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〜⑥ 長者丸〜
前に線路跡らしき痕跡も残っ ています︒自然教育
園は軍隊の火薬庫だったので ︑その火薬を運んだ
そうです︒
④吉田翁碑
石 碑に は今 の上 大
崎界 隈を 住宅 地と し
て開 拓し ︑住 民と と
もに ﹁自 治の 美風 ﹂
をも って ﹁一 族の 如
く﹂ 暮ら して きた 吉
田彌 一郎 氏の 恩義 を
記念し建立したとのことが刻 まれています︒裏面
には碑を建てられた実業家や 議員など著名な方々
のお名前があります︒
⑤長者丸駐在所
交番や派出所と違い︑警察 官の官舎を兼ねた駐
在所です︒周囲の景観に合わ せたスマートな建物
です︒
⑥土浦家住宅︵東京都指定有形文化財︶
通りから脇道に入ったとこ ろにフランク・ロイ
ド・ライト︵帝国ホテルの設 計者︶に学んだ︑モ
ダニズム建築家・土浦亀城が 自邸として設計した
建物があります︒約 年前の ものとは思えない洗
練された白亜の木造住宅です ︒案内板によると住
宅史の流れの中で欠かせない住宅とのことです︒
この中央の通りに沿って行く と往きに通った山手
線の線路に出ます︒
長者丸を歩いて感じること は︑古くからの跡が
あちこちにひっそりと残って いることです︒この
まま歴史を重ねていって欲しいと思っています︒
︵水口 優子︶

田中 記）

（町会長

私のオススメ散歩道紹介
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三田用水白金分水

﹁長者丸﹂とは
ＪＲ 山手線目 黒駅か ら恵比寿 駅の東 側︑高速 目
黒線と の間に挟 まれた 区域で︑ 北は小 さな谷を は
さんで恵比寿ガーデンプレイスに︑南はＵＲシティ
コート目黒をはさんで目黒通りに隣接しています︒
現在の 住居表示 ﹁品川 区上大崎 二丁目 ﹂付近の 通
称です︒
名前 の由来は ︑室町 時代に白 金長者 と呼ばれ た
豪族柳 下上総之 助の屋 敷があり ︑白金 長者の﹁ 長
者﹂と ︑城を意 味する ﹁丸﹂か ら名付 けられた と
言われています︒自然教育園内に石垣だけですが︑
白金長者の館跡があります︒
地域 内に幹線 道路が 走ってお らず︑ お屋敷風 の
建物や 重厚な邸 宅など が建ち並 ぶ閑静 な高級住 宅
街です︒
目黒駅 から目黒 通りを 渡り︑国 立予防 衛生研究 所
跡地に 建設され たＵＲ シティコ ート目 黒脇の細 い
道を入 ります︒ 我が国 最初の火 災報知 器メーカ ー
のホー チキ株式 会社が あり︑玄 関口に は︑大正 時
代頃の火災報知器の模型が展示されています︒
①白金桟道橋
大正 年に 古レール を利用 して建設 された人 道
橋です ︒欄干を 見ると レールを 切断し て曲げて あ
るのが分かります︒
②長者丸踏み切り
この 踏み切り は︑湘 南新宿ラ インや 埼京線の 上
を山手 線が通過 し︑ま た︑目黒 区を山 手線が通 る
唯一の区間として︑鉄道マニアの密かな人気スポッ
トで︑品川区と目黒区・渋谷区の境界です︒
③三田用水白金分水︑都電恵比寿長者丸線
恵 比 寿 ガ ーデ ン プ レ イ
スの南端崖下の道路に沿っ
て ︑ 一 歩 入 った 住 宅 地 の
裏に暗渠が残っています︒
江 戸 時 代 か らの 重 要 な 水
路 で あ っ た 白金 分 水 の 水
路 跡 と の こ とで す ︒ 暗 渠
に並行して都電恵比寿長
者丸線 が走って いたそ うです︒ 首都高 速目黒の 手

ご自由にお取りいただけるよう、
多数部回覧お願いいたします。

この地域は昔からの静かな住宅地です。警察の駐在所が置か
れ、お巡りさんが常駐していることもあって治安は極めて良好
です。町会は、この恵まれた生活環境を守ることを第一に、個
人の生活を尊重しながら喜びを分かち合えるような環境作りを
目指しています。
敬老の日、成人の日、小学校入
学にあたってお祝いを贈るのもそ
の一例です。隣接する町会と協力
して、ラジオ体操やお祭りなど、
活動を広げる努力もしています。

絵手紙は「ヘタでいいヘタがいい」がモットーです。その理由は
技術的には下手でも心を込めて一生懸命描いたものには、相手の心
に届く強い力があるからです。上手を超えた魅力があるからと、絵
手紙の創始者「小池邦夫先生」はおっしゃっています。絵や書に苦
手意識を持っている人には心強い言葉です。
絵手紙サークル「さくら」は平成26年1月で結成1周年。現在メン
バーは8名、年齢は50歳代から80歳代、皆さんお元気で絵手紙を通
して交流をしています。モチーフは描
きたい花、果物、野菜等です。
練習日：毎月第二・第四火曜日
午後1：30〜3：30
会 員：随時募集しています。
場 所：ファミーユ東館集会室
連絡先：０３−３４９３−２６６７ 松本

saki1c@city.shinagawa.tokyo.jp
発行元 大崎第一地域センター
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〜父親の子育て参加促進事業〜
「パ パ 'sク ラ ブ 冬 」
パパだって子育てを楽しもう！パパの子育て、
仲間作りを応援します！！
日時：3月2日（日）
10：00〜12：00 （予定）
内容：父親講座＆絵本ライブ
対象：育児中の父親とその家族
定員：8組
費用：100円程度
（交流ティータイム代 当日徴収）
講師：安藤 哲也氏
（NPO法人ファザーリングジャパン）
申込み：2月1日（土）〜先着順
「KIDSチャレンジ」
①みんなで遊ぼう！
「ビッグなスクリーンでWii(ゲーム)をしよう」
日時：3月19日（水）
16：00〜17：00
対象：小学生
定員：無し
費用：無料
②春のスイーツを作ろう！
日時：3月26日（水）
15：30〜17：00
対象：小学生
定員：12名
費用：200円程度（当日徴収）
講師：岡田 友美佳さん
（パン教室講師）
持ち物：エプロン、三角巾、飲み物、タオル
申込み：3月1日(土)〜3月20日(木)
12：00まで先着順

キッズ館東五反田

３４４３−１６２９

★2月24日（月）〜申込受付開始★
①「忍者修行道場」※先着20組
日時：3月8日（土）
14：30〜15：30
対象：4歳〜小学生の親子
内容：子供と大人が遊びあい、心を響かせあう
道場です。
②チャイルドステーション事業
「にこにこタイム」 ※先着15組
日時：3月13日（木）
13：30〜14：30
対象：乳幼児親子
講師：石川睦子先生
（認定子育てアドバイザー）
内容：親子のふれあい＆おしゃべりタイムです。
子育ての楽しさがみえてきます。
③「ママとキッズのおしゃべりCafe」
日時：3月18日（火）
13：30〜15：30
対象：乳幼児親子 ※先着10組
内容：今回は、きなこを使った簡単なお菓子を
作りながらのおしゃべりタイム★
普段なかなか話すことのない異年齢の子を持つ
ママとの交流ができたり、オトクな情報交換も
できたりと収穫もあるかもしれません♪
※当日実費徴収あり
※エプロン・三角巾持参

パパとトランポリン
日時：3月1日（土）、15日（土）
11：00〜12：00
対象：幼児とお父さん
定員：なし
会場：4階遊戯室
受付：当日
跳び方は、講師が丁寧に教えてくれます。
親子サロン事業 観劇会
人形劇団プークによる「ひとまねアヒル」
日時：3月5日（水）
11：00〜11：35
対象：0歳児〜3歳児の親子 100組程度
会場：3階集会室
参加費：無料
劇団プークの人形劇が児童センターで観劇でき
ます！お楽しみに！詳細は、平塚児童センター
へ問い合わせください。
サンデーサポート事業 トランポリンタイム
日時：3月16日（日）
15：30〜17：00
対象：幼児親子、小学生以上
定員：なし
会場：4階遊戯室
受付：当日
月に一度の日曜トランポリンタイム、親子で楽
しみましょう。

彗星よ君は急ぎて冬の空
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冬寒の赤黄織り成す焚き火かな
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朝詣で小鳥の声のしきりなり
何かいいことあらむ一日
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シルバーパスもらいにお百度まいりかな
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見えすいた妻の世辞でもやる気出す

大崎５丁目

幸せは古女房と二人酒

芳郎
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飯田

加藤

誰もが褒められると嬉しくなります。そし
て少し自信も生まれます。性格も明るくなるかもしれません。試
しに多少お世辞らしくても友人・知人を褒めてみましょう。きっ
と目に見える効果が生まれてきます。夫婦や親子の間はなおさら
です。子供は褒められると明るくなって、今までよりもやる気を
出すと思います。今年はどんどん褒めて明るい年にしましょう。
（久保田）

西五反田４丁目

がら、冬の寒さにとじこもりがちであった心と身体を解きほぐさ
れたら如何でしょうか。（斉木）

西五反田三丁目

心をなごませ目の保養にもなる。東京は他都市に比べ緑が多いと
言われている。都内には都立の公園が六十数個所、庭園が９個所
もあり、遠出をしなくても近くの公園庭園を訪れ、緑を満喫しな

寄植えの薫り久しき花ぐるま

今は 一年中で一番寒い季節だ。
しかし、もうすぐ確実に春が巡って来る。新緑の眺めは

平塚児童センター ３７８６−２２２８

地域の方が協力し意見を出し合って「はなぐるま」を作成しております。ご意見・ご感想や投稿などお気軽にお寄せください。
編集委員も随時募集中です！一緒に紙面作りをしませんか？

古紙を配合した紙を使用しています。

