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※古紙を配合した紙を使用しています。

東品川公園の改修工事が終わり、リニューアルオープン記
念式典とオープンイベントが４月２日(土)に行われました。
東品川公園は区内でも有数の広い公園で、交通公園・区内
唯一の弓道場・テニスコートなど特色のある施設があり、
城南第二小学校の子どもたちのアイディアが採用されてい
ます。東親会の神山会長は「この地域は現在、約5000世
帯・13000人が住むまちです。この公園も多くの人が利用
し、町会もこの公園を拠点として様々な活動をしていきま
す。」と挨拶をされました。

東品川公園リニューアルオープン！

テニスコート

弓 道 場

★☆楽しい遊具がいっぱいあります☆★
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皆さん コンニチハ！

品川第２地区５番目に誕生した出来たての高齢者クラブ

“桜寿会”です。現在の会員は６２名です。明るく、楽し

い、笑い声の有る会をモットーに運営・発展させたいと希

望に胸ワクワクです。会員でない皆様もぜひ参加・見学し

て下さい。大歓迎です。各種行事等は東睦会・南睦会の掲
示板に貼出します。尚、年会費１２００円，年令５０才以

上，東睦会・南睦会が中心の地域です。募集用紙は下記ま

で御請求下さいませ。

桜寿会 会長 佐久間 昭栄（TEL 03-3474-1825）

事務局 川辺 勝久(03-3471-6116)

濱谷 桂子(03-3472-4442)

↑平成28年3月31日、桜寿会の設立総会が

行われました。同会にて会長に選出された

佐久間会長から挨拶がありました。

真交町会 ≪諸橋浩一 福島剛夫 野村直樹 井川久美子≫

博友町会 ≪扇田尚儀 村上孝一 石井義人 齋藤克巳≫

諏訪町会 ≪堀江新三 岩倉末江 松田年生 松岡秀和≫

三睦会町会 ≪保科義和 松本元之 山崎要 山﨑浩司 保科義明 齋藤成一≫

明睦会 ≪直井滿夫 平澤和夫 岩﨑健太郎 髙橋信弘≫

同友会町会 ≪溝口晴三 海津雅明 山田晃 下村孝 市村哲也≫

南品川南睦会 ≪小林泰二 秋山敏夫 鈴木真澄 島袋恭弘≫

東睦会 ≪荒川定男 鈴木龍彦 庄司智春 矢壁由美子≫

六丁目睦会 ≪永井惠一郎 齋木郁夫 小山豊≫

東親会 ≪神山正義 服部花子 伊藤健一 宇佐美好子≫

東品川第一自治会 ≪辻山俊一 関根一枝 田村幸夫 薄井光子≫

自治八潮会 ≪松川英敏 平田美代子 平野千代子 川口壽美栄≫

都営東品川第３アパート自治会 ≪井上辰弘 青木友子 原政子 鈴木孝枝≫

※町会自治会以外に管内各学校ＰＴＡからも選出が予定されています

現在計５４名

品川第二地区の地区委員さんを紹介します
★青少年対策地区委員会は、青少年健全育成の一環として地区委員がボランティア
として活動しています。今年は２年に１度の改選があり、２８年４月１日からは
下記の地区委員が青少年育成のために活躍します。
各事業については、町内掲示板・学校に配布するチラシ等をご覧ください。

高齢者クラブとは、趣味や文化スポーツ活動などを通じて高齢者相互の助け合い

などを目的として自主的に組織し、地域単位で活動している団体です。品川第二

地区には、喜楽会・明正クラブ・南桜真会・さくら会の４団体があり、桜寿会が

５番目の高齢者クラブとなりました。

品川第二地区委員会では、様々な事業を計画していますので是非皆さまご参加ください！！



２月２４日(水)、品川区永年継続事業所表
彰式が行われ、創業から１００年以上の永
きにわたり事業を継続している区内２２事
業所を表彰しました。このような表彰は２
３区でも初となります。今回表彰されたの
は創業１００年以上かつ、品川区内で７０
年以上継続している事業所です。平野屋堀
江商店の堀江社長が、代表受賞者として謝
辞を述べました。

平成28年春の全国交通安全運動
が４月６日(水)から15日(金)までの
10日間「やさしさが 走るこの街
この道路」をスローガンに行われま
した。11日(月)には、濱野区長が
真交町会を警視庁のマスコットキャ
ラクター・ピーポくん達と激励訪問
しました。区長は地域の交通事情な
どを伺い、日ごろの町会活動に対し
て感謝の意を伝えました。

品川区永年継続事業所表彰

『畳 松岡』1779年創業（創業年数236年／区内継続年数236年）
『株式会社 平野屋堀江商店』1800年創業（215年／215年）
『日本ペイントホールディングス株式会社』1881年創業（134年／119年）
『三和テッキ株式会社』1907年創業（108年／82年）

品川第二地区では上記の４事業所が受賞されました。おめでとうございます。

３月２０日(日)に、青物横丁商店街振興組合主催の“あおよこカップ大会”

が今年も東海中学校にて開催されました。６チームが参加して白熱した試合

を繰り広げました。この大会は地元の商店街が協賛しており、スーパー平野

屋・焼肉おもに・ロゼット・産経新聞南品川販売所・ダーツバーライジング

からそれぞれ賞品が贈られました。また優勝した『立会･Ｄ･フットボールク

ラブ』と準優勝の『城南アヤックス』にはＦＣ東京より観戦ツアーチケット

が贈呈され、サッカー少年たちにとってはまたとない経験となりました。

第８回あおよこカップ大会 優 勝

立会･Ｄ･フットボール
クラブ



管内の施設行事

品川学園 ≪3474-2671≫

10～11日 職場体験(８年生)

10～12日 修学旅行(９年生)

14日(土) 開校記念日

22日(日) 春季運動会(１～４年生)

城南小学校 ≪3471-7919≫

9日(月) 音楽鑑賞教室(５年生)

13日(金) 遠足(６年生･東海道ウォークラリー)

24日(火) マナーキッズ

27日(金) 水道キャラバン(４年生)

浅間台小学校 ≪3474-2727≫

9日(月) 音楽鑑賞教室(５年生)

10日(火) 全校遠足

19～21日 学校公開

27日(金) セーフティ教室

城南第二小学校 ≪3471-7481≫

9日(月) 音楽鑑賞教室(５年生)

16～18日 日光移動教室(６年生)

20日(金) 遠足(２年生)

30日(月) 演劇教室

東海中学校 ≪3471-6951≫

2日(月) 部活動保護者説明会

9～13日 家庭訪問

28日(土) 運動会

31日(火) 音楽鑑賞教室(８年生)

城南幼稚園 ≪3471-7584≫

13日(金) ５歳児保育参観日

17日(火) ４歳児お弁当参観

20日(金) 親子遠足

26日(木) 誕生会

品川保育園 ≪3471-0506≫

2日(月) こいのぼりの会

11日(水) 乳児身体測定

13日(金) 幼児身体測定

28日(土) ＰＴＡ食育連携事業

都立品川特別支援学校 ≪5460-1160≫

4/7(木)～5/11(水) 家庭訪問・個別面談

21日(土) 体育発表会

26日(木) 学校見学日

27日(金) 開校記念日

南 品川児童センター 3450ー5043
「ダイナミックプラ電車」

日時：5/21(土) 10：30～11：30
対象：乳幼児親子
定員：なし
内容：広いお部屋でたくさん電車を走らせよ
う。当日来てください。

東 品川児童センター 3472ー5806
「わっくわくランドしながわ」
日時：5/8(日) 10：30～16：00

対象：どなたでも(定員なし)
会場：しながわ中央公園

内容：児童福祉週間に品川区の児童センター
25館が一堂に集まって行うイベントです。遊び

あり、体験あり、楽しいことが盛りだくさんの
一日です。東品川児童センターは「東海道 し

ながわ あそび宿」のコーナーを担当します。
人力車も体験できます。（無料）

※詳細や、その他のイベントは各児童センターに

お問い合わせください。（日・祝除く）
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南 品川シルバーセンター 3471－7000

○マッサージサービス 5/9(月) １人３０分

(無料、定員16名、希望者多数の場合は抽選)

☆会員募集
○華陽会(生花) 第1・3火曜日 午前9：00～12：00
○直睦会(民謡) 第2・4土曜日 午前9：30～12：00
○二葉会(舞踊) 毎週金曜日 午後1：00～ 4：30
○カラオケグループ随時会員募集しています。

○お風呂 火・木曜日(男性) 水・金曜日(女性)

東 品川シルバーセンター 3472－2944

○マッサージサービス

毎週火曜日 5/10・17・24 10：00～15：00
（２週間前より予約を受付けています。利用者多数の場合は抽選を行います）

○入浴サービス 月～土曜日 10：30～16：00
○マッサージ機サービス 月～土曜日 9：00～16：00

○スカイウエルサービス 月～土曜日 9：00～17：00

※シルバーセンターの利用対象者は区内在住60歳以上の方、

全て無料です。

※休館日：日曜、祝日、年末年始

★5月31日(火)東海グループ３校合同遠足


