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 無所属 
高橋 しんじ 

 
 
 
 
≪観光検定合格者が区観光協会特派員に≫ 
２月実施の中央区観光検定の上位合格者

32 人が中央区観光協会の「特派員」に任命
された。100 点満点で 94 点以上の得点者。
自分が見つけたおいしいお店や町歩きスポ
ット、催しなどの情報を収集して、観光協
会ホームページのブログに掲載する。任期
は、５月１日から１年間。この検定は、区
民を中心に 600 人が受験し、457 人が合格
し、最高点は、99 点（！）。 

（東京新聞 090422） 

ズ 

東京都品川区東大井 4-13-11-304 〒140-0011 
TEL:03-5461-8757 FAX:03-5461-8763 
E-mail takahashi-shinji@spa.nifty.com 
URL http://www.takahashi-shinji.net/ 
☆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。 

高 事 橋しんじ 務所 

※毎週、区政や区内の出来事 
についてご報告しています 

高橋しんじプロフィール  

若草幼稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、
早稲田実業高、早稲田大学（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。東京大学研究員、塾などを経て、
教師（早稲田実業高、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 
2541 票の支持をいただき初当選！ 

 しがらみのない無所属 

 ４月 12 日（日）、「みなみ児童遊園」（南大井

１丁目）において『大井第一さくらまつり』が

開催されました。 

 昨年は、残念ながら雨天でしたが、今年は、

晴天に恵まれて、お花見には最適な気候でした。

右下の写真のように桜も満開でたくさんの方々

でにぎわいました。豪華（？）景品が当たる福

引も抽選券があっという間になくなりました。

また、大井第一地区のほとんどの町会が模擬店

を出店し、そこでは、焼きそば、小籠包子、玉

こんにゃく、いそべ焼き、綿アメ、飲み物、そ

の他たくさんの品物が販売されていました。 

 やはり、「花より団子」の方も多く（笑）、お

店で売り切れが続出していました。大井第一地

区委員会の模擬店も 

飲物がたくさん売れ 

ていました。バザー 

もほぼ完売。 

参加者は、5500 人 

で昨年の 2600 人を大 

きく上回りました。  

   ☆☆ 品川区イズ ☆☆ 
      次のうち品川区内を通っていない道

路はどれでしょうか。 
 
①第一京浜（国道 15 号線） 
②第二京浜（国道１号線） 
③山手通り（環状６号線） 
④環状７号線 
⑤湾岸道路 
⑥海岸通り 
⑦中原街道 
⑧目黒通り 

さくらまつり開催！ 

  
品川区大崎に本社のある、ハローキティ

などで有名なサンリオ。社名の由来は、公
式サイトには、「スペイン語で『聖なる河』
を意味する『 San Rio』 に由来する。文化
を興す河となることを願ってつけた」とあ
ります。また、創業者の辻信太郎氏が山梨
に作った会社がサンリオの前身で、『山梨の
王』になるといった意味から⇒『山＝サン、
梨＝リ、王＝オウ』⇒『サンリオ』と命名
したという説もありますが、否定する意見
もあり、こちらははっきりしません。 

 ちょっとした話ながわ 
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☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！ 

 
今週の書架 

☆『教員評価』 
（苅谷剛彦他 480 円 岩波ﾌﾞｯｸﾚｯﾄ） 
教員の力量形成の制度化、教員の処遇に

メリハリをつける等の意図とも連動し、教
員の「教えるという仕事＝教育労働」を外
形的に評価しようという試みが全国で始
まっています。しかし、複雑で多様な、か
つ微妙で繊細な仕事であり、その成果が短
期的にはとらえにくいとも思われてい 
ます。教員評価の課題と可能性を 
冷静に検討しています。 
 

無所属クラブ 
    区政報告 

月 ＪＲ大井町駅前 
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 

◎『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。 
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 

朝、駅前にいます！ 

校庭の桜が満開の中、４月 

上旬に入学式が区内の各学校 

で行なわれました。 

 ６日小学校、７日中学校、 

８日幼稚園と今年も多くの 

新入生が入園・入学しまし 

た。生き生きとした姿はい 

つ見ても素晴らしい光景で 

す。また、保護者の方々の 

笑顔も素敵でした。区議会議員として来賓席

に座らせていただきましたが、入学式は、児

童・生徒、後に教員として出席した場でした

ので、何度出席しても、どうも座る位置に慣

れず、落ち着いて座っていられません…（笑） 

 ６日 鈴ヶ森小学校 男子 37 名、女子 27
名が入学（２クラス）。２年生が歌や演奏で歓
迎しました。校長先生は、３つの約束として
「勉強しましょう。友達を作りましょう。早
寝早起き朝ごはん」と述べられました。 
 ７日 鈴ヶ森中学校 男子 45 名、女子 38
名の入学（３クラス）。校長先生も新たに大崎
中学から着任されました。厳粛な雰囲気の中
で行なわれました。 

 時代の変化を感じずにいられなかったの

は、新入生のお名前です。とても難しい読み

方のお名前がたくさんでした。また、小中と

も、女子で「子」がつく新入生は、それぞれ、 

 

お２人でした。これも近年の特徴のようです。 

 ８日 浜川幼稚園 ぱんだ組（年少組）に
31 人（年長組に２人）が入園。ぞう組（年長組）
の園児達が練習した歌を元気よく歌って迎えま
した。 
 11 日 ぷりすくーる西五反田 幼保一体型
の就学前教育施設です。０歳から４歳まで新た
に 42 名が入園しました。０歳の 12 名は保護者
の方々のひざの上に抱かれての出席という微笑
ましい光景でした。 
【平成 21 年度 新１年生】（４月 21 日現在） 
◇小学校 38 校  入学者数/学級数 
・大井第一 141/4  ・山中           52/2 
・鮫浜     17/1  ・立会           99/3 
・浜川     54/2  ・原（伊藤学園）104/3 
・鈴ヶ森    64/2  ・城南           49/2 
・城南第二  68/2  ・八潮学園       93/3 
☆区立小学校新１年生合計 
2113 人（平成 19 年 2228 人） 
 
◇中学校 16 校 
・東海           86/3    
・城南          110/3 
・浜川           94/3 
・伊藤学園      184/5 
・鈴ヶ森         83/3 
・八潮学園       86/3 
☆区立中学校新 1 年生合計 
1554 人（平成 19 年 1463 人） 
※平成20年5月１日現在    【鈴ヶ森小学校正門】 
の区立小学校６年生は、  【鈴ヶ森小学校正門】 
2024 人でした。約 500 人が区立中学に進学して
いないこと（私立中進学、転居等）になります。 

クイズの答え：④環状７号線は、 
旗の台近くを通っていますが、大
田区内（北千束、南千束等）です。 
⑤湾岸道路は、八潮地区、⑥海岸
通は、南品川周辺を通っていま
す。⑧目黒通りは、品川区の北端
の目黒駅近くの上大崎地区を通
っています。 


