掲載）
運営時間：平日
基本登録 放課後～17 時
延長利用 放課後～19 時
学校休業日
基本登録 8:15～17 時
延長利用 8:15～19 時
利用料：基本登録 250 円/月（保険料別）
延長料金 18 時まで +3000 円/月
19 時まで +4000 円/月
時間延長：18 時までは全学年対象
18 時を超えての延長は 1～3 年生
おやつ：時間延長児童に提供
お迎え：18 時超えての帰宅（～19 時）は必須

実施：平成 28 年 4 月 1 日
※保護者への説明は、今議会終了後の予定
☆区民の皆様からのご要望をうけて、区が見直し
をするという議案が提出されました。審議等につ
いては、後日ご報告します。
☆保育園保育料改定・保育料減
額対象の拡大（平成 28 年 4
月から）についても議案が提
出されました。こちらについて
は、後日、ご報告します。
すまいるｽｸｰﾙ＝小学生が授業
終了後に校内の施設で友達
と遊んだり、勉強をしたりし
て、放課後を安全に過ごすための品川区の事業
◎すまいるスクール運営費（全小学校で実施）
27 年度予算 11 億 8609 万円
キーワード

活動内容：区議会の傍聴、地域活動業務、区
関係施設の見学、広報活動、社会
人マナー講習、政策勉強会、政策
立案業務、事務的業務など。
※インターンシップ－学生が一定期間、民間企業
や官庁等で研修生として、就業体験を行うこ
と。

◇インターン生が頑張りました！
高橋しんじ事務所では、今年も大学生が熱心に
インターンシップ（※）を体験しました（＝インター
ン生）。区議会議員の仕事を通じて、政治と社会
とのつながり、社会に対する知識を養い、社会へ
の関心を高める事を目的としています。
☆毎年、数名を受け入れています。
期間：８・９月の２ヶ月間
報酬：無報酬
対象：社会に興味を持っている学生
希望進路：民間企業も含め様々です
保育園では大人気！

ｲﾍﾞﾝﾄに参加

クイズの答え：⑥「わ、しながわ！」
榎田伸也さん（奈良県在住）作。
「訪れ
る人々、また区民の人々も、日々新た
な、新鮮な発見があり、思わず『わ！』 ◎『区政報告』をお配りしています。
とさけびたくなるような魅力ある品川 ◎議会等の事情で変更する場合があります。
区をイメージしました」（榎田さん談） ◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。
①次点、②～⑤優秀作です。

駅頭で広報活動
『区政報告』配布

・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

