2015.8.20発行

所長さん こんにちは！ 四
ショ ン室﹂や
﹁ト レーニング
室﹂ ﹁会議室﹂
など ︑さらに地
下２ 階には各種
競技 など がで き
る﹁アリーナ﹂と﹁武道場﹂があります ︒
事務 局長から利用者 への要望 やメッセージはありま
せんか
志村 ご 紹介しましたようにこ の体育館には沢山
のスポ ーツ施設が用意してあ ります︒どの施設
も地域 の皆様︵品川区に在住 ・在勤・在学して
いる方 ︶の健全な心身の発達 を目的に運営をし
ており ます︒私たちは一人で も多くの方に利用
して頂 きたいと思いますので ︑どうかご遠慮な
くお問い合わせください︒
また︑ 新しいサービスの一つ として﹁ジョガー
︵ジョ ギングをする人︶を応 援します﹂という
趣旨で ︑目黒川周辺などのジ ョギングをする人
たちの ために当体育館の更衣 室・シャワー室の
利用を提供しています︵有料︶︒

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。

４月１９日（日）小中一貫
日野学園でわんぱく相撲品川
区大会が行われ、第一日野小
学校４年生の伊藤隆志郎（い
とうりゅうしろう）君が４年
生の部で優勝しました。隆志
郎君は１年生の時から本大会
に出場し、今回が２回目の優勝
だそうです。４年生以上の優勝者は品川区代表選手として東京
都大会に出場。隆志郎君は「自分より身体の大きい子に勝てて
うれしい。東京都大会でも精一杯取り組みたい」と話していま
した。

４月１８日（土）、今年も五反田駅東口の花壇の植え替えを
行いました。この作業は毎年、春と秋の２回行われ「五反田駅
前をきれいにする会」と近隣の学校の生徒たちで行っています。
昨年は、ハトにひまわりの種を食べられてしまったため今年は
網をかぶせるなど工夫して種まきを行いました。

品川区立総合体育館
志村 事務局長

また︑ 年の﹁東京オリンピック・パラリンピッ
ク﹂で は︑品川区内の﹁潮風 公園︵東八潮︶﹂
でビー チバレーボールが︑﹁ 大井ふ頭中央海浜
公園︵ 八潮４ １- ︶﹂で はホ ッケー とブ ライン
ドサッ カーが開催されますの で︑今後周知に努
めてまいります ︒
今日はお忙しい中ありがとうございました︒
︵編集委員 中村 記︶
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品 川区民 や︑品 川区 に通学 ・通 勤する 人々が ︑
スポー ツを通 じて︑心 身の健全 な発達 と︑明 るく
豊かな 地域社 会の形成 に寄与す る場と して︑ 品川
区立総 合体育 館があり ます︒シ リーズ ４回目 は︑
この体 育館を 品川区か らの指定 管理者 として 運営
されて いる﹁ 公益財団 法人品川 区スポ ーツ協 会﹂
の志村勇一事務局長を訪ねてお話を伺いました︒
総合 体育館 の施 設はいつ出来 た
のですか
志 村 現在 の 総 合 体 育 館 は︑
平 成 年 ４ 月に 全 国 初 の施
設 一 体型 小 中 一 貫 校 の 区立
日 野 学園 と の 複 合 施 設 とし
て オ ープ ン し ま し た ︒ ︵旧
体 育 館か ら の 移 行 も ス ムー
ズだったようです︶︒
事務局長は︑いつからこの業務に
従事されていますか
志村 私はも と品川区 の職員と して福 祉関係 の仕
事を 長く経 験してき ました︒ 大崎第 一地域 セン
ター の梶所 長とも一 緒の時が ありま した︒ こち
らの ポスト には︑昨 年秋から 赴任し ており ます
が︑スポーツ関係の仕事は今度が初めてです︒
こちらの施 設を利 用する人の数
はどれぐらいですか
志 村 平 成 年 度 は︑ 合 計

1

2020

︻品川区立総合体育館︼
所在地 東五反田２ - ２電話
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開館時間 ９時〜 時半
ご利用には登録が必要です︒
休 館日 第 ３月曜 日︵ 祝日 と
重なったときは︑その翌日︶︑
年末年始
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万 名という多くの方に体育
館を利用して頂きました︒
利用 者の方 は体育 館をどうみて
いるのでしょうか
志 村 この 体 育 館 は Ｊ Ｒ 山手
線 ・ 東急 池 上 線 ・ 都 営 浅草
線 の 五反 田 駅 か ら も ︑ また
ＪＲ 山手線 の大崎駅 からも徒 歩８分 と非常 に便
利な地にあります︒区民の方々をはじめ︑在学︑
在勤 の方々 にも気軽 に利用で きると 喜ばれ てい
ます︒
この体育館にはどんな施設が有りますか
志村 １階に ﹁温水プ ール﹂︑ 地下 階には 卓球
や社 交ダン スなどが できる﹁ 卓球・ レクリ エー
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中原児童センター

３４９２−６１１９

①中原T・Tリーグ
日時：９月９日(水) 16:00〜17:00
場所：中原児童センター４階
内容：館内交流卓球リーグ
対象：小学生以上
定員：なし
費用：なし
申し込み：9月1日( 火) より電話、来館で受付
け

②ママのためのボディケア講座
日時：9月30日(水) 10:30〜11:30
場所：中原児童センター4階プレイスペース
内容：助産師の指導によるボディケア講座
対象：10ヶ月未満の乳幼児親子
先着15組
費用：なし
備考：動きやすい格好でお越し下さい( 裸足で
行います)
申し込み：9月1日(火)より電話、
来館で受付け

③第10回中原カロム大会
日時：9月30日(水) 15:30〜17:00場所：中
原児童センター3階
ミーティングスペース
内容：カロム大会
対象：小学生 先着16名
費用：なし
申し込み：9月1日( 火) より電話、来館で受付
け

平塚児童センター ３７８６−２２２８

東五反田児童センター ３４４３−１６２９

①ファミリートランポリン

【9月1日（火）〜申込み開始】
（電話申込み可）

9月19日(土)

①「ちびっこあそびタイム」
9月1日（火）10:30〜11:30
対象：乳幼児親子【事前申込み不要/定員なし】
内容：ボールプールやすべり台など、いつもと
違うスペシャルな遊具で遊びます。

②「にこにこたいむ」
9月9日（水）13：30〜14：30
対象：0・1歳児親子 【先着15組】
講師：石川睦子先生（認定子育てアドバイザー）
内容：親子のふれあいあそびやうたあそびです
♪絵本や玩具の紹介など子育てのヒントが盛り
だくさんです。

③「ファミリーエクササイズ2015」

1部：10：30〜11：15
2部：11：30〜12：15
＜当日受付＞事前の申し込みは必要ありません。
対象年齢：幼児と保護者
参加費：無料
内容：トランポリンの安全な跳び方を講師の方
が指導してくれます。
どちらかお好きな時間にご参加ください。

②乳幼児親子運動会
9月26日(土)10：30〜12：00
受付開始日：9月1日(火)
対象：0歳から未就学児と保護者（お父さんも
是非ご参加ください。）
場所：平塚中央公園（雨天時は平塚児童センター
4階遊戯室）

9月12日(土) 10：30〜11：30
対象：2歳〜5歳児親子【先着15組】
講師：工藤純子先生(フィットネスインストラク
ター)
内容：音楽に合わせて踊ったり、走ったり、体
を動かします。家族で触れ合いながら、たくさ
ん動いて心身ともにリフレッシュしましょう！

③幼児クラブ2学期開始

④「忍者修行道場」

④プチめだかクラブ

9月12日（土）14:00〜15:00
対象：４歳〜小学生の親子【先着２０組】
内容：法政大学からやってきた忍者の師範代と
ともに、大人も子どももみんな一緒になって、
遊びの「修行」に挑戦します。

9月8日(火) 10：30〜11：00
対象年齢：2015年4月2日以降に生まれた第一
子の赤ちゃんと保護者
トークタイムを中心に体操や手遊び,紙芝居,季
節の歌などで楽しみましょう

⑤「もぐもぐクッキング」

⑤初心者トランポリン

9月16日(水) 12：00〜13：30
対象：2歳〜5歳児親子【先着8組】
講師：清水京子先生(管理栄養士)
内容：好評メニュー復活！「手作りピザ」と管
理栄養士の先生による、栄養相談も行います。
費用：当日実費徴収(300円程度)

9月30日(水) 15：00〜16：00
はじめてトランポリンを始める人に向けて講師
の方がルール説明や正しい跳び方を指導してく
れます。トランポリンを上手に跳べるようにな
りたい子は是非来てください。
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喜寿米寿過ぎて白寿の道を行く
覚悟を決めねば道は険しき

西五反田六丁目

黒玉子買えずに帰り生き延びる

西五反田四丁目

年取って何を獲ったか定かなし

上大崎一丁目

風さやか櫻花舞い散る鶴ヶ城

西五反田八丁目

高齢者金持ちというが俺は別

八潮五丁目

七十年戦知らずの有り難さ

久保田

最近、町会掲示板に小紙「はなぐるま」を見かけけることが多
くなりました。ご掲示頂き、有り難うございます。地域ニュース
紙として一人でも多くの区民の皆様に読んで頂ければと思います。
ご面倒ですが町会の回覧板にも各家庭で手に取りやすいように、
多数回覧して貰えませんでしょうか。また町会のニュースもご遠
慮なく事務局までお知らせくだされば、お話を伺いに参ります。
どうかよろしくお願いいたします。
(編集長 久保田）

西五反田六丁目

折り紙を始めました。きっかけはわが子の通う第四日野小学校
の掲示板を季節の草花で飾って下さるご年配の方の手伝いでした。
桜作りでは花びらの五弁の折り方に苦労し、紫陽花は本当に沢山
のがくの集まりである事に気付きました。１枚の正方形の色紙か
ら様々な形が創り出される様に、折り紙の素晴らしさを再発見し
ました。また、折り紙の楽しさをわかちあう心優しい師匠、仲間
とのコミュニティにも癒されます。機会があれば 折り紙の小宇
宙 を覗いて下さいね。
（編集委員 清水）

めだかクラブ 9月8日(火)11：15〜12：00
ひよこクラブ 9月10日(木)11：00〜11：45
うさぎクラブ 9月11日(金)11：00〜11：45
内容：各クラブでそれぞれ楽しい季節の行事を
用意しています。初めての方も是非参加してく
ださい。

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。

