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問 13 「あなたにとって品川らしい文化」とは、どのようなものだと思いますか？  

  

  

①祭り、東海道品川宿など  

品川といえばお祭りです。小さい頃は笛も太鼓もやっていました。   

都会の中に存在する温かい人情  

大井どんたく、中延ねぶた祭、大変なにぎわいで皆がイベントを楽しみに我家も孫達もとてもはしゃい

でいました。源氏前小学校（もちつき）などのイベントも参加させていただきました。品川区の伝統的な

事に関してよくわかりませんが、小さな事から紹介していただき自覚してゆきたいと思います。 

 

伝統を守るという事では、お祭り、おもちつき大会、節分等、季節の節目の行事は各町会が積極的

に実施し、出来ない町会は区及び財団がとりまとめ、集合体の催しを行ってはいかがでしょうか。参加

したくても町会で出来ない、やっていない所の住民は参加しやすいと考えます。又、町会を超えての

広い範囲での交流も深まるのでは（少子化になる為） 

 

東海道など、品川独自の文化を中心とした催し物を広げていってはどうか。  

旧東海道や青物横丁の通りには白壁土蔵や江戸時代を思わせるような建物等に統一させると良い

ですね。  外国人や地方から観光に訪れる様になると経済効果も生まれて品川の発展につながりま

す。 

 

個人的にはあまり「祭り」とかに関心がありませんが、品川の歴史的文化財を大切にすることに異論は

ありません。 
 

伝統行事やお祭り等ももちろんですが、江戸時代の地図と現代の地図の比較、商店街の成り立ち

等、昔と今を比較することが出来たらと思います。 

町名の由来等、地形等も知る事が出来たら更に興味が持てるのではないかと考えます。 

 

私には生まれ育った場所が品川ではなかったので、多くは分かりませんが「大井どんたく」は良いと思

います。 
 

お祭りが多いのでにぎやかな文化  

旧東海道など歴史的価値が多くあると思いますが、保存・文化の継承をして行くのは、人と財力が必

要だと思います。子供の数が減り、経済不安の中、２つの大きな問題をクリアして行くのは困難が多

いと思います。 

商店街・品川区の納税者に負担がかからない様な活動で、継承されて行けば良いと思います。（高

額所得の企業、個人にスポンサーになってもらうとか） 

 

自分自身が行事に積極的に参加することはないが、お祭や品川宿などはほとんど見物している  

最近は減ってきているように思う。又、大井どんたくでは、販売側の態度に目にあまるものがあると思

う。しかし、子供たちが関わるイベントにはとても品川らしい感じがある。 
 

品川の歴史的文化財（東海道品川宿、寺社、お祭り） 

五街道の１つとして世界に誇れる観光コンテンツとすべく沿道の整備に力を注ぐべき 
 

品川らしい文化とは、東海道の宿場町としての役割、特徴、東京湾を生活の糧とした江戸の香りある

ものが品川らしいと感じる 
 

お祭り  

品川らしい文化とはやはり東海道の関連したものだと思います。  

やはり東海道品川宿を活かしたお祭り・お囃子を盛大なイベントにしてその時いかに沢山の人が来て

もらえるかＰＲの方法を考えていつまでも守ってください 
 



祭が多く、にぎわいのある町、かつ治安が良く住みやすい町  

品川の特徴そのものがイメージに乏しく、せいぜい東京湾とか東海道につながる交通の要所という位

しか思い浮かびません。しかしこの辺をもっと強調して国際的にも分かりやすい発信の仕方を工夫し

たらよいと思います。保存に留まらずその存在をどうＰＲし、外国人にも魅力あるサービスや付加価値

を高めていくかということです。やはり海、交通、それに伴う物産や設備、イベントの充実を目指すべき

だと思います。 

 

品川宿など江戸時代の歴史を知る機会を通じて日本の重厚な歴史・文化を発信すること。 漁業の

歴史、食文化なども品川らしい文化ではないでしょうか？ 氏名連絡先記入あり 
 

海と東海道がイメージです。  

お祭りは好き好きがあると思います。イベント参加、手伝いにしろ、皆で参加しやすい状態にしてくれ

たらよいと思う。 
 

旧東海道沿いに江戸時代当時の宿場町のような町並みを一部再現できたら面白いと思う  

伝統的な行事。宿場であったことや、昔ながらの温かさ（人の）が残る部分が感じられるお祭り  

  

  

②歴史的な伝統と先進性が融合した文化 

歴史と先進性が融合した文化、古くて新しい街・多様な地域性、企業（産業）の拠点、継続的に改

善する住みやすい街 
 

一流企業が多く、また東海道でもあるので、先端の技術と伝統行事が共存した文化  

先・と歴史の共存  

オフイス街と商店街の融合  

歴史や伝統を活かしつつ」、新しい巾の広い世代が  

品川は国内はもちろん、海外からも便利な位置にあり発展した商業施設や新しい建物に加え、歴史

的文化財や史跡等も数多くあり、新旧和洋の魅力が合わせられたものになっていると思います。 
 

近代化されているのに、どこか下町的なものを持ち合わせているところ  

歴史的文化財  

神社、仏閣が多い 水辺の町 都会と昔ながらの街並みが融合している  

古い物と新しいものとが共存する町  

古くは北品川近辺の宿場町がある文化。近くは戸越銀座、武蔵小山に代表される商店街文化。武

蔵小山の中原街道沿いにある高層ビル（マンション）などの文化にそぐわないと思う。下町のように街

並みを保存してもよいのでは…と思いますが、もう無理か 

 

海の開発・生かした文化 品川の歴史の普及・保存 ケーブルテレビの充実（品川らしい番組づくり

をもっと） 
  

   

 

③思い当たらない・知らない・考えたことがない  

今は子供が 2 人、受験生ということもあり、あまり考えていません  

品川区に引越ししてまだ浅いので品川らしい文化といわれてもよくわからない。   



私は現在 64 歳と 2 ヶ月でありますが、｢品川らしい文化｣と改めて問われると返答にきゅうします。生ま

れ育った品川に現在も居住しながらなんとも情けない有様です。東品川でうまれて育った私は利田

神社、洲崎神社、荏原神社、品川神社のお神輿の太鼓の音を聞くとなんとなく血が騒ぎます。不思

議ですね。どんな有名な他の神社のお神輿を見てもそれなりの感動はおぼえますがそれだけです。こ

こらあたりが私にとっての品川らしい文化でしょうか！現在、私の命が存在するということは私の先祖

がなにわともあれ命をつむいできたという証明ですが、品川らしい文化もそれと同じだと思います。幼

児の頃からそのあたりのところから文化というものに慣れ親しませることが、大切なのではないでしょう

か？ 

 

品川らしさというものはよく理解していない。地域伝統を残すためのコミュニティの充実が必要だと思

う。一方で地方から移り住んでいる人たちが気軽に参加する形態が少ないように思う。 
 

特になし  

品川と文化をつなげて考えた事が有りませんでした。私の所は目黒駅の近所なので目黒区民センタ

ーの方を良く利用しています。 
 

一昨年、品川区に越してきましたが、上記（注問１３の説明）の様な活動をしている事を全く知らなか

った。 
 

品川区に引越したばかりでよく分かりません。世界の中で姉妹都市はどこですか。そこと品川区の交

流はありますか。国際的な活動をしていらっしゃるのですか。質の高いクラシック音楽を区のコンサート

ホール（どこにあるのかわかりませんが）で企画されることありますか。区民のレベルアップにぜひ力を

注いでいただきたいです。いかにもお祭り騒ぎでなく不況の今こそ本物の文化は何か考えていただき

たいと願います。品川らしい文化とはどういうものなのでしょうか。まだ何もわかりませんので、これから

ゆっくり品川らしさを私は探してゆきたいです。 

 

此度を機会に実践を伴った意見が出せる様にしたい（地域連帯）  

品川区の中には高級住宅街もあれば、庶民的な地域もあり「品川らしい」という定義にはムリがあると

思います。それぞれの地域の行事の意味を深く考え、その行事のための技術・専門性などを高め、

品格のあるもの、残していきたいと思えるものにしていくといいと思います 

 

特になし  

今まで殆ど参加していないので無責任な回答、意見はひかえさせていただきます。  

特にありません。  

「品川らしい文化」あまり頭にうかんできませんでした。「工業地帯」「産業地帯」と言葉がうかんできま

した。「物づくり日本」の先頭にたって、工業製品の発展をひっぱってきた、メーカーがたくさん品川に

あるということが頭にうかびました。 

 

品川区に引越して来たばかりで品川区に関して全く様子がわかりませんので、良くお答えできませ

ん。 
 

まず、上記各種イベントの存在をしりませんでした。知った上で参加し易い告知が充実されることを希

望します。 
 

品川区に越してきて１年も経っていなく、仕事で品川にいない時間が多いので、伝統的なイベントや

品川らしさがまだ分からない。 
 

移り住んで 2年近くになるが、品川らしい文化はなに 1つ思い浮かばない。上述の各種イベントも今ま

で参加したことがないし、見聞したこともない。これらのイベントを広く告知することがまずｈ大切ではな

いかと思います 

 

特になし  



特になし  

品川の歴史文化財など詳しく知りませんし、深く考えてきたことがなく、町のお祭りくらいしか接するこ

とがないので、はっきりした意見を持ちえないのが心苦しいです。自然を壊すことなく無理に新しいも

のは作らずに大切に保存していくことの必要性を大人から子供に至るまで皆の心に芽生えるような文

化を築いてほしいと願います。 

 

告知方法の改善を考えてみてはいかがでしょうか？私は荏原地区に住んで 40 年ですが、宿場祭りも

大井どんたくも中延ねぶた祭りもさえも知りません。もう少し興味をそそるようなお知らせ方法があるの

ではないでしょうかと思います。「広報しながわ」だけでは足りないと感じます 

 

特に思いあたりません。  

特に無い 品川というローカルな枠にとらわれる必要はない。  

長く品川に住んでいますが、「品川らしい文化」というのがどのようなものかよく分かりません。歴史的

文化財がありいろいろな行事が行われていても、身のまわりには高層ビルが建ち並び「品川らしさ？」

というものが、なかなか感じられません。常にイベントが行われているわけではないと思いますので、大

きなイベント、近くで催されるイベント等についての情報を、前もって参加しやすいように提供してもら

えるとうれしいです。（昔から歴史に疎いので、すみません） 

 

品川らしい文化は私個人勉強不足でよくわかりません。  

品川に住み始めて１０年程度の私には、品川らしい文化ときかれて答えられるほどの確固たる文化を

もたない、しらないのが現実です。子供の頃から品川全体の文化を体験ができると自然に子供たちは

品川の文化として答えられるようなものが育まれるのではないかと思います。現在も自分の住んでいな

い地域の伝説にふれる機会は今の子供たちもあると思いますが、もうすこし品川全体に目をむけるよ

うな文化についての学習の機会があるとよいと思う。 

 

約２年前に品川区に引越してきたので品川らしい文化がどのようなものかまだ分からない。品川らしい

文化を築き、保存していくのはそこに住んでいる住民なので、まずはより多くの住民に歴史的文化財

の価値を知ってもらうことが重要だと思う。 

 

このような文化活動があることを知らなかったのでもっと情報提供して欲しい。  

品川に住んでまだ２年ですが、地域の情報など、全く入ってきません。実際品川という町をよく知りま

せん。知る努力をしない自分も自分ですが、私が自分から品川について知ろうと手軽に行えること

は、パソコンを開くことのみです。 

 

品川区に住んで４年目になりますが、お祭りなどのイベントが沢山あるなんて知りませんでした。今度

いってみたいと思います。 
  

   

 

④要望（機会など） 

歴史的文化の継承も大切ですが、新しい文化活動にも気軽に参加できる機会を増やし、きゅりあん

だけでなく品川区民の文化ホール(舞台)をもう１～２ヶ所増やしてほしい。（ゆうぽうとは高い！）ダンス

を披露する場が少なすぎるし、競争率が高く、確保できない。 

 

いろいろなイベントは誠によいことだと思います。がもう少し縮小し実のあることにするのも一つあると思

います。なぜならお祭り時になりますときりなく、あちらこちらで競争のごとく行われているからです。そ

のため部外の人も入り環境によくないと思います。 

 

少子化のため年々祭りがさびしくなります。参加しやすい企画をしてほしいものです  



文化は、その土地に住む人の人柄から品川らしさが生まれると思います。品川駅を見てみると、開発

することが品川らしさになっている現在、品川に住む人々の普段の何気ないあいさつや、買い物をし

ている人の笑い声など音楽や芸術はその根本を築いていくと思います。お祭りはとてもよい区民の

commication だと思います。 

 

商店街がより活性化していくこと。地域に一番密着しているし一番参加しやすい。子供の夏祭りなど

やっていますが、子供のいない家庭や年配用の人も参加できる商店街の催し物があるといいので

は？たとえばワゴンセールのとき、お茶屋の用に赤い布を掛けた長いすでもあると長い商店街も時間

を掛けてみることができるし、商店の人がただでお茶でもサービスしてくれると、そのやさしさで心のゆと

りもできるのでは？ 

 

町会のお祭りは古い人の考えが今でも続き若者の意見はないし、若者はいない。参加していないの

が事実。古い考え方が品川らしい文化なのか？新しい事をとり入れ若者に参加していける文化にな

ってほしい。 

 

私の田舎は盆踊りが盛んでした。自分も小学・中学と部活動チームでユニフォームを着て、大きな声

で盆踊りの歌を歌いながら踊りました。チーム参加だったり、個人参加だったり、質の良い踊りをする

チームもいっぱい！仮装する人も多く華やかでした。優勝・２位・３位と審査があり何が景品だったの

か覚えていませんが、皆自己満足だったと思います。とにかく盆踊りに熱が入っている町でした。今で

もその歌は歌えますし、自分の田舎の自慢の一つでもあります。 

昭和通りの盆踊り、盛んになってずっと残ってほしいです。 

 

教育分野では中高一貫システムをいちはやく取り入れるなど進取の精神を感じる。文化芸術分野で

も新しいジャンルのものを積極的に応援するようにしてほしい。それが品川らしさ、昔からのものを守

り、保存するだけが文化行政ではあるまい。 

 

私の地域ではお神輿の担ぎかたがせりもちと言い掛け声もワッショイワッショイと道路をねる様に進み

ます。品川用水 
 

地域に自然を増やし、もっと落ちついた気持ちで行事や文化財に関心を持ちたい  

①参加者を増やせるイベントを作る 

②そのためにプロのアドバイザーを使う 

③当然そのための財政出動が必要 

 

少年層、壮年層、老年層が参加できる催しもの････。品川全体での大運動会がよい。  

伝統行事や文化財の保護  

品川らしい文化といっても年々若い人たちには関心がない様に感じられる。伝統的に伝えていくため

にも、子どもの時（小学生など）からふれていく様にもっと提供していくべきであると思う 
 

子どもを持って感じますが、子ども（０歳児～を含む）が参加できる文化芸術活動の場が増えれば良

いなと思います。 私自身、出産前には演奏活動〔ピアノ・クラシック）をしていましたが、今後地域活

動にも参加したいと思っています。 

 

商店街が元気だから、そこに住む人が元気になる、こういうのも文化だと思います。イベント、お祭りも

いいのですが、毎日、日常にある文化を大切にすることが良いと考えます。 
 

品川はその昔、満州の開拓団や戦争の被害にあったりしているところですから、戦争の記録を残すこ

とも必要かと思いますが・・・ 文化はその様な上にあると思います。 
 

お祭りはいらない、とくに”みこし”。商店街の活性化、体育祭  

私自身は大阪出身なのですが、東京という「地方」の文化ももっと大事にされて良いと思います。  



品川は古くから続く宿場町の雰囲気が残る町であり、寺や神社も多い。地区によって趣が異なる点も

味わいが深く、住み易さも兼ね備えた地域であると思う。隣の大田区や港区とは違った下町らしさを

前面に出した町づくりが効果的かも知れません。 

 

品川という文字には「口」が集まる「品」という字がある。イベントなどで盛り上がるのも良いですが、区

民が語り合える文化をもっと拡げて欲しい。 
 

古典落語の舞台に、よく出る地域の割に、落語イベントが少ない気がします。  

なかなか情報が入ってこない！  

祭の活性化が大切に思います  

上記に伝統行事が行われている様ですが、私はあまり知りませんでした。ＰＲ不足でしょうか… 区報

でも大々的にＰＲして区内の隅々まで盛り上げてください 
 

伝統行事や文化財を今後も大切に守り続けるため、活動団体や活動場所を保障し、活性化を図る

こと。新しいビルや建物のためにそれらの資産を壊さないこと。犠牲にしないこと。 
 

区の施設、きゅりあん、イベントホールがもっと一般の人にも早く当たるようお願いします。毎回のくじ

引きで月１個ぐらいしかあきがない。月４回ぐらいくじ引きがほしい 
 

品川区って歴史的な建造物を大事にしないというイメージがあります。特に大正、昭和初期の建物に

対してすぐに壊すのはなぜでしょう？ 
 

生まれた時からずっと品川区に住んでいますが、品川らしい文化とは？？？と言われるとピントきませ

ん。もっと公報で宣伝して欲しいと思います。 
 

私は独身である為、子供や家族を通じて地域の催しや伝統行事に関する情報が身近に得られにく

いとよく感じます。品川区や地域コミュニティの情報をインターネットを通じて調べますが、情報が少な

すぎる上に、内容がプアすぎる。品川区には企業も多く、独身で一人暮らしをしている方も多く住んで

いる事と思います。情報を得る機会が増えれば、もっと地域の活動に参加する人も増えると思いま

す。 

 

私の周りの人も生粋の「品川っ子」はいない（他県・他区からの転入者が多い）ので、歴史的文化財

をもっと PR して頂けたら、より品川にも愛着が沸くのではないかと思います。 
 

これからの若い人達が気楽に集まれる場所が必要かと思います。 

そこから新しい文化は生まれ、又品川らしい文化を保存し伝えていく事が出来ると思います。 
 

歴史を若い人にも引きついでいける様な内容のイベントを行ってほしい。  

伝統行事等の長期基本計画は小さな子供の頃から身近に見せたり教えていかなければなかなか身

のつくものではなくて、保存し伝えていくためには、地域がもっと積極的に楽しく皆が参加するように工

夫をするべきだと思います。 

 

品川区に住んで 2 年なのでわからないことが多いですが、「品川」と聞くと新しい感じがします。歴史

的文化財をもっと知ってもらうということであればそういったアピールを今後進化する品川!ということで

あれば、そちらに力を入れるイベントがあるといいです。 

 

良い下町のイメージをつけるのにお祭りは大事なものだと思います。子供や若い人がたくさんお祭りに

触れて楽しめるように取り組んでほしいです 
 

イベントやお祭りなどで品川区の歴史的文化財を身近に感じられるようＰＲすることが大事だと思う。  

街路樹などに樹木名を書いた札を取り付けておくと、字の読めるようになった幼児期から樹木などの

自然に関心を持つようになるのではないか…と思う。植物観察会などを催して頂きたい 
 

戸越銀座商店街の歩行者天国は、自転車等の走行による買物道路としての役割を果たしていない

ので車両の徹底排除、自転車を降りての通行などを徹底してシャッター通りを返上した方がいいでし
 



ょう。その上でのイベントなどの開催を希望 

地域の交流が多く残っている地域だと感じるので騒音、環境の変化なら問題もあるかと思いますが、

古くから行なわれている年中行事は続けてほしいし、そこで品川らしい文化も続いていくと思う。 
 

品川区は古い街なので文化財産が沢山あると思います。それを映画にしてみたり、お寺や神社でお

囃子等の演奏会をスルのはどうでしょうか。 
 

お祭り、伝統行事等を一同に紹介する場、機会を作ってほしい。（たやさず伝承していって欲しい）  

品川よかりの音楽劇を制作し、区民参加で公演し、恒例行事にしていく。 
 

伝統行事も守りつつ合わせて新しい（今どきの）イベントとの同時開催など楽しいと思う。  

生活を豊にしてくれるもの  

過去にこだわりすぎでいる。せっかく利便性の高い地域で、広大な土地もあるのにもったいない。どん

どん人を集めるイベントを行うべき。 
 

伝統行事や歴史的文化財を保存していくことは、とても大切だと思います。でも新しい文化、最新技

術などを取り入れていくことも大切にしてほしいです。私は、メイプルセンターのＣＧ講座をO美術館で

約６年、続けてきました。昨年３月で突然閉講になってしまいました。他の美術館や、他の区ではやっ

ていない貴重な講座です。いろいろ探しましたがありません。講師の先生も広い知識を持っておられ、

ＣＧのみでなく音楽などいろいろ教えていただきました。先生がお一人であること、機材が必要なこと

で、どうしても少人数になってしまいますが、このような講座は予算とか、一部の人だけになってしまうと

いうことで、打ち切られてしまうのでしょうか？残念です。再開できませんか?!よろしくお願い致します。 

 

品川区内の学校に通う子供たちを通して品川独自の行事・文化財の重要性を考える機会を増やす

ことが望まれます 
 

（文化とは少し違うかもしれませんが、）品川区は「教育に力を入れている」というイメージが全国的に

持たれているので、文化の構築・保存を行う際に、学校教育などと絡めて行うのはどうでしょうか。例え

ば、学校の授業やすまいるスクールで品川の文化を今まで以上に扱うようにする、など。 

 

地方の祭りを東京にもってくる必要性をまるで感じない。やめてほしい。  

都会ですが、緑豊な場所も多々あると思うので、それを生かす何か。 品川宿は非常に品川らしいと

思うので、今後も存続させ更に活発に行なって頂きたい。 
 

品川区立美術館で品川区出身（東京都）美術家のコレクションをして欲しい  

まだ、区に来て日が浅いので、品川区の歴史を感じられる催しが良い  

奈良･京都･鎌倉の神社・仏閣に比べると、規模や手入れの程度が良くない。庶民的な場として、ま

つり等を通じて、地域に密着したコミュニティの場を作ることが、品川らしい文化に継がるのではない

か。 

 

・商店街（個人経営・個人商的いかに活性するか。大手チェーン店よりも、そういう個性的な店にいか

に人々に足をむかわせるか）・古い習慣をいかに今も魅力的に伝え継続してゆくか（若い人に興味を

もてるようにどうしてゆくか、としよりが、気が引けることなく（心身ともに）参加するにはどうすればよい

か？） 

 

時代もの・歴史のあるものをアピールするとよい  

コミュニケーションの一部です。 

小さい頃から地域の行事に親しんできて、友達・家族との交流、車に近所の方たちとの交流もできる

大切なもの（場）でした。 

 



歴史的文化財についての紹介、啓蒙を望みます。 例えば北品川の地域センター近くの豪壮なお

墓はどちらのものかと常々思っていますが、そういった史跡を案内するツアーなどいかがでしょうか。 
 

品川歴史館には地域の歴史だけではなく、日本の歴史を学べる資料が沢山あるのでもっと訴求し

て、お囃子を紹介したり、勉強会を開いたり、参加・体験型の催しを企画したらどうでしょう。 
 

地域の新しい“マツリ”（イベント）の継続的実施に対しての経済的支援（行政）の増大と継続を是非

望みたい 
 

その町に古くから住んでいる人と、1 人暮らしの若者との間がもっと交流できるようなイベントがあれば

いいと思う。お祭りなど多いとはいっても、アパートやマンションに住んでいるとおみこしなど参加しにく

いため 

 

地域の歴史、特徴を紹介する機会を増やして欲しい。  

目的 地区の活性化と繁栄 それによって経済が豊にになる。方法 ①東海道品川宿や有名なお寺

や神社を中心に（例）秩父の寺めぐりのような企画を旅行会社と提携して行なう（区として） ②地域の

活動は遠くへ外出できない方々の楽しみとして続ける。 ③他の地区の人々も沢山集められる企画

（例）五反田、大崎、目黒等山手線内で交通の便利な所 大崎の広場や裏の川沿いの利用 花見

ができるようにするここは五反田からも歩ける。 

 

品川（特に八潮地区）には、外国人が増えてきています。もっとそういった外国の人にも参加してもら

えるような国際的な文化活動を活発にしていくといいと思う。 
 

それぞれの神社（地域・町会）で行われている祭は伝統もあり、例年通りの運営の仕方に安心感もあ

り、また目新しさも必要とは思わないが、宿場まつりなど近年行われるようになったイベントは逆にマン

ネリ化を感じる。地域の住人ではない人にたくさん参加してもらう為の祭なのか、地域の人達の活性

化につなげるものなのか位置づけもあやふやな感がある。死に体のような商店街に常に人々が賑やか

に歩けるような方向性で考えた方が、住民、商店街にとってもプラスなのではないだろうかと考える。 

 

小山八幡神社のお祭りが毎年 9 月に行われています。神輿は年々盛大になっていますが、神社にで

きるてきやさんの店数が年々少なくなってきてさみしい限りです。お店が少なくなるとは人も少なくなっ

てきます。どうにかならないものかと思っています。 

 

広報誌で昔ばなしがあり最近それらが完了したが、品川は日本の夜明けの地と言ってもよいくらいの

地域であり、とりわけ海は重要な役割をもっていると思う。 
 

歴史的背景のある有名な大きいお祭りも良いと思いますが、小さい規模で行なわれるものもよいと思

っています。自分が参加するというよりも、地域の小さな子供たちが伝統を引き継いで関わる姿が、教

育・育成上とてもよく見えます。あちこちでおみこしを担ぐ風景を目にします。品川区では多いいように

感じます。活気があり地域が健全という印象を受けます。 

 

新しいものはどこでもできる。 旧いものを活かすことを考えてほしい。  

品川歴史館で歴史の講座に参加したことがあります。とても盛況でした。このような品川の歴史を学ぶ

などの品川らしい学習の機会は、年に何度かあるといいと思います。 
 

品川区の地域伝統文化・産業に根差すもの～のりの養殖 宿場文化、三業地、遊郭、貝塚、漁業、

海運、過去の地域の文化人、様々な文化遺産などにまつえある現在までの関連文化 
 

知的障害者が青年、青年になった後にも楽しめるような、また保護者が安心して委ねることができるよ

うなイベントと組織作り。 
 

・区単位で、箱物（美術館、記念館の類は不要）。 

・参加型イベント用の施設はほどほどに充実。 
 



高齢化、少子化に伴い、どうしてもお祭りがにぎやかに行う事が難しくなる中、伝統行事は守りつつ

も、やはり現状をよく知り、アレンジする必要もあるかと思う。子供たちの為にも、お祭りを楽しみにでき

る様な何か!!があるといいと思う。また日時も学校行事と重なり、参加しにくい etc. 皆が楽しめるよう

工夫していけば、これからも素晴らしいお祭り、伝統行事が繰り広げられると思う。 

 

このまま今のイベントを続けることに賛成します。イベントに品川らしい町名並みを盛り込んでいってほ

しいです。 
 

大きなイベントも必要だが、小さなイベントで、皆が参加して作っていく物。例えば、今年度は健康と

目標を立て、それに向かって町会ごとに何かやっていく、交流する、皆の中に入って、話をするだけで

も何をしなくても人間っていきいきすると思います。町会がいろんなことをやって、それに参加すること

だけを楽しんでいる人がいるので、小さいイベントの方が参加しやすいのではないでしょうか。自分の

住んでいる場所に色々あると、選べるし、そこから広がっていくのかなと思います。 
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文化的な町は緑を大切にする町、緑豊な町は美しくその町に住む人の心も穏やかに平和にするの

ではと思う。木々や花を大切に慈しむ心を小さい頃から育てることが大切だと思う。小学校、中学校

などでもっと園芸活動をしたらと常々思っている。公園なども地域の人達に植栽を委ねるコーナーを

作るとか。 

 

どんたくやねぶたなどの他地域の真似ではなく、品川の歴史に根差した文化活動をすべき。  

品川独自の伝統的な文化・芸術は、保持・尊重されなければならないと思います。それらを基にし

て、創造や進歩・発展させることも大切なことと考えます。 具体的な提案もしたいのですが、ここでは

行政的な発想から離れ究極的には、地球の全人類が利便性のもの追求に追われ、温暖化や戦争

等で地球全体を破壊し、人類滅亡に警鐘を鳴らすことの先頭に立てる区であって欲しいと思います。

 

品川は東京にとって、また日本国にとって入り口であり出口という役割があります。そういう意味で品

川区にだけ目を向ける「内向きな」ものだけでなく全国に目を向け全国を祝福し全国から人が集まる

ようなものを築いていって欲しいと思います。また、国際色豊な文化も築いていっていただきたいと願

います。 

 

歴史的文化財は、ただそれだけで存在しているのではなく、それにか関わるヒトがいて意味をもつもの

になると考えます。よってとりわけこれから歴史をつくっていく子供たちが能動的にそれに関わる機会

をつくっていくことが大切だと考えます。既存のものを子供たちの新鮮なまなざしでとらえ直していくこ

とがより一層目指されるべきでしょう。 

 

いろんな行事がありますが地域だけ盛り上がる感じなので他区、他県にも伝え見に来てもらう。  

懐かしさを感じられる「心のふるさと」のような存在になればよいと思う。子供の頃からそういったものに

慣れ親しむ機会(たとえば、学校の授業で歴史的文化財を学ぶことが、新しいイベントを学校行事に

取り入れるとか)が多ければ、愛着や親しみも自然と湧いてくるのでは、と思う。 

 

専門知識を持つ人の勉強会(万人にむけてではなく、深く)例有料老人ホームの話、専門的に ハワ

イの歴史 病気の話し(漠然と気をつけましょうではなく)  
 

歴史的なことだけでなく、新しい物にも目を向けて欲しい。氏名連絡先記入あり  



広報で品川区の情報を得ております。 老若男女が気軽に参加できるような形であれば後世に自然

と受け継がれていくと思います。品川区の広報をすみずみまで読むとほとんどの情報が得られます。

住み慣れた地域で生き生きと暮らすために自分に合った情報を得ようと思っています。 国際都市品

川でもありますので、歴史的文化財、まつり等は外国人の方々にもわかりやすく行事に参加できたら

いいと思います。 

 

品川の自然と歴史を理解すること。郷土愛が原点だと思います。その上での進取の精神だと思いま

す。各人の醸し出す郷土愛のハーモニー(あいはダイナミックス）がそれなのでしょうか？ 私共も品川

に住んで１０年ですが、交通要衝の地、品川は奥深いものを感じます。(広報品川を見たり、品川歴

史館に孫と数回いく程度ですが) 

 

9 月の小山で行われているお神輿（小山八幡・三谷神社）などが大好きです。夜に灯をともしてする

事はめずらしいと思うので大切にしてもらいたい。 
 

商店街の活性化が、品川文化につながっていくと思う。  

品川区はお年寄りの多く住む下町なので、お年寄りと子供が主役になるものがもっと多くあるとよいと

思います。また、エコとお祭りが一緒になったらよいと思います。お祭りが多いのはとても良いが、ゴミを

道や花壇にすてる人が多いので、そこはきちんとしてゆけたらよいです。 

 

小中学生が学校単位で地元の行事に参加できる良いと思います。  

品川区には国際色豊かな人種が多く住んでいます。たくさんの国籍の人とと交流を深めるため、語学

が料理などを通じて楽しめたらよいと思います。 
  

   

 

⑤その他（文化・芸術関係以外の要望など） 

・地域密着  ・子供にやさしい、お年寄りにもやさしい  ・地域の人みんなで参加できる  

歩道で各家から歩道側の駐車場からの出入口の整備、特に･･住宅前の歩道は大きなくぼみがあり、

車イス、ベビーカー、歩行者も必ず足をとられる状態になっています。大井３丁目 自転車・電動車イ

スの通行マナーの向上を呼びかけていただきたいです。毎月の区報はとても読みやすいです。これか

らも宜しくお願い申し上げます。 

 

告知・認知をもっと強化してもらい、参加しやすい（地元商店主や学生以外の居住者への）広報など

ねばり強くやっていただきたい 
 

町会の回覧板を利用して宣伝したり、駅やバス停に掲示板を設置して広報活動が出来るのではない

でしょうか。 

話は違いますが、高齢者用に学校給食のレストランを開き、ひきこもりの老人たち（歩ける人用）の集

まれる場所が必要だと思います。空いている教室の有効利用になると思いますし、老々介護として、

ボランティア、パートタイムの仕事の機会を提供できれば、生き甲斐になるのではないでしょうか。医食

同源で、健康なお年寄りが多ければ医療費の削減にもなります。 

 

旧華族が生活していたこと。  

最近は新聞をとらない若い人が多く、広報やチラシなども見ないので情報が伝わらない場面が多くな

っていると思います。ＨＰも見る意思がある人はアクセスしますが、案外無縁の人が多いです。品川は

とっても行事も多く地域の催しも多いのですが、いかにそれを告知できるかが工夫のいるところと思い

 



ます。 

区役所の前にある中央公園のような小さい（０才～３才）子供から老人の遊ぶ場がほしい  品川区

の公園は、人が遊べる公園のあるところではどうでしょう。 
 

地域性にこだわりすぎるのは良くないと思います。品川区民であると同時に東京都民であり、日本国

民です。 
 

若い人の育成  

現住所が JR 目黒駅近くでほとんど品川区の催し物には参加することができません。  

下町、オフィス街、ものづくりの伝統、歓楽街、高級住宅地、交通の要所・・・・様々な重要な要素が

集まっている。 
 

このアンケートでは書くのが面倒です。もっと項目を少なく、簡単なアンケートでないと、忙しい人は書

きづらいし、高齢者の人にとっては複雑なのではないでしょうか。選択・回答の文も長すぎて、わかりづ

らい。途中で読むのが負担になり、途中からいい加減な回答になってしまいがちだと思います。 

 

元々お住まいの方と、アパートやマンションに 1 人で住んでいる方との交流は、イベントを通じたりする

事で勧めていくのが最も良い方法だと思います。 
 

商店街等人とのつながりを作る場所をなくさないでほしい。最近、東急目黒線西小山駅近辺は店が

次々と閉店し、駅前であるにも関わらず、雰囲気が暗くなっている 
 

定住者の活動へのとりこみ  

品川区は学校教育をはじめ、取組みがマスメディアで紹介されることが多く、結構なことと思っており

ます。その中で文化を次の世代に継承することは人間として大切な事です。海外のいろいろな文化

遺産等を観光した時に、常に感じることは、まつりでも、建物でも、過去の物を残している所は、その

地域全体がいろいろな事をリンクしていることです。品川では、例えば、最近電線等が埋没されて町

並景観が良くなったとたん、光通信ケーブルが上空に張られたりして主旨が一貫していない行政があ

ります。大きな視野の中で（観光振興・教育・地域安全 etc）一つ一つがリンクして、はじめて品川らし

い文化が見えてくると思います。 

 

きゅりあんで行われた「クラシックコンサート」に参加したが、そのチケット（前売）購入について 

指定された前売券の販売店そのものがすでに閉店していて、結局区役所に買いに行くことになった。

もう少し確実な情報を流してほしい。又、区役所でチケットを購入する際、そのコンサートの担当者だ

けしか対応してくれないのは疑問である。 

 

シルバー人材センター等、同じグループばかりが使用されている様なので、もっと多くのグループを使

用させてください。 
 

パチンコ店がない歴史っぽいよい区になるとよいと思います。  

新しくマンションが次々と建築され、他地域からの移住が多くコミュニケーションが余りない(ほとんどな

い)ので色々の文化イベントにもなじみがうすい気がしています。狭い地域内の交流ができるイベント

や従来のイベントも参加しやすいようにもう少しわかりやすいコマーシャル方法はないでしょうか？ イ

ベント主催側とのギャップを感じることがおおいのですが。 

 

大崎地区を中心に品川区民以外の若いサラリーマンが多くいる。彼らを巻き込んでいく（企業との協

力も必要だが）ことが必要だと思う。、 
 

地域の（町会など）役員さんだけで決めるので会員さんの（一般の人）の意見もきいて欲しい!!  

 



問 14 「生涯学習」のもつ役割は何だと思いますか？ 

 

 

①生きがい 

仲間作り、生きがい   

自分の人生を充実させること！  

生きがい  

人生を豊かにする  

積極的に様々なことに挑戦することで、生きがいをみいだす役割  

一言で云えば生き甲斐の追求。単なる時間つぶしや、一時的な満足ではなく、少しでも自分に合うこ

とを見つける為にいろいろな事にチャレンジして、できるだけ幅広い活動そしてみるのも人間の巾を広

げる事に役立つ。浅く広くも一つの生涯学習といえるが、もちろん１～２項目に集中できれば、更に深

く勉強（時間をかける）その道の達人、ベテランの話、指導、演技と自ら求める位になれば生涯学習

に入ったと云えるでしょう。即ち自分の人生を豊にすべきやる事 

 

自分自身や人生をより豊に  

生きがい  

生きがい  

本人の生きがいとボケ防止 ２．若い人達への文化の継承 ３．仲間が増え地域への愛着が生まれる  

生き甲斐を高める。（人生を豊かにする） 

充実感を得る。 
 

生き甲斐  

老若男女問わず、生きがいを与えてくれるもの。  

ある年齢になってくると、身内の人が亡くなったり自分も若い頃の様に動けなくなったり失うものが多く

なってきます。でも、文化・芸術は心を豊にして（心の栄養）人との結びつきも与えてくれると思いま

す。それが生きがいにつながるものだと思います。 今は、仕事の時間が合わずにいかれませんが、メ

イプルセンターで茶道を教えていただいていました。心がいやされました。 

 

自分らしく生きる事 学ぶ事によって人生が豊になる。  

生きること、生きている内は毎日が勉強だと思います  

生きがいとなるもの  

趣味を持つとか、生きがいにつながると思う。  

生きがいになるもの 無理なく続けていけるもの  仲間との交流  年令を重ね、子供たちに伝え教

えていける 
 

生きがい  教養の向上  

会社外コミュニティーおよび続けていく生きがい  

人生の充実と人とのつながり  

ＮＨＫサービスセンター制作の講話集「いのちを見つめて」に出て来るような人物の講演を聞くなどし

て、自分の生き方を考え続けること、能･狂言・歌舞伎など伝統芸能を金をかけずに鑑賞し、伝統の

良さを身に付け、次世代にその良さを継承していくこと。 

 

生きがいをもつこと  

人生の楽しみ  

仲間作りと、これからの生きがいだと思います。  



生きがい、生きる支え  

有意義な人生をおくる一つの方法と考えています。  

長寿国となった現在、人間一生何か学ぶものがあり続けたほうが生きがいにも通じると思います。元

気な方はいろいろな方面へ出掛けられますが、在宅者はなかなか外へ出られない人への援助等は

考えてあげなければいけないと思います。そういう方にこそこうした問いかけが必要だと思いますが… 

 

人間として、年令・職業・性差などに関わらず、常に成長・向上を目指し、前向きに人生を生きる生き

方を支える役割 
 

人間がこれまで作り上げてきた知識や文化を学びながら自分なりの死生観を養い、潔く納得のゆく人

生を全うするための活動 
 

生涯学習＝生き甲斐 

人生を豊かにするための価値創造の手段が生涯学習 
 

知的好奇心を持たせ、人生をより良くする糧を養うものだと思います。  

人生を豊にすることで、他への理解を深め、暮らしやすい社会を作る。  

若いうちは何をしたいのかも分からず、受験・進学・就職と生きていくためにただ一つの敷かれたレー

ルをひた走る人が多いと思いますが、まずむなしさにつきあたることになります。「生涯学習」は、お金

を得るための学習ではなく、人の巾をひろげるために、非常に大切なものだと思います。 

 

仕事以外で人生を豊にする。  

男性の定年後、女性の子育て終了後など時間に余裕がある人が出てきます。そんな時一日をどのよ

うに過ごすか有意義に過ごすには何をすればよいか等考えることが多くなります。そんな時広報等で

「生涯学習」のプログラムをみつけ、その中に自分が勉強してみたいテーマがあれば最高です。広く

知識を求め自分ひとりではなかなか出来ないこともグループでとり組むことで長く勉強していくことが出

来る、生活にうるおいが出て来る、生き甲斐を見い出して行く等々プラスになることが多いと思いま

す。 

 

人生の充実  

生きるための活力、発表や交流できる場があればそれに向けてやるきも向上し、いつまでも続けられ

る。 
 

老化防止 生きがいのようなもの。  

学びたいと思う好奇心。いくつになっても自分を高めるため学びたいと思う意欲。仲間との交流。達

成感＝それが生きがいにつながると思います。60 代ですが、心身共健康であり続けたいと思っていま

す。生涯学習の役割だと思います。 

 

公の行事で低料金で年齢を問わずに参加できること。学ぶことによって人生が豊かになること。  

一生涯を通して学ぶことで、生きがいを見出すことだと思います。私は 30 歳を前にして中国語を学ぶ

為に台湾は語学留学をし、結婚・出産を体験して時間に余裕ができてくると、また、学びたいという意

欲が芽生えてきました。自分の居場所を一生をかけて探していくのは本当に楽しいことです。 

  

   

 

②仲間づくり 

いつまでも勉強し続ける向上心を育てる人と関わるきっかけづくり   

仲間作り、生きがい  

高齢化に向かって地域の方達の交流、仲間づくりを通して生涯つながりをもち相互助けあいたいと思

います。 
 



時間的余裕がなくても参加したいと思う方も居る訳ですから同じ教室又は同じ活動は２．３年に一度

ずつサイクルを変えて欲しいと思います。いろいろな人がいろいろな体験をして幅広い人の和が出来

る事を望みます。 

 

１．本人の生きがいとボケ防止 ２．若い人達への文化の継承 ３．仲間が増え地域への愛着が生ま

れる 
 

知識を得たり、人との交流により見聞を広めたりすることによって人間性を向上させる  

豊な人間性を保つこと。また、豊な人間性を基にした人々の交流機会  

友達を作る場になると思います。  

健康維持 ボケ防止 人と人との絆作り   

ことを深く掘り下げ、人の和をつくれること。  

ある年齢になってくると、身内の人が亡くなったり自分も若い頃の様に動けなくなったり失うものが多く

なってきます。でも、文化・芸術は心を豊にして（心の栄養）人との結びつきも与えてくれると思いま

す。それが生きがいにつながるものだと思います。 今は、仕事の時間が合わずにいかれませんが、メ

イプルセンターで茶道を教えていただいていました。心がいやされました。 

 

何か打ち込めるものをみつけることで、それも人生の楽しみの一つにし、日々生活していくことができ

る。又、色々な方と触れ合う交流の場ができ、増えることで参考にしたり（アドバイス）、茶飲み友達が

出来る。 

 

個人の生活の充実と、そこでつながる人とのコミュニケーションが社会をつなげることになると思う。  

人と人の出会いふれあいが必要だと思います。過去に文化面・スポーツ面で参加したことがありました

が、参加すると参加者がいきいきしている事がわかり、参加して良かったと自分への刺激になりまし

た。参加しやすい企画を希望します。自分にも参加してみようと思う気持ちが起きる事が条件と思いま

す。そいて良い刺激になったら長く続けていくのだと思います。これは各年代（年令）が年令に応じた

事に参加出来る事が第一だと思います。 

 

一緒に何かを行なう仲間を持つことにより、生活が豊になり人々の笑顔も多くなる。大切なことだと思

う。 
 

生きがいになるもの 無理なく続けていけるもの  仲間との交流  年令を重ね、子供たちに伝え教

えていける 
 

地域の仲間づくりの為にも学校の空き室など使って身近で活動できる場所があると良い。  

人生の充実と人とのつながり  

・仲間づくり、地域コミュニティの活性化 ・豊かな人間性を育む  

ボケ防止のために仲間作りも大切だと思う。  

心身の健康と生活に深みや目標を与えてくれるもの、そして人との交流を深める場だと思います。  

仲間作りと、これからの生きがいだと思います。  

子供がいると、学校のつながりでご近所と関わりが持てるが、子供がいないと地域の行事に参加する

機会があまりない様に思う。高齢化が進むにつれ、コミュニティーの役割が重要になってくると思う。

「学び」だけでなく、「人とのつながり」の場を提供することが求められると思う。 

 

１．その道の一流の講師の方々の講義を聞け、最近の情報（学問）  ２．通学する喜びと生活のメリ

ハリができる、楽しみともなる。 ３．グループになるので友人が作れる 氏名・連絡先記入あり 
 

年をとれば取るほど、社会とのつながりが希薄になっていきがちです。障害学習を通して、脳の活性

化のみならず人と人のつながりが広がっていくことだと思います。 
 

興味を持つこと。そこから知識を深めたり、同じ目的で集まる人々との交流で親睦が深まったりするこ  



と。 

学びたいと思う好奇心。いくつになっても自分を高めるため学びたいと思う意欲。仲間との交流。達

成感＝それが生きがいにつながると思います。60 代ですが、心身共健康であり続けたいと思っていま

す。生涯学習の役割だと思います。 

 

常に好奇心をもつこと、日常生起する問題解決のためのチャレンジ精神を持つことのように思いま

す。退職するまでは仕事の狭い知識でコリ固まっていましたが、週１回休みが増えた分、今更ながら

知らなさすぎる我が身に驚き、孫に(小学高学年)に触発されております。 

 

仕事など専門分野の更なる向上のため、また仕事、専門分野以外のことでも幅広く新しい世界を広

げるためのもの。普段なかなか知り合うことのない新しい仲間との出会い。 
  

   

 

③教養・スキルアップのため 

年齢に関係なくいつでも知識を得られる   

教養や生活の充実  

人は一生、人とつき合い働いて生きていくので、それに必要な教養を身に付ける。  

知識を得たり、人との交流により見聞を広めたりすることによって人間性を向上させる  

知的好奇心の充足と認知症予防  

知識が豊になれば人生も楽しくなる。精神的にも効果的でストレスも和らぐ。  

生きがい  教養の向上  

自身のため知識の向上  

新しい分野の知識習得のチャンスだと思います。  

生きる＝生涯学習  

生活の充実、教養の向上  

学生時代よりも年を重ねるにつれて、知的欲求は大きくなるように思います。高齢になっても学び続け

ることは人生を豊にし、スキルをあげることにもつながると思います。個人に向上心があり、充実した生

活があれば高齢化社会も暗くはならないでしょう。 

 

つねに知識の吸収  

向上心のある中高年に対して、大学講座などの質の高い知識や技術を提供するのが役割  

自分のスキルアップ、日頃の生活の向上  

知識・社会適応能力の向上   

   

 

④認知症予防 

自分の余暇を有意義に活用し、自身を心身共に維持向上させるために、極めて有用。年を取ると今

まで行っていた事や、できていたことをだんだん省いていき、最後に心臓の動きを止めて終止符をうつ

が、学習を続けていれば少なくとも省略する度合はすくなくなる。 

  

人は死ぬまで学ぼうという意識があれば、脳は活性化され、老いることはないのではないか。好奇心を

持つこと、興味を持つことは、何かを学びたいということにつながっていくのだろうか。始めることは年齢

制限はないのだろうと思うので、これから何をやろうとますます意欲が沸いてくる私です。学習を通して

意識を向上させていくこと。 

 



現役中に出来なかった勉強をじっくりする機会と場所が必要だと思います。生き甲斐となるような老

後の活動と同好会的な仲間つくりを通じて、社会参加を具現化できれば、充実した毎日が過ごせる

かと思います。高齢者の自宅のひきこもりを防止する為にも、身近で安価な学習センターは不可欠だ

と思います。学校の空き教室を利用して、成人学級で勉強できればと思いますし、また保育園、幼稚

園として使用してはどうでしょうか。 

 

ぼけないため必要  

心のゆとりと脳の活性化に役立つ  

自己啓発、認知症の防止、長寿、子供の育成、健康（肉体的にも、精神的にも）  

１．本人の生きがいとボケ防止 ２．若い人達への文化の継承 ３．仲間が増え地域への愛着が生ま

れる 
 

老化防止・老後の孤独を防ぐ  

健康維持 ボケ防止 人と人との絆作り   

知的好奇心の充足と認知症予防  

ボケ防止のために仲間作りも大切だと思う。  

脳の活性化  

年をとれば取るほど、社会とのつながりが希薄になっていきがちです。障害学習を通して、脳の活性

化のみならず人と人のつながりが広がっていくことだと思います。 
 

知らぬより知った方がより良いのは自明の理です。しかし、その知識を活用する際には、良識ある善

悪の判断が重要になってくると思います。敗戦後の復興に尽力された人々が高齢化の対象者です。

しかも高齢化が進むほど多く発症するのが認知症です。夫婦や家族・友人や隣人の間で、急に他人

呼ばわりされる悲劇は皆無にしたいものです。こんな中で小家族や孤独化が進み最悪の状態をなし

ています。この時こそ多くの人々が集い様々な形での生涯学習が必要になってきます。笑い・思い

出・感激等の刺激に富んだ毎日が認知症の良薬の一つかと思います。区民が自主的に集い学ぶ場

所として要望の高い、立地条件の良い一等地にある空き室(若草荘 1 階ビデオ店あと)が有効利用さ

れることなく放置されている現状を見るにつけ、区民の自主的活動の支援は薄いと思います。 

  

   

 

⑤自己啓発 

向上心の育成。   

自己啓発だと思っていおります。  

自己啓発、認知症の防止、長寿、子供の育成、健康（肉体的にも、精神的にも）  

・いつまでも向上心をもつ事 

・家にとじこもらず、外出をするきっかけを作る 
 

学ぶことを通じての自己実現、また学んだことを家族なり地域の方々に伝える、体験を語ることで更に

感動の輪を広げていくことができる、人と人をつなぐ為の考え方、理念です。 
 

死ぬまで向上心を持つことだと思います。  

自己矜持の保持  

自分自身の向上  

いつまでも向上心を持ち続けて行く事。 

頭の体操にもなる（指先を使う事により） 
 

自分へのひきしめ、ブラッシュＵＰの役割、歴史後継、技術 etc レベルＵＰ  



自己啓発はもとより、学習しようとする意欲を持ちつづけることが生涯学習の本来の目的と思います。

年を重ねるごとに好奇心も少なくなっていきます。好奇心を持つことで、まわりに目をやり、社会の中

の一人として自分自身として生活していけることは大切だと思います。年を重ねても常に社会の一人

として思い続けることが大切だと思います。 

 

自分自身を高めるため  

自己の成長、更に社会的問題への危機感や解決法を考えるためのもの   

   

 

⑥健康のため（体力づくり） 

自己啓発、認知症の防止、長寿、子供の育成、健康（肉体的にも、精神的にも）   

子どもが自立し、自分の時間が持てるので、仕事に打ち込んでいます。その中で勉強不足を感じた

り、休日を有意義に過ごしたいと思ったり、健康を維持したい等、子どもの事だけでなく自分の為に何

かをしたいと思っています。機会があれば色々な事に参加したり学びたいです。 

 

自分の余暇を有意義に活用し、自身を心身共に維持向上させるために、極めて有用。年を取ると今

まで行っていた事や、できていたことをだんだん省いていき、最後に心臓の動きを止めて終止符をうつ

が、学習を続けていれば少なくとも省略する度合はすくなくなる。 

 

年を重ねていくうえで、外見や体力の変化に合わせて自信をもって内面を豊に、一緒に地域の方と、

仲良くなりながら生活を楽しむこと。収入が少なくても、安心して体力作りができたり情報交換ができる

こと。 

 

健康維持 ボケ防止 人と人との絆作り   

心身健康ですごすための役割だと思います。 

問 13 問 14 共 むずかしいことは答えられませんが、アンケートのような簡単な形でしたら協力できま

す。 

 

心身共に豊な日常生活を送る。  

心身の健康になる  

いつまでも心身共に健康でいられること  

健康を維持していくため  

心身の健康と生活に深みや目標を与えてくれるもの、そして人との交流を深める場だと思います。  

自分自身の体力気力の向上の為。  

学びたいと思う好奇心。いくつになっても自分を高めるため学びたいと思う意欲。仲間との交流。達

成感＝それが生きがいにつながると思います。60 代ですが、心身共健康であり続けたいと思っていま

す。生涯学習の役割だと思います。 

  

   

 

⑦活動の幅を広げる 

常に学ぶことは大切だと思います。 新しい興味が湧くことができたら、より生活が楽しいと思います。   

精神的にも肉体的にも健康でいることで、意欲が出てきて、生涯学習、文化活動などに積極的に参

加するのでないでしょうか。健康で生きていくにはどうしたらいいのかまず考えていく 
 

私の恩師のお言葉に「生きることは学ぶこと」というのがあります。年を重ねるごとに、身に染してきま

す。私が大学のオープンカレッジの講座に通うのを子供たちが、「その年で勉強してどうするの？」と

言いますが、今だから勉強するのです。この世から旅立つ時、あれもやっておけばよかったと悔やまな

 



いように。関心のあることで、可能なことにはチャレンジしたいと思っています。新しい知識を得ること

は、刺激的で楽しいです。 

人間は死ぬまで学び続ける生き物ですから、どの様な専門を持っていても常に新しい知識は必要で

す。昔に学んだ事でも少し時が立てばその考え方が間違いだった事もあり、又、新しい事実が出てき

ます。生涯学習の大事な事は誰に対してもしきいが低く、その間口が広い事が重要と思います。 

 

新しいことに出会う機会、経験を活かす機会、日々を楽しみ続け、ネットワークを保ち、拡げられる。  

定年を迎えてからの人生が長くなった今、普段の生活だけでなく生き生きと人生を歩めるための活動

の幅を拡げる役割を持っていると思う 
 

社会との関わり、個人の生活に幅をもたせて、かつ目的となるもの  

仕事など専門分野の更なる向上のため、また仕事、専門分野以外のことでも幅広く新しい世界を広

げるためのもの。普段なかなか知り合うことのない新しい仲間との出会い。 
  

   

 

⑧生活の質の向上 

教養や生活の充実   

生活の質の向上、活力の維持、能力向上と社会貢献  

有意義な余暇の使い方 本人及び社会貢献など生活の質の向上  

生活を豊にするため、又は友人とであうためと思います。区で行なう成人大学等競争が激しく当選し

たことがないのがさびしいです。 
 

個人の生活の充実と、そこでつながる人とのコミュニケーションが社会をつなげることになると思う。  

生活に楽しみを加える事だと思います。  

生活の充実、教養の向上  

自己の充実や生活の向上のための主体的学習と考えています。無職のため費用のいらない生涯学

習の提供を希望しています。 
 

人が人として生きていくための意欲を生み出すこと、生活の質を高めることでしょうか。いろいろな学習

の内容があり、その方法も様々だと思います。又、一人で学習する努力や時間も大切だと思います

が、学習する過程で人と関わりを持っていくことによって学習の効果は、大きくなるのではないかと最

近感じています。 

 

人々が昨日よりも今日、今日よりも明日何か新しいことを学び生活に喜びや希望を与えることだと思

います。氏名連絡先記入あり 
 

自分のスキルアップ、日頃の生活の向上   

   

 

⑨地域の活性化 

・仲間づくり、地域コミュニティの活性化 ・豊かな人間性を育む   

学ぶことを通じての自己実現、また学んだことを家族なり地域の方々に伝える、体験を語ることで更に

感動の輪を広げていくことができる、人と人をつなぐ為の考え方、理念です。 
  

自分たちの住む町を生涯学習を通じて、健全な町作りに貢献出来るような意識を持つ事が遠からず

役割と言えるのではないかと思います。 

年齢を重ねても、自立出来、他を思いやる気持ちを養う心が更に高まるのではないかと思います。 

 



年を重ねていくうえで、外見や体力の変化に合わせて自信をもって内面を豊かに、一緒に地域の方

と、仲良くなりながら生活を楽しむこと。収入が少なくても、安心して体力作りができたり情報交換がで

きること。 

 

高齢化に向かって地域の方達の交流、仲間づくりを通して生涯つながりをもち相互助けあいたいと思

います。 
 

自己が地域に生きる他者と、地域社会の歴史や風物と一体化していく大切な課程の実践に他なら

ないと思います。 
 

文化芸術活動を通して品川のよさを広げる  

・仲間づくり、地域コミュニティの活性化 ・豊かな人間性を育む  

取り組む者の人生を豊かにする役割をもち、また行政の面から言えば、地域の活性化につながる重

要な役割だと思います。 
 

生涯学習は、これからの地域の発展にとってとても重要な位置づけになると思います。それらの学習

に参加することによって、高齢者が外に目を向けられる、若者や子供と一緒に参加できる。以前は地

域や家族で行なわれてきたことができなくなっているので、その一端を担うことができればいいのでは。

高齢者が元気で意欲ある社会が地域の活性につながると思います。 

  

   

 

⑩精神の安定 

心のゆとりと脳の活性化に役立つ   

精神的充実、情緒の安定  

日常生活・社会生活における意識向上や、年令にかかわらないコミュニケーション。老後の精神面・

生活環境面での健康に役立つ気がします。 
 

ある年齢になってくると、身内の人が亡くなったり自分も若い頃の様に動けなくなったり失うものが多く

なってきます。でも、文化・芸術は心を豊にして（心の栄養）人との結びつきも与えてくれると思いま

す。それが生きがいにつながるものだと思います。 今は、仕事の時間が合わずにいかれませんが、メ

イプルセンターで茶道を教えていただいていました。心がいやされました。 

 

精神的にも肉体的にも健康でいることで、意欲が出てきて、生涯学習、文化活動などに積極的に参

加するのでないでしょうか。健康で生きていくにはどうしたらいいのかまず考えていく 
 

豊な心と自信を持てるようになる。   

   

 

⑪若者への文化の継承 

１．本人の生きがいとボケ防止 ２．若い人達への文化の継承 ３．仲間が増え地域への愛着が生ま

れる 
  

自分で学習して得た学習とか経験を若い人達に教え伝える  

自分へのひきしめ、ブラッシュＵＰの役割、歴史後継、技術 etc レベルＵＰ  

生きがいになるもの 無理なく続けていけるもの  仲間との交流  年令を重ね、子供たちに伝え教

えていける 
 

ＮＨＫサービスセンター制作の講話集「いのちを見つめて」に出て来るような人物の講演を聞くなどし

て、自分の生き方を考え続けること、能･狂言・歌舞伎など伝統芸能を金をかけずに鑑賞し、伝統の

良さを身に付け、次世代にその良さを継承していくこと。 

  



   

 

⑫よくわからない・考えていない 

今は子供が 2 人、受験生ということもあり、あまり考えていません   

よく分からない   

生涯学習の意味合いがいまひとつピンときません   

   

 

⑬コミュニケーションの一部 

高齢化社会にとってのコミュニケーションの一部であると思う。   

   

 

⑭要望など 

品川区は積極的に推進していることを TV 新聞等で知る事が多く、すなわち過去であり、参加したい

と思う時は過ぎている等、告知・広報をさらにやってほしい 
  

趣味は生きていくうえでの大切な部分。お金がかからなくても色々楽しめるサークルなどを区で広げて

いってもらいたいと思います 
  

学びたいと思ったときにすぐに無償で教授できる場の準備提供   

生涯学習と云うと、少し硬い感じがします。はばを持って、たとえば女性ならおてだま教室、男性なら

ベーゴマ教室など、子供の頃に遊んだりした教室があっても良いと思います。 
  

年配の方が参加する学習の講座や、自宅の活動･･･というイメージが強いのですが、子育て中に子

連れ、又は学校に行っている間の時間に参加しやすい学習のイベントがあったら良いなと思います。

（問１４の質問との答えと離れてしまってすみません） 

  

年代を越えた交流も含めた学習ができると良いと思うが共通している事を探求するのも難しいのかし

ら。お年寄りの心、若者の心がわかり合える学習が必要ですよね。ずっと続けられる事、地域密着型

の楽しい事ほしいです。 

  

一つの共通の趣味を通して、年齢を問わず、学び楽しむ時間なのではと考える。区主催の様々な講

座等は区民の文化生活の向上の為、区は大きく貢献していると思う。しかしながら、幅広くすべてに

カバーする（時間的にも内容的にも）ことは不可能であるので、民間への助成金、また個人への補助

金（月謝等を低くする為）などで区として「生涯学習」へのかかわり方もあるのではないか。仕方なく民

間で学習している人も多いのではないか。 

  

長寿国となった現在、人間一生何か学ぶものがあり続けたほうが生きがいにも通じると思います。元

気な方はいろいろな方面へ出掛けられますが、在宅者はなかなか外へ出られない人への援助等は

考えてあげなければいけないと思います。そういう方にこそこうした問いかけが必要だと思いますが… 

  

設問とは関係ありませんが、スペースがないのでここに記入させて頂きます。私の身内がピアノの講師

をしていますが（品川区在住）、発表会を行う会場が品川区にはあまりないと言っています。目黒区に

は数ヶ所あるようです。個人で（小規模）このような活動を行える場（広さ・費用が個人向けのもの）を

品川区でも増やして頂きたいと思います。 

  

安く良質な講座がいろいろあるといいと思います。   

区の勉強会、講習会はひまな人に向けての入門的な話が多いと思う。だれでも知っていることばか

り、これから大半、老人という世の中になってゆく中で、前向きに老後を生きられるよう、また、中高年
  



に対しての本当の心の育成を助けるような勉強会がほしい。 

日本全体が元気な人でいっぱいになる事です。そのためにはいろいろな事に興味がもてるような仕組

み作りが大切だと思います。自由に学び個人個人が豊な生活を送れるようになれば家庭にとっても

幸せなことだと思います。 

  

   

 

⑮その他 

人間死ぬまで勉強です。自分を磨くのは社会に貢献する最低限の義務です。   

自己満足   

誰にでも対して臆することなく接することができ、自分の成長のために努力できる人だけが、意味をも

つものだと思います。人との関わりを極力さけている私には、生涯学習が自分にとって意味のあるもの

かわかりません。 

  

一生勉強、一生好奇心！   

現状に満足しないということだと思います。   

若い頃はシナリオライターになりたくて映画のシナリオを書いた。今はおもしろい映画が見たくて（読み

たくて）シナリオを書いている。人に見せるためためではなく、自分が楽しむために学ぶのが生涯学

習。踊りだって、歌だって・・・。 

  

個人が学ぶことだけではなく、学び合う機会となること。特に、異世代交流の促進につながるようなも

のが望ましいと思う。 
  

仕事に関係しない世界に目を向け、理解の幅を拡げる重要な手段   

年齢・職種にとらわれず、色々な事が経験でき夢を持てる。   

協力出来るほど積極的ではないので、意見を述べる程の立場にはないので辞退いたします。すみま

せん 
  

文化センターに集う人にふれる職場ですので日々多くの「生涯学習」の参加者を目にしますが、皆元

気で生き生きしているし若い!! 

年齢に関わらず日々学ぶ、活動する、やることがあるのは大切です。介護の経験もありますが、人と会

話する、人と会う、触れ合いの大切さ、家の外へ出る事の大切さを感じます 

  

特になし   

生活のリズム。   

人生 80 年、自分らしく生きるための”友”だと思う。   

「若さを保つ秘訣」   

日常生活と違った事に接し元気になれる様に思います。   

本人の好みによる物です。   

いくつになっても挑戦しようという気持ち   

豊かな老後生活を送るための手段を学ぶ事   

学ぶ楽しさを追求する。学んでも学んでも終わることがないものなので、食べることや寝ることと同じよう

に生活の一部になるもの 
  

気楽に自分が持つ感心ごと、深く知りたい事等が学べる（話が聞ける）事でできる機会があり、生きて

いる限り参加できるような仕組みがあれば、それに関心を持つまたは持てる様にする事 
  



生きることに積極的になる。他の人と群れなくても群れることが苦手な人でも、自分の好きな事を前向

きになれる学習と思う。 
  

◎年齢・才能の観念をやぶり、永遠に続く魂のふゆ。 

◎コカツ・マンネリした日常にうるおい楽しみを与える 
  

高齢化社会に突入している現在、その方々が活性化することが、地域や国や人間社会に良好な社

会環境を作ると思っています。その中で、健康な人、そうでない人が誰もが「生涯学習」を受けられる

ことが必要です。強い信念を持って取り組まないと、うまく回って行かない恐れがあります。本人の好き

な事を導いたり、気持ちを開かせたり、人間として最後まで楽しく生きていると思わせてくれるのが生

涯学習でしょう。ホームレスや外国人いろいろな環境の中で、どの様にするか、リーダーがしっかりする

事が大切です。 

※まだ意見を云えるだけの人材ではないので、氏名等は控えさせていただきます。 

  

誰でもこれが勉強したいと思ったときに情報誌（品川独自）の物があればすごく参加しやすいと思いま

すよ。私が今まで参加してきたのは「区報しながわ」でした。人間は生涯勉強です。これでいいってこと

はないと思います。 

  

人間下界への探究心がなくなってはおしまいです。死ぬまで勉強と思います。   

特になし   

社会の活動の中で、少しでも貢献できる場を作る事が好ましい。氏名連絡先記入あり   

誰もが気軽に参加できるもの   

人間形成の重要なる教育の充実であると思う。   

生活を豊にするためには、長く楽しめる文化活動を行なう支援が必要  個人では難しい機会の創

造、場所の提供 
  

学んだ知識が、生活や社会で活かし続けるものが出来る。 

知ってる人と知らない人で損得が分かれてしまう、そのみぞをうめるための学習である。 
  

学ぶ事はとても素晴らしい事! 年齢を問わずに若い人も年配の方もやってみよう!と積極的に思い、

行える場所だと思う。幅広いジャンルを期待しつつ、私もどんどん利用したい! 
  

人は向上心のある人とない人、好奇心のある人とない人がいます。「学習」というと、なんか”やらされ

てる感”があり、自己満足が先行して長続きしないです。私は、あくまでもやりたいことをやれる時にや

れる場、機会を与えられるのか行政の大きな役割ですよね。それが果たせないと地域交流とか活性

化はしていかないと思う。 

  

一日一日が大切ですね。   

(問１３の答え)から、歴史とは、過去から現在、未来へとつながる一連の営みのことであるので、「新し

い意味や価値を作る」よさや面白さを、幼児からお年寄りまで共有できることが生涯学習の大きな役

割のひとつと考えます。氏名連絡先記入あり 

  

何事にも興味をもつことで、長生きすること。   

生きるよろこび、学ぶことはいつからでもよい。やりたい時が学ぶ時だと思い、いつまでたっても好奇心

を忘れない事。 
  

人間は死ぬまで学び続け、自己成長を感じていたい本能を個人差はあれ持っていると思う。生涯学

習のもつ役割とは、人間の本能的欲求に答えることである。 
  

若さの源、生きていく上で張り合いになる。   

  

  



問 24 あなたにとってスポーツ文化とは、どのようなものだとお考えですか？ 

 

①健康維持・体力強化 

精神面での向上と体力強化、仲間との交流   

ストレス解消、健康維持、仲間と交流   

体力向上もあるが、一番は仲間と一緒に楽しんでかつ元気になれる最高の趣味です   

エアロビクス、水泳など体力維持に役立つもの   

私自身年齢なりの維持(体力）ができればよいと思っています。後はスポーツがお祭り騒ぎにならない

ように真のスポーツであってほしいと思います。 
  

健康維持   

健康維持のため、ストレス発散に良いとわかっていますが、なかなか出無精なので参加することが難し

い。 
  

健康な体を維持するために、必要不可欠な存在です。   

健康増進   

心のケアー、精神・気力の充実 健康。   

健康の為  病気して皆（子供達）に迷惑をかけないように・・・ 

仲間との交流 下手でも皆に会うだけで元気になる 
  

ほとんどしないが、健康の為ヨガなどさがしましたが、見学もいたしましたがよいのがなくて残念でした。

最低限の運動はしたいと思っております。 
  

今日本は高齢化社会になりつつあります。医療費も増えつづき大変だと聞きます。いかに健康で自

分の身のまわりの事はいかにして行けるかだと思います。その為にも楽しみながら体を動かし心と体の

健康維持が必要です。 

私は卓球を通して健康維持を考えております。卓球だけでなく色々なスポーツで健康で人とのコミュ

ニケーションも大切な事です。孤独死などニュースで耳にする機会もあります。スポーツを通じてコミュ

ニケーションを広げて欲しいですね。 

  

ストレス解消 横のつながり 健康の為   

①適切なスポーツは体の健康に良好 

②病気やけがの予防に役立つ 

③医者へ払う金が節約できる 

④心の健康にも役立つ 

⑤老化防止に有効 

  

健康な体力づくり   

気分転換、健康維持のアプローチ   

年令的に自分の体を丈夫に保つ様に心がけている。個人が少しでも自覚する事が社会に対しての

つとめと考える。 
  

健康維持   

健康の維持 日常生活の充足   

１．自分の体力強化・健康増進 ２．スポーツ観戦は娯楽の集大成 ３．スポーツは人々の交流の源   

現代病がある今、一般的には健康の為のものです。でもなかなかできないですね   

体力づくり、健康維持   

体力の維持の為   



身も心も健康でいられる様にするもの   

健康な体作りや、精心的なストレスの発散など地域の人々や、仲間との交流における向上心、個人、

団体を問わずスポーツの時間は必要だと思っています。 
  

健康増進、ストレス解消、人との交流、世代を超えた人間関係づくり、様々な面で重要な機能を持つ

非常に重要なものだと思います。 

仕組みづくりも大切ですが、ふと思いたった時にさっと利用できるような場所が都心にはあまりにも少

ないので、敷居が高くなってしまっていると思います。 

  

健康維持。仲間との交流。新しいことへの挑戦。   

楽しんで、健康の為、体を動かす事！   

健康と生き甲斐   

健康維持に不可欠。安価に長期間続けられて、気軽に仲間ができればなお良いと思います。もっと

スポーツの教室の場が近隣に増えて、選べるようになると（時間的にも）参加しやすいのにと思います 
  

健康を維持するもの。気分転換するためのもの。そのために気軽にスポーツ（球技など）を楽しめる施

設が非常に少ないのが残念です。（先日も品川区内の体育館に個人でスポーツをしたいと思い電話

をかけたところ、団体でしか受け付けない、とあっさり断られた。）もっと施設内のスペースを開放して下

さい! 切に希望します。他の区にはそういう施設はもっと多くあります。 

  

誰でも気軽に参加可能であり、社会交流できる場 また健康増進に役立つもので楽しめるものだと考

える。 
  

健康の維持   

体力作り   

健康増進、若さの維持、ストレス解消､仲間づくり⇒豊かな人生   

健康維持。観戦はストレス解消。   

健康、体力維持のため、スポーツは、出来れば生涯続けて行きたいと思いますが、自宅の近くで低料

金で気軽に参加出来る機会がなければ、なかなか継続は難しいと感じます。場所の充実と、使用す

る際のつかいやすさ（予約がとりやすい、等）がさらに良くなれば嬉しいです。 

  

勝負にこだわるのではなく、健康を支えていくものだと思う。健康であることが、人生も豊かにしてくれ

る。 
  

体を動かす事により、体力向上や、ストレス発散はもとより、スポーツを通じて、親睦を深める良い機会

であると思います。 
  

体力作り、健康のため、自然に触れる、人と接する機会、社会参加、楽しみ、ストレス解消   

私にとってスポーツは（１）健康維持（２）老化防止の為の生活の一部と考えています   

リフレッシュ手段であり、健康増進方法です。   

健康の増進、維持 気持ちの昂揚を促進できる。   

健康作りと友達作り   

気持ちをリフレッシュさせ、健康維持に必要なもの   

年齢的に健康維持・老化防止   

健康でいきいきとはつらつと生活できること   

健康増進   

健康維持と、リフレッシュ。初心者でも参加できる少人数の単発企画で、プロのマラソントレーナーに

直接指導してもらえる機会を与えてほしいです。東京マラソンに参加する芸能人のように、プロの指導

を受けるには、予約待ち、高額となるものが多く、地域の活性化や健康増進のために品川区の方々

  



にも広い注目と確かな満足のため、企画をお願いしたいです。私は高橋尚子選手に指導して頂きた

いです!! よろしくお願いします。 

地域の人々との交流と健康維持   

健康維持・増進   

健康維持するために楽しく一日いちにちを大切にしている。   

地域の交流、健康体力づくり   

個々人か、自分の好きなスポーツに取り組むことにより健康維持、精神の活性化をもたらす事が好ま

しい。 
  

健康維持・増進   

１．体力を維持し快適な日常生活が送れる ２．人との交流、仲間作りができる。 ３．情報を得る場

でもあり常識・知識の向上 ４．脳を刺激する。血流を良くしボケ防止 
  

健康維持、仲間との交流の場   

人々の交流、健康維持をする最良の活動だと思います。   

心身のストレス発散、健康維持 

青少年にとっては心身の成長に大きな影響を与えるものと考える。故に指導者はそのスポーツに長け

ているだけではなく人格的にも優れている人が望ましいと思う。 

  

・健康増進 ・ストレス発散   

健康増進・リフレッシュ   

健康維持   

スポーツとは、（流水は腐らず）が原点①健康維持②体力と精神の向上③心豊に輝いて生きる方法  

シルバー世代は、国民共有の財産である。 健全な肉体と精神に更なる磨ける「場」を品川区民に提

供してください。 

  

・自分の健康の維持 ・仲間との交流・談話   

ストレスが解消できる（ストレス発散の場） 健康を維持するのにかかせないもの   

何をするにしても健康。私は健康にためにスポーツはやりたいです。でも競技は苦手で、体操などで

やっとついていく感じです。体操をやっていく中で、これくらいはできるだろうと段々自信がついてくると

思います。高齢者の多くなる世の中、身近で身体を動かせる施設など多いとよいと思う。 
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体力維持 精神力をきたえる 人との交流にも役立つ 他方面のリハビリにも効果があると思います。

(身体的なものばかりでなく脳の活性化にも・・・) 
  

健康維持   

地域住民がスポーツを通して健康増進と交流を深めることが大切。そのためには、住民の多様な生

活形態に合わせて２４時間利用できる施設が望ましい。 
  

スポーツも若い時には趣味や友好等が優先するものと考えます。広い意味では健康保持・増進が主

眼と考えますが、一般的には健常者のみを対象としたスポーツや体操が中心になるのはやむを得な

いことと思います。 区民全体や高齢者の増加を考えると、筋肉だけは年令に関係なく現状よりも１０

０％以上に成長することを学び、健常者も弱者も一体になって楽しみながら、何よりも大切なことは毎

日継続することで習慣化することと思います。 

  

健康を維持するのに欠かせないもの。(身体的・精神的) また、人と人とが垣根を越えて交わり互いを

高めあうことのできるものだと思います。 
  



人生において必要不可欠なものではないが、心と体の健康を維持するもの   

健康   

日頃の運動不足やストレス解消   

スポーツをする目的は、年令によってまちまちでよいと思いますが、私の年令になって考えると、やはり

健康維持が大切だと思います。それぞれの年代にあった、むりなくできるスポーツをできる機会を提供

し、年をとって家にこもることのないように地域の一員としてわりと気楽にできる社会参加の一つであっ

てほしいと思います。 

  

健康維持と仲間作りの場 一人で続けていこうと思っても、なかなか続けられないことも、仲間と共に

励ましあって行なえば続けられることもある。 
  

体を維持していくもの   

体の健康を保つためのもの、競争ではない   

各世代とのコミュニケーションを育む場であり、健康を維持するもの   

自分の健康の維持と促進 テニス仲間との交流   

自分の健康のためであり見る楽しみ   

無理をせずに健康維持のために自由に楽しみながらできるもの 交流の場においても自由に参加で

きるような形が望ましいと思います。 
  

健康維持、ストレス解消、とても楽しいもの、身近に低料金で利用できる施設がたくさんあるといい。

小学校や中学校の体育館を開放してくれたら嬉しいと思う。 
  

健康つくり 地域の人々とのコミュニケーションを図るために役立つ   

健康   

身体の健康維持だけではなく、普段交流できないような人同士の結びつけられる等 健やかな精神

を育むのに不可欠であると考えます。今後はそれをもっと発展させ、老若男女の垣根を越えた交流

の場を設けてもらえることを望みます。 

  

   

 

②地域・人との交流 

精神面での向上と体力強化、仲間との交流   

ストレス解消、健康維持、仲間と交流   

体力向上もあるが、一番は仲間と一緒に楽しんでかつ元気になれる最高の趣味です   

人との交流の場、子供の頃から参加でき、大人になっても続く、お祭りのようなものになれば、いつで

も誰でも参加できると思う。わかり易いスポーツができればいい（お年寄りも参加や見学ができる） 
  

健康の為  病気して皆（子供達）に迷惑をかけないように・・・ 

仲間との交流 下手でも皆に会うだけで元気になる 
  

スポーツは人々との交流   

心身の鍛錬と人との交流やティームワークの精神を養う。   

１．自分の体力強化・健康増進 ２．スポーツ観戦は娯楽の集大成 ３．スポーツは人々の交流の源   

健康増進、ストレス解消、人との交流、世代を超えた人間関係づくり、様々な面で重要な機能を持つ

非常に重要なものだと思います。 

仕組みづくりも大切ですが、ふと思いたった時にさっと利用できるような場所が都心にはあまりにも少

ないので、敷居が高くなってしまっていると思います。 

  

健康維持。仲間との交流。新しいことへの挑戦。   



・スポーツを通じて様々な人達と交流が出来る。 

・心身練磨 
  

豊な人間性を保つこと。また、豊な人間性を基にした人々の交流機会 奥野康弘住所電話記入あり   

誰でも気軽に参加可能であり、社会交流できる場 また健康増進に役立つもので楽しめるものだと考

える。 
  

健康増進、若さの維持、ストレス解消､仲間づくり⇒豊かな人生   

体力作り、健康のため、自然に触れる、人と接する機会、社会参加、楽しみ、ストレス解消   

気分転換。いつもと違った環境＆人間交流の場   

健康作りと友達作り   

地域の人々との交流と健康維持   

心身の健康と目標への意欲を与えてくれるもの 

人とのつながり作ってくれるもの 
  

ストレスの発散や仲間づくり、人間関係など、さまざまな分野で利用できるもの   

私にとってのスポーツとは、日常生活からくる疲れや心身のストレスからの切り替えで、気分転換の手

段が一つ。日頃の運動不足の解消、体作りをして健康を維持すること。また、スポーツを通して交友

を深めること。それぞれが大切な目的となっている。そしてスポーツを楽しむことがより大切な意義とな

ると思う。 

  

近所の人と交流の場にもなります。私は上大崎に在住ですので、目黒区のテニスコートが使用できな

いのが残念です。近所ですので近隣の区のスポーツ施設の利用の幅を広げて欲しいです。 
  

１．体力を維持し快適な日常生活が送れる ２．人との交流、仲間作りができる。 ３．情報を得る場

でもあり常識・知識の向上 ４．脳を刺激する。血流を良くしボケ防止 
  

健康維持、仲間との交流の場   

人々の交流、健康維持をする最良の活動だと思います。   

・体を動かす  ・仲間とふれあう  ・楽しむ 充実感を得る   

・自分の健康の維持 ・仲間との交流・談話   

体力維持 精神力をきたえる 人との交流にも役立つ 他方面のリハビリにも効果があると思います。

(身体的なものばかりでなく脳の活性化にも・・・) 
  

交流の場 娯楽、楽しむもの   

地域住民がスポーツを通して健康増進と交流を深めることが大切。そのためには、住民の多様な生

活形態に合わせて２４時間利用できる施設が望ましい。 
  

健康を維持するのに欠かせないもの。(身体的・精神的) また、人と人とが垣根を越えて交わり互いを

高めあうことのできるものだと思います。 
  

健康維持と仲間作りの場 一人で続けていこうと思っても、なかなか続けられないことも、仲間と共に

励ましあって行なえば続けられることもある。 
  

自分の健康の維持と促進 テニス仲間との交流   

無理をせずに健康維持のために自由に楽しみながらできるもの 交流の場においても自由に参加で

きるような形が望ましいと思います。 
  

健康つくり 地域の人々とのコミュニケーションを図るために役立つ   

   

 

 



③ストレス解消・気分転換 

ストレス解消、健康維持、仲間と交流   

健康維持のため、ストレス発散に良いとわかっていますが、なかなか出無精なので参加することが難し

い。 
  

日常生活と営む中での様々なストレスから心身ともにリフレッシュすることができれば、何のスポーツで

もよいと思っています。ただどのスポーツであれ上手になりたいと思えば思うほどそこからストレスが発

生してしまいます。スポーツをするときに何のためにスポーツをするのかという目的意識をはっきりと持

ち、その気持ちを維持することが非常に大切になります。非常に簡単な例ですが上手になりたいと思

うと下手な人とやるのが嫌になります。当然なことです。ここが大切なところです。そのときその人がそ

のスポーツそのものを楽しみたいと思っていればそのようなことは起こることが少ないのです。要は何の

スポーツであれ、どこに自分の気持ちをおくのかということが大切なことだと思います。 

  

”身体への刺激”と”ストレス発散”！   

ストレス解消 横のつながり 健康の為   

気分転換、健康維持のアプローチ   

気分転換   

体を動かし、ストレスを発散するもの   

健康な体作りや、精心的なストレスの発散など地域の人々や、仲間との交流における向上心、個人、

団体を問わずスポーツの時間は必要だと思っています。 
  

健康増進、ストレス解消、人との交流、世代を超えた人間関係づくり、様々な面で重要な機能を持つ

非常に重要なものだと思います。 

仕組みづくりも大切ですが、ふと思いたった時にさっと利用できるような場所が都心にはあまりにも少

ないので、敷居が高くなってしまっていると思います。 

  

健康的に肉体的および精神のストレス発散できるもの。   

体を動かすことで気分転換をしたり、仲間との関係を深めていく場だと思う。又、健康の増進改善の

ためにお年寄りから子供まで（手軽にやる場所が欲しい）スポーツに関わる必要を感じる。 
  

健康増進、若さの維持、ストレス解消､仲間づくり⇒豊かな人生   

健康維持。観戦はストレス解消。   

個人的に、ジムにいっていて充実しているので、ストレスの発散 介護をしているので、気分てんかん

になります。区の施設はほとんど利用していません 自宅の近くにないというのもありますが･･･ 
  

体を動かす事により、体力向上や、ストレス発散はもとより、スポーツを通じて、親睦を深める良い機会

であると思います。 
  

体力作り、健康のため、自然に触れる、人と接する機会、社会参加、楽しみ、ストレス解消   

気分転換。いつもと違った環境＆人間交流の場   

ストレス解消です。   

リフレッシュ手段であり、健康増進方法です。   

気持ちをリフレッシュさせ、健康維持に必要なもの   

健康維持と、リフレッシュ。初心者でも参加できる少人数の単発企画で、プロのマラソントレーナーに

直接指導してもらえる機会を与えてほしいです。東京マラソンに参加する芸能人のように、プロの指導

を受けるには、予約待ち、高額となるものが多く、地域の活性化や健康増進のために品川区の方々

にも広い注目と確かな満足のため、企画をお願いしたいです。私は高橋尚子選手に指導して頂きた

いです!! よろしくお願いします。 

  



ストレスの発散や仲間づくり、人間関係など、さまざまな分野で利用できるもの   

私にとってのスポーツとは、日常生活からくる疲れや心身のストレスからの切り替えで、気分転換の手

段が一つ。日頃の運動不足の解消、体作りをして健康を維持すること。また、スポーツを通して交友

を深めること。それぞれが大切な目的となっている。そしてスポーツを楽しむことがより大切な意義とな

ると思う。 

  

リフレッシュ   

心身のストレス発散、健康維持 

青少年にとっては心身の成長に大きな影響を与えるものと考える。故に指導者はそのスポーツに長け

ているだけではなく人格的にも優れている人が望ましいと思う。 

  

・健康増進 ・ストレス発散   

健康増進・リフレッシュ   

・ひとともの出会いを提供してくれる・様々な価値観をもつ人々とのコミュニケーションの場を提供してく

れる・健康的な肉体と精神を涵養してくれる場・ストレス発散の場総じて言えば、人生を豊かに生きる

ための必須の文化 

  

ストレスが解消できる（ストレス発散の場） 健康を維持するのにかかせないもの   

日頃の運動不足やストレス解消   

健康維持、ストレス解消、とても楽しいもの、身近に低料金で利用できる施設がたくさんあるといい。

小学校や中学校の体育館を開放してくれたら嬉しいと思う。 
  

体を動かし、汗をかいてとてもストレス発散できるもの。体調も良くなる。楽しい！！   

気分をリフレッシュするためのもの。少人数でも楽しむことができて手軽にできるもの   

体力づくりというだけではなく、コミュニケーションやストレス解消等、人生を楽しくするもの   

   

 

④精神面での向上 

・ひとともの出会いを提供してくれる 

・様々な価値観をもつ人々とのコミュニケーションの場を提供してくれる 

・健康的な肉体と精神を涵養してくれる場 

・ストレス発散の場 

総じて言えば、人生を豊かに生きるための必須の文化 

  

精神面での向上と体力強化、仲間との交流   

心のケアー、精神・気力の充実 健康。   

今日本は高齢化社会になりつつあります。医療費も増えつづき大変だと聞きます。いかに健康で自

分の身のまわりの事はいかにして行けるかだと思います。その為にも楽しみながら体を動かし心と体の

健康維持が必要です。 

私は卓球を通して健康維持を考えております。卓球だけでなく色々なスポーツで健康で人とのコミュ

ニケーションも大切な事です。孤独死などニュースで耳にする機会もあります。スポーツを通じてコミュ

ニケーションを広げて欲しいですね。 

  

①適切なスポーツは体の健康に良好 

②病気やけがの予防に役立つ 

③医者へ払う金が節約できる 

  



④心の健康にも役立つ 

⑤老化防止に有効 

心身の成長・維持を目指す必要不可欠なもの   

心身の鍛錬と人との交流やティームワークの精神を養う。   

心身を鍛え，前向きな気持ちになれるすばらしい物と考えます。   

身も心も健康でいられる様にするもの   

・スポーツを通じて様々な人達と交流が出来る。 

・心身練磨 
  

スポーツはこころと体に健康を与えてくれるものだと思います。今は、職場がかわったので行けなくなり

ましたが、区のバレエを教えていただいてました。無理のない指導で楽しかったです。 
  

身体を動かし楽しむことで心身ともにリラックスする時間だと思います。生涯続けていくことが望まし

い。 
  

心身共に鍛えられるもの   

心身の健康のためには絶対に必要だと思います。保健センターも体育館もスポーツ後にくつろげる

（仲間と交流できる）スペースが少ないと思うので、そこを拡大して頂ければもっといろいろな方と交流

がしやすくなると考えます。 

  

心身の健康と目標への意欲を与えてくれるもの 

人とのつながり作ってくれるもの 
  

見るスポーツ ⇒自分にはできない技に感動、一流のアスリートの姿に自分も努力次第でその技や体

力に近づけるのではないか？と希望をもてる。                                自

分でやるスポーツ ⇒自分の体力の限界まで頑張ろうと努力することでストレス解消している。目標を

もって行なうことで集中力や気持ちが強くなる。また、スポーツをする仲間に励まされてまた頑張ろうと

思う。体だけではなく心も鍛える手段 

  

心と身体をきたえるもの   

個々人か、自分の好きなスポーツに取り組むことにより健康維持、精神の活性化をもたらす事が好ま

しい。 
  

心身のストレス発散、健康維持 

青少年にとっては心身の成長に大きな影響を与えるものと考える。故に指導者はそのスポーツに長け

ているだけではなく人格的にも優れている人が望ましいと思う。 

  

身体と心の充実のためのもの   

スポーツとは、（流水は腐らず）が原点①健康維持②体力と精神の向上③心豊に輝いて生きる方法  

シルバー世代は、国民共有の財産である。 健全な肉体と精神に更なる磨ける「場」を品川区民に提

供してください。 

  

体力維持 精神力をきたえる 人との交流にも役立つ 他方面のリハビリにも効果があると思います。

(身体的なものばかりでなく脳の活性化にも・・・) 
  

人生において必要不可欠なものではないが、心と体の健康を維持するもの   

心身、共に健全でいられるためのもの。   

身体の健康維持だけではなく、普段交流できないような人同士の結びつけられる等 健やかな精神

を育むのに不可欠であると考えます。今後はそれをもっと発展させ、老若男女の垣根を越えた交流
  



の場を設けてもらえることを望みます。 

   

 

⑤趣味・娯楽 

１．自分の体力強化・健康増進 ２．スポーツ観戦は娯楽の集大成 ３．スポーツは人々の交流の源    

楽しむもの   

楽しんで、健康の為、体を動かす事！   

楽しみ   

楽しむもの   

・体を動かす  ・仲間とふれあう  ・楽しむ 充実感を得る   

交流の場 娯楽、楽しむもの   

必要不可欠ではないが、楽しむためにあるもの   

体力づくりというだけではなく、コミュニケーションやストレス解消等、人生を楽しくするもの   

趣味です。日々忙しい生活を送っていくと、たまに息抜きをしたくなりますが、何かに熱中していると悩

んでいたこともどうでもいいこだと小さなことに思えてくるので、不思議です。特に笑いの中で、スポーツ

を楽しむことができる時間は大切だと思っています。 

  

  

 

⑥観るもの 

スポーツは見る物になってしまいました。ちょっと前 NFL・・・BS でイングランドプレミアリーグ UEHA チャ

ンピオンズリーグなどを楽しんでいます。 
  

健康維持。観戦はストレス解消。   

どのようなスポーツも観戦は大好きです。年令に関係なく楽しめ心豊になります。   

見るもの   

見るスポーツ ⇒自分にはできない技に感動、一流のアスリートの姿に自分も努力次第でその技や体

力に近づけるのではないか？と希望をもてる。                                自

分でやるスポーツ ⇒自分の体力の限界まで頑張ろうと努力することでストレス解消している。目標を

もって行なうことで集中力や気持ちが強くなる。また、スポーツをする仲間に励まされてまた頑張ろうと

思う。体だけではなく心も鍛える手段 

  

日常スポーツに参加し活動したという経験がないので、自分で何かを始めたいという希望はありませ

ん。しかし見ることには関心があります。品川区には種目を限定して国際的に一流の競技を支援し、

開催できるレベルになってもらいたいと思います。 

  

見て楽しむもの 暇がある時にするもの   

見ていて楽しいもの。時を忘れるもの。ドラマがある。自分では今はやらないが、いずれやってみたいと

思う。 
  

   

 

⑦老化防止 

元気で長生きするための手段。 

コミュニケーションの場。 
  



もう無理のきかないからだですので、体操でもダンスでもボールゲームでも楽しくやりたいと思います。

特にダンスは頭でおぼえなくてはなりませんのでボケ防止に一役かっているかしらと思います。 
  

①適切なスポーツは体の健康に良好 

②病気やけがの予防に役立つ 

③医者へ払う金が節約できる 

④心の健康にも役立つ 

⑤老化防止に有効 

  

老化防止   

年齢的に健康維持・老化防止   

   

 

⑧生活の向上 

健康の維持 日常生活の充足   

生活を豊にしてくれるもの   

   

 

⑨生きがい 

動力です。   

健康と生き甲斐   

   

 

⑩美容・ダイエット 

健康 美容   

心のリフレッシュと（ストレス発散）ダイエット   

   

 

⑪地域の活性化 

健康維持、コミュニケーション、地域活性化。   

   

 

⑫新しいことへの挑戦 

健康維持。仲間との交流。新しいことへの挑戦。   

   

 

 

⑬よくわからない 

高齢者の方々がいろいろスポーツをやっていますが、体調があまり良くなく参加できません。意識調

査の回答になっていませんので誠に申し訳ございません。 
  

  

 

 



⑭興味がない 

スポーツを楽しむ事はあまりなく、興味もあまりありません。美容体操的なもの(ストレッチ）はやりたいと

思います。 
  

スポーツは自分には無縁の様です！あえて申せば歩く事位です   

運動神経ゼロなので関心はありません。  楽しみたい人だけやればよろしいのでは。   

   

 

⑮要望など 

人との交流の場、子供の頃から参加でき、大人になっても続く、お祭りのようなものになれば、いつで

も誰でも参加できると思う。わかり易いスポーツができればいい（お年寄りも参加や見学ができる） 
  

私自身年齢なりの維持(体力）ができればよいと思っています。後はスポーツがお祭り騒ぎにならない

ように真のスポーツであってほしいと思います。 
  

僕は剣道をやっていますが、品川区とか支部とか仲間内だけでやっているので知らない人に見せると

かどんなものとかわかってもらえないことがあります。学校とか幼稚園とかにいって色々なスポーツとか

踊りとかあるのを見せてあげる機会を作ってください。 

  

一生無理しないよう続けていきたいもの。安価で手軽にできる施設が増えればよいと思います   

体を動かすことは、大変よいことだと思います。小さな設備でも良いですので、みじかな公園などにあ

ると良いと思います。 
  

年齢にあわせたスポーツ情報 体操 ゲートボール他 

皆が参加可能なスポーツ ジョギング マラソン他 

地域の方が参加しやすい場所の提供 

  

今後の少子化で廃校予定がある、企業の移転に伴う土地をジム、競技、ジョギング、トラック、ウォー

キングコース等に変更されてはいかがでしょうか。各移動手段としてバス、鉄道をスポーツ施設に行く

人に限り無料とか（現地にて返金）、非難施設広場の拡大という事では上記の広い土地は必要と考

えます。メタボ検診で今後も体を動かす場の提供、施設は優先項目と考えます。子供から年配の方

までゆっくり体を安心に動かせる場。 

  

スポーツ好きで TV で野球、陸上、水泳等良く観ています。子どもがスポーツをやっている時は応援に

良く出かけとても楽しみでした。今は外に出る機会がなくなりました。気軽にスポーツを観れ応援でき

る様な事があれば良いのですが・・・。少しずつジョギングをしたいと思っています。まずは歩くことから

と思い、目標を立てて１万歩。港区へ向け歩いたり、蒲田へ行ったり、桜が咲いたら目黒川通りを歩

いてみようと思います。ジョギング出来る様になったら私はどこを走るのか？休日にぶかっこうなおばさ

んが人目を気にせず走れる所が近くにあるといいですね～！品川区一周、素敵なコースがあると絶

対続けられます。 

  

高齢者でも出来るスポーツを考えていただきたい。   

品川区内や東京都などの大会で個人ｏｒ団体で優秀な成績を収めた方が沢山いると思いますが、新

聞発表も少ないし、区報にも載らないし、やはり公表することにより関心を持つ人が増えると思うので、

優秀な成績を収めたらなんらかの形で公表してほしい。 

例、北島康介がオリンピックでメダルを取れば水泳選手が増えるのと同じです。 

人は関心を持つこと、動機づけ、感動することが第一と思う。 

  

無料か低料金で多くの区民が楽しく体を動かす場を近くで使用できる場を、皆が参加できる場があ

れば健康を目指して体を動かし、医療費の節約にもつながっていくと思う。 
  



高齢者が気軽に出来る場所〔例えば近くの学校を開放）で運動不足を解消してコミュニケーションが

出来る様な健康的で高齢者が楽しめる様にすること。 
  

子どもには、もっと体をつかって広い土地で運動出来る場所を提供して、指導者をおくべき   

ドイツなどの地域組織を見習うべきでは？   

問 23 に関してですが、例えば自転車で運河まで 2,3 人で行こうと思ったとき歩道と車道の間にサイク

リング用の道を新たにコースとしてつくるとか、曜日や時間帯を考えて安全を図る 地図をつくる（警

察の交通課と相談） 大井の運河へ出るにはこのコース、上大崎の自然公園にはこのコースを色分

けする 

  

スポーツと言っても色々有ります。施設を使用しなくても良いスポーツ、屋外で出来るスポーツ、屋内

ででするスポーツ、一人でするスポーツ、私も品川区に 60 年ほど在住していますが、他区の事は分か

りませんが、品川区にはスポーツする施設が少ないと思います。今スポーツがますます盛んになって

来ましたので今後は施設の方も充実してほしいと思います 

  

健康を維持するもの。気分転換するためのもの。そのために気軽にスポーツ（球技など）を楽しめる施

設が非常に少ないのが残念です。（先日も品川区内の体育館に個人でスポーツをしたいと思い電話

をかけたところ、団体でしか受け付けない、とあっさり断られた。）もっと施設内のスペースを開放して下

さい! 切に希望します。他の区にはそういう施設はもっと多くあります。 

  

スポーツはもう少し 2,3 回区の大会を増やしてほしい。大崎の区総合体育館で   

ストレスをのぞき、身体の機能を維持するために必要な事 個人ではなかなか低い月謝で習うテニス

がないのが残念です。現在はカルチャースクールで行なっていますが、やはり月謝等が高いと思って

います。 上大崎地区は品川区とはかけ離れていて、むしろ目黒区、港区の施設を使いたいのです

が区民のみで使えません、各区が融通しあう事はできないのですか？ 

  

健康、体力維持のため、スポーツは、出来れば生涯続けて行きたいと思いますが、自宅の近くで低料

金で気軽に参加出来る機会がなければ、なかなか継続は難しいと感じます。場所の充実と、使用す

る際のつかいやすさ（予約がとりやすい、等）がさらに良くなれば嬉しいです。 

  

身近に感じるものではあるが、新しいスポーツにトライしてみたいと思っても、場所が限られたりする事

が多い様に感じます。 

私達の税金を区民の体と心の健康維持にもっと使って欲しい。 

皆が平等に情報を得る事ができるリソースを充実して欲しい。 

  

若く元気でいられる為の運動である。 

近所の施設（学校等）で低料金で参加できたらと思われます。 
  

身体を動かすことはとても良い事だと思います。そして、心も満たされる気がします。仲間も出来るし、

良い事ずくめだと思います。誰もが気軽に参加できる機会を与えてほしいです。そして、近くにどのよ

うな活動をしている人たちがいるのかもっと公表してほしいと思います 

  

日常生活の一部でスポーツが当たり前に出来る環境があってほしいと思います。   

一人暮らしの人が多いと思うので、個人でも参加可能な形態のスポーツイベントが増えれば、地域に

根付くのではないか 
  

健康維持と、リフレッシュ。初心者でも参加できる少人数の単発企画で、プロのマラソントレーナーに

直接指導してもらえる機会を与えてほしいです。東京マラソンに参加する芸能人のように、プロの指導

を受けるには、予約待ち、高額となるものが多く、地域の活性化や健康増進のために品川区の方々

にも広い注目と確かな満足のため、企画をお願いしたいです。私は高橋尚子選手に指導して頂きた

いです!! よろしくお願いします。 

  



現在の生活環境の中で、スポーツクラブというのは無理です。クラブハウスを中心として交流の場とは

「貴族から生まれたものです」と私は思っています。金が掛かり、誰もが出来ない環境、財団等の上か

ら物を見る方々が何かする時は、格好いい事をやり過ぎます。我々区民がスポーツを行おうとした場

合、直ぐに出来る場所が全くないことが問題なのです。縁あって岩手県や大阪にいたことがあります

が、今スポーツをしようと考えたら、直ぐ出来る場所がある事がうらやましく思いました。品川区に戻っ

て来たら全くありません。臨海の埋立地にくさる程あっても、抽選だ、何日も前から予約だ、どうやって

行くのか、等々本当に組織団体に加入している人だけのスポーツ振興は見せかけだけです。一般の

人が自由に出来るのがスポーツです。出来るだけ多くの場所を提供して下さい。次に集まりが生まれ

ます。 

  

誰でもこれがやりたいと思った時、スポーツ情報誌のような物があれば誰でも気軽に参加できる品川

になると思いますよ。今は仕事が忙しくて何もできないけれど…。税金が高いのでそれぐらい作ってく

れてもいいでしょう？ 

  

一度、広報で印刷されていたスポーツイベントに参加したが、どうも時代のニーズに合っている感じが

しなかった。費用、その他の問題はあるのだろうが、ご一考願いたい。今は旅行に行くのに大部屋（６

人）というのは無理があると思う。 

  

体を動かし汗をかく良い時間となっている。子供が小さいのであずけて運動をしているが、同じ施設

内ではないため、なにかと不便。同じ施設内で低料金で預けて頂けるともっと、スポーツに関われると

思う。今は体を動かしたくても動けないので不満である。 

  

日頃運動不足で何かやらなくてはと思いつつ、仕事を（朝勤務）していると区主催のポーツ教室等、

時間が合わない事が多い。あまりスポーツと縁はないものの、チャンスがあったらと区報を読むが、中

高年向け（私は 50 代後半です）は日中しかなく、自宅近くでと思ってもありません。残念に思っていま

す。 

  

近所の人と交流の場にもなります。私は上大崎に在住ですので、目黒区のテニスコートが使用できな

いのが残念です。近所ですので近隣の区のスポーツ施設の利用の幅を広げて欲しいです。 
  

誰もが気軽にいつでも体を動かすことができる場所があることが文化として高いレベルだと思います。

しかし現実は、近くに公共の施設がなかったり、高額な民間ジムで縁がなかったりとなかなかうまくいき

ません。我が家は品川区の外れに位置しているため、公共の施設から少し遠いのが難点です。スポ

ーツ観戦・体験の助成があったらいいなと思います。 

  

子供の水泳の施設をもっと充実して欲しい。  品川区の水泳大会で観覧席が少ない。  品川水

連の練習を見るところがいつも混んでいる。広いスペースを作って欲しい。 サッカーのできるスペース

を増やす。テニスコートの充実もして欲しい。 

  

健康を考えると、一生続けていかなければならないものだと思っています。区のスポーツセンターの一

層の充実を望みます。（今でもいい施設だとは思いますが･･･）安く安全にスポーツをできる場所が増

えることを望みます。１回 500 円は少し利用料が高いのでは??港区・渋谷区は 200 円だったように思

います。 

  

健康維持、ストレス解消、とても楽しいもの、身近に低料金で利用できる施設がたくさんあるといい。

小学校や中学校の体育館を開放してくれたら嬉しいと思う。 
  

仕事で忙しい中でも、気軽に参加できるような機会が増えるともっと積極的にスポーツに取り組めると

思うが、団体での参加が多いので、個人で（マラソン、テニスシングル、バスケ）など参加し、その場で

ペアを組むなどがあればありがたいと思います。 

  



身体の健康維持だけではなく、普段交流できないような人同士の結びつけられる等 健やかな精神

を育むのに不可欠であると考えます。今後はそれをもっと発展させ、老若男女の垣根を越えた交流

の場を設けてもらえることを望みます。 

  

スポーツは、かなり盛んに行なわれていると思います。スポーツは、えてしてできる人だけが参加するこ

とになりやすいですから、参加者を広く募ることは難しいと思います。運動能力、技術力に関係なく参

加できるスポーツ交流を考案していくと良いと思います。 

  

   

 

⑯その他 

身近にあるもの   

己の運動能力の限界を知る事  

品川の歴史、地域特性を活かしたスポーツ文化って、何ですか？スポーツは観るものではなく、参加

するもの（ボランティアを含めて）です。黒田英一郎住所電話記入あり 
 

例えば、「心技体」のバランスを整えるもの、病気になる（体・精神）ことを防ぐ、予防できる  

・人の人体の可能性を知る・広げる・探求してゆく  

仕事、家庭とは別の個人としての充実感を得る手段。 

スポーツ文化地域に根づいて地域愛が深まればいいと思う。 
 

セレブのトレンド。お子様を持つ主婦のあつまり。等、個人が気軽に入っていかれる場所ではなくなっ

ているようなイメージを持っています。 
 

ボケない為、寝たきりにならない為の入口  

文化もスポーツも基本は同じだと思うけれど、基本スポーツは体が元気な人しかできないものが多い

のでは。 
 

突然「スポーツ文化」などという妙な言葉は使わないでほしい。個人的にスポーツを行なうのは勝手だ

が、概してスポーツマンは利己的で社会的マナーに欠けるイメージがある。公費でスポーツに助成す

るのは無用 

 

スポーツは人々に感動や勇気を与えることができる素晴らしいもの。私個人としてもスポーツを楽し

み、見て色々なものを感じてこれからも自分自身の人生に必要な重要なピースです。 
 

・スポーツとは、自分にとって生活の一部です。30 数年前就職のため上京してから、会社関係を中心

に続けています。おかげで友人も多く出来、仕事にも役立っています。定年後も年齢に合った何らか

のスポーツは行っていきたいと考えます。 

・スポーツ好きですが、スポーツ好きの仲間といる時間が楽しいですね 

 

私にとってスポーツとは、心身のバランスをとってくれるものである。例えば、長い間体を動かさないで

いると、心まで衰えてくるような感じがする。逆に体をよく動かしている時は、心も鍛えられている感じが

して、何か自信になる。スポーツ文化は老若男女を問わず、誰でも住んでいる地域で気軽に参加(見

学も含む)できるスポーツの機会、場所が提供されることで築かれ、成熟していくと思う。 

 

自分自身にとっては、下手の横好きであれ、練習していればいつかはそれなりに身につき楽しむこた

ができるし、身体を動かすことが苦にならないと思います。私にとって、野球やジョギングは一時期い

やいややらされた(やらざるを得なかった)のですが、その後、楽しむことができた、苦にならなくなったと

いう経験があります。 嫌いなものでも付き合っていれば、苦にならなくなる、好きになるかもしれない、

ということでしょうか。上手な人が年を取っても中心になり、人の輪を広げているのを見ると尊敬はしま

す。 

 



気軽に活動から始めるもの。  

 


