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-卒業式特集浜川幼稚園

卒園児累計 9063 人

3/17 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、浜川小学校と同じ
敷地内。４歳児 35 名、５歳児 34 名計 69 名）
に出席しました。ぞう組さん（５歳児ｸﾗｽ）34 名
（男子 23 名女子 11 名）が卒園しました。
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「毎日オイシイお弁当をありがとう♪」など。保
護者の中には、涙ぐみながら「毎日残さず食べて
くれてありがとう」というお母さんも。

鈴ヶ森小学校

３月に行われた鈴ヶ森小学校の卒業式
で卒業生が将来の夢を一人一人発表しまし
た（78 人）。次のうち、その夢のなりたい職
業になかったものはどれでしょう？
①ﾌﾟﾛ野球選手 ②ﾌﾟﾛｻｯｶｰ選手
③ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹｯﾄ選手
④獣医
⑤看護師
⑥医師
⑦介護犬の訓練
⑧政治家 ⑨教員
⑩ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞで働く
⑪ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰ（制作した動画を
動画共有ｻｲﾄ YouTube 上で
継続的に公開する人）
⑫ﾊﾞﾚﾘｰﾅ ⑬大工 ◎難易度 ☆
２年前の入園式では、落ち着いて座ってい
られず、ﾏﾏのところへ行ってしまう子や泣い
てしまう子もいました。しかし、先生方や保
護者の方々の２年間のご指導で、しっかりと
成長した姿を見ることができました。約１時
間の式典。ぱんだ組さん（４歳児）も元気に
歌を歌ったり、落ち着いて参加していました。
34 名の卒園児は、
６つの小学校に分
かれて進学します。
４月からは、ピカ
ピカの１年生です。
楽しい小学校生活
を送って下さい。
とても楽しみですね。
式後、校庭で記念撮影

卒業生累計 6902 人

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 512 名。私も卒業生
です）に出席しました。
卒業生は、男子 40 名、女子 38 名の計 78 名
（昨年度、男子 38 名、女子 27 名の計 65 名）。
５年生も出席。私立中学には７名が進学。
小学校では、壇上で、私の将来の夢（将来の職
業やこれからの決意）などを大きな声で発表し
ました。「人の役に立つ仕事をする」「子どもに関
わる仕事としたい」「いい絵を描きたい」「漢字をた
くさん覚えたい」「時間に気を付けて生活する」、

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。

様々な『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
ｱｰﾁで見送り
を思い出します！最後
写真は処理しています
の６年生の歌「旅立ち
の歌」でいつも涙がこみ上げてきてしまいます。

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
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☆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
いたします(送料は当方で負担します)

鈴ヶ森中学校
卒業生累計 10347 人
3/18 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 286 名。
私も卒業生です）に出席しました。
今年は、男子 52 名、女子 60 名の計 112 名
（昨年度、男子 55 名、女子 32 名の計 87 名）
が卒業（進路は国公立高 70、私立高 37、その
他５）。私が卒業する時は、約 160 名、その後、
約 250 名（！）が卒業という時代も
ありました。やはり、少子化が進ん
でいます。特に女子の在校生が少な
いです…（新２年生は 25 人）。

◇しながわ運河まつり 2016 開催！
日程： 4/9（土）～10 日（日）
時間： 9 日 10:30～20:30

10 日 10:30～15:30
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
打ち上げ花火
ｱｲﾙ駅より徒歩約 15 分）
内容：飲食模擬店、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、運河まつり周遊船、
ｽﾃｰｼﾞｲﾍﾞﾝﾄ、しながわ粋（いき）おんなｺﾝ
ﾃｽﾄ、遊びの広場（ふわふわ、ﾄﾚｲﾝ、氷の
いらないｱｲｽｽｹｰﾄ）、打ち上げ花火（9 日 20
時予定）、ｸﾞﾗﾝﾄﾞ企画、ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ、他
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、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸﾍﾟｰｼﾞ、ﾎﾟｽﾀｰで
クイズの答え：⑧ 残念ながら、
小学校の卒業式に長く参加していま
すが、今まで一人もいません。高校生
のなりたい職業でも最下位をうろう
ろ。憧れとまでは、ならなくても魅力
ある職業になるよう頑張ります！

◇小学生、将来の夢（職業）
3/24 の鈴ヶ森小小学校の卒業生の
「将来の夢」です。その一部をご紹介します。
多様ですね。夢の実現を祈っています♪～
▽ﾌﾟﾛ野球選手、ﾌﾟﾛﾊﾞｽｹ選手、ﾌﾟﾛｻｯｶｰ
選手、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ選手、ﾁｱﾘｰﾀﾞｰ
▽ﾊﾞﾚﾘｰﾅ、ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾁｽﾄ、体操の先生、
美容師、看護師、医師、獣医
▽教員、鑑識（警察等）、大工、
ｱﾅｳﾝｻｰ、科学者、料理人、舞台監督
▽ｹﾞｰﾑｸﾘｴｲﾀｰ、ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞで働く、ﾊﾝ
ﾄﾞﾗｰ（介助犬の訓練）、ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰ（注
制作した動画を動画共有ｻｲﾄ YouTube
上で継続的に公開する人）
式典では、校歌、式歌、在校生の送る歌、卒
業生合唱（４曲！）と在校生、卒業生がとても素
晴らしい合唱を聞かせてくれました。ここ数年、
毎年、各種ｺﾝｸｰﾙで受賞している鈴中生の実力
です。来賓の副区
長が感動していま
した。
式典終了後は、
校庭で卒業生を
見送りました。（⇒）
おめでとう
ございます！

◇さくらまつり！ 4/10（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、
お米などが当たります！）など♪♪～
恒例のお花見＆お祭りです。
主催：大井第一町会連合会
共催：青少年対策大井第一地区委員会
☆詳細は、大井第一地域ｾﾝﾀｰＨＰ、ﾎﾟｽﾀｰ等で

◇お花見の季節です
区内の桜の見どころが品川区
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの「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！
※ゴミはお持ち帰り
下さい。

・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
◎『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。 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

