
高村智恵子記念詩碑  

    ―レモン哀歌の碑―  

平成 7年、ゼームス坂病院があ

った敷地の一角に、品川郷土の

会が中心となって地域の方々

の大きな協力を得て、高村智恵

子詩碑が建立されました。  

碑には光太郎直筆の「レモン哀

歌」の詩が刻まれています。 

―編集・発行― 
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南品川のゼームス坂付近にあった「ゼームス坂病院」は詩集『智恵子抄』で知られる

高村智恵子の終焉の地です。 

智恵子は、明治 19 年に福島県安達郡油井村（現在の二本松市油井）で生まれまし

た。大学卒業後に詩人であり彫刻家であった高村光太郎と出会い、大正２年に婚約。

二人はそれぞれの芸術の道に真摯に向きあっていきますが、理想と現実の間で苦し

い生活が続きました。その後、智恵子は体調を崩すことが多くなり、南品川のゼーム

ス坂病院に入院。昭和13年10月5日に52歳で亡くなるまで、この地で入院生活

を送りました。 

今年、令和３年は詩集『智恵子抄』出版 80 周年ということで、智恵子の故郷・福島

二本松で智恵子顕彰活動をされている「智恵子のまち夢くらぶ」の主催で「あなたが

選ぶ『智恵子抄』総選挙」など、さまざまな記念事業が計画されています。 

智恵子のまち夢くらぶ 検索

詳しくはこちら 



天妙国寺・海蔵寺に文化財標識が設置されました 

天妙国寺・海蔵寺にある品川区指定有形文化財

の文化財標識が新たに設置されました。 

旧東海道デザインに 

なりました！ 

掲示方法が画鋲から磁石に！ 

これなら貼るのも楽チンです★ 

※ふれあい掲示板の使用には該当地区の

地域センター（複数の地区をまたがる場合

は区役所の地域活動課）の使用許可が必

要です。 

◆海蔵寺 

「海蔵寺
かいぞうじ

無縁塔群
むえんとうぐん

」（昭和５３年指定） 

  本寺は江戸時代以来、身寄りのない死者や不

慮の死を遂げた者を供養してきました。山門を

入って右手奥の塚は身寄りのない人々等の遺

骨を集めて築かれたものです。 

「木造
もくぞう

菩薩形
ぼさつぎょう

坐像
ざ ぞ う

」（平成３１年指定） 

  カヤノキという木材から丸ごと掘り出した一

木造の仏像です。今から約千年前に京都や今

の滋賀県で造られたものと考えられます。 

天妙国寺 

海蔵寺 

◆天妙国寺 

「天
てん

妙
みょう

国寺
こ く じ

五重塔
ごじゅうのとう

礎石
そ せ き

」（平成２１年指定） 

 初代の妙国寺（現天妙国寺）五重塔は室町時代

中頃に建立され南品川繁栄の象徴でありまし

た。江戸時代に大火によって焼失したと伝えら

れています。この塔を支えていた大きな石を礎

石といい、その存在を実証するものとして貴重

なものです。 

「絹本
けんぽん

着 色
ちゃくしょく

宝塔
ほうとう

絵
え

曼荼羅
ま ん だ ら

」（平成２９年指定） 

   釈迦牟尼仏と多宝如来が空に浮かぶ宝塔で

教えを説く、法華経の中で極めて重要な場面を

描いています。 



５月１６日（日）、六丁目睦会の防災訓練が

六丁目防災公園で行われました。 

訓練では、災害時の大規模停電に備えて

新たに備蓄したガスボンベ式発電機の始動

方法や充電方法を参加者で確認しました。 

コロナ禍ではありますが、いざという時に

誰もが使用できるよう実践的な訓練に取り

組みました。 

※訂正：前回のきせつ風 215 号（令和 3 年 5 月 1 日発行）管内の学校紹介で東海中学校校長のお名前が

「野口敏朗」先生となっておりましたが、正しくは「黒田佳昌」先生でした。お詫びして訂正いたします。 

５月３０日から６月５日まで、品川区立天王洲公園にて、「Ｓａｎｔｅｎ ＩＢＳＡ 

ブラインドサッカーワールドグランプリ 2021 ｉｎ 品川」 が開催されました。 

＊ブラインドサッカーとは、視覚障がい者の５人制サッカーです。 

日本、アルゼンチン、タイ、スペイン、フランスの５カ国が参加しました。 

日本代表は世界ランク１位アルゼンチンとの決勝戦にまで進みましたが、 

惜しくも敗れ、準優勝という結果を残し、大会は大いに盛り上がりました。 

品川区では、ブラインドサッカー品川区応援団体連絡会を発足し、開幕戦 

のケーブルテレビ品川の生中継、応援フラッグへの寄せ書き、応援動画の 

投稿など、無観客の大会でも盛り上げる方法を考え、実行しました。（会長 佐藤勝彦 天王洲アイルブラ

サカサポートプロジェクト実行委員会） 応援フラッグ（日の丸／わ！しながわフラッグ）の寄せ書きで

は、１５０団体約３０００名の皆様にご参加いただきました。多くの皆様によるご参加、誠にありがとうご

ざいました！これからも品川区公式応援競技であるブラインドサッカー、ホッケー、ビーチバレーを応援

していきましょう！ 

ブラインドサッカー 品川区応援団体連絡会 

旧東海道品川宿周辺まちづくり協議会 

事務局 竹中茂雄 

ブラインドサッカーワールドグランプリ 

2021 ｉｎ 品川 



管内の施設行事 

南品川児童センター 3450－5043

『ダイナミックプラ電車』 

  日時：7月 10 日(土) 10：30～11：30 

 対象：乳幼児親子 

定員：12組 

 内容：プラレール好きの乳幼児親子さん集まれ！広～い遊

戯室にダイナミックにレールをつなげて遊ぼう。 

    ※新型コロナウイルス感染状況により、延期または

中止となる場合があります。 

東品川児童センター 3472－5806

★利用時間 

【乳幼児親子】 

10:00～11:45 

13:30～18:00 

【小学生】 

14:00～17:00 

 ★場所（定員） 

  屋上（10名程度） 

  4 階 ホール・ウッドデッキ（10名程度） 

 3階 ふれあいサロン（10名程度） 

 3階 親子サロン（4名程度） 

 3階 ホビールーム（11名程度） 

★内容 

  ボール遊び、手押し車、絵本、プラ電車、 

0歳児玩具など 

※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） 

品川学園   ≪3474-2671≫ 

    3 日(土) 市民科授業地区公開講座 

   24～25 日 オリンピック・パラリンピック競技 

学校連携観戦(３～６年) 

   27～28 日 林間学園(５年) 

29～30 日 品川塾(７年) 

城南小学校    ≪3471-7919≫ 

    3 日・6日  保護者会 

    8 日(木) 社会科見学(６年) 

   12 日(月) 避難訓練 

浅間台小学校   ≪3474-2727≫

    3 日(土) 保護者会 

   14 日(水) 保幼小連携プール 

城南第二小学校   ≪3471-7481≫ 

      3 日(土) 土曜授業日 

  5 日(月) 保護者会 

    8 日(木) 避難訓練 

   21～30 日 個人面談 

☆『きせつ風』(カラー版)は品川区役所ホームページからご覧いただけます☆ 

⇒ https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shisetsu/shisetsu-kuyakusyo/shisetsu-kuyakusyo-chiiki/ 

shisetsu-kuyakusyo-chiiki-shina2/shisetsu-kuyakusyo-chiiki-shina2-kisetsukaze/index.html 

南品川シルバーセンター 3471－7000

★マッサージサービス 7月 12 日 一人 30分 

 （無料、定員 16名、希望者多数の場合は抽選) 

 ※今年は 8月マッサージサービス実施予定です。 

★入浴サービス  

男性（火・木曜日） 女性（水・金曜日）各 8名 

※現在予約制にて入浴して頂いております。 

 受付時間：毎週月曜日 9：00～翌週分受付 

東品川ゆうゆうプラザ 3472－2944

★東品川わくわくキッズルーム開設のお知らせ 

東品川わくわくキッズルームは乳幼児親子が楽しんで遊べる

スペースです。おもちゃで自由に遊べるフリー利用を基本に、月

に 2回体操などの楽しいレクリエーションも実施します。お家以

外の遊び場で気分転換はいかがですか？ぜひご活用ください！ 

活動日：毎週水・金曜日 10:00～12:00 

場 所：東品川ゆうゆうプラザ１階 ゆうゆうルーム 

※新型コロナ感染症の感染状況によっては開催を中止する場合

があります。 

〔ボランティア募集〕 

おもちゃ消毒や会場準備などのお手伝いしてくれる方を募集

しております。 

ご興味ありましたらゆうゆうプラザにお問い合わせください。 

※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。休館日は日曜、祝日、年末年始。初めてご利用の際に

は住所と生年月日が確認できるものをお持ちください。（シルバー

センター16館共通券） 
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※下記の予定は変更となる場合がございます。 

管内小中学校・義務教育学校

20日(火) 終業式

東海中学校   ≪3471-6951≫ 

  3 日(土) 土曜授業日 

5 日(月) 生徒会朝礼 

16 日(金) 保護者会 

城南幼稚園 ≪3471-7584≫

 5 日(月) 避難訓練 

 7 日(水) 未就園児向け園庭開放 

12 日(月) 未就園児向け相談会 

20 日(火) 終業式 

品川保育園   ≪3471-0506≫ 

保育事業は中止となっているため 

お知らせする予定はありません。 

都立品川特別支援学校  ≪5460-1160≫ 

5 日(月) 就業体験（中１） 

9 日(金) 防災引き取り訓練 

12 日(月) 学校見学日 

20 日(火) 終業式 


