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『品川音頭2017』からつながるご縁

区民一人ひとりの心の中にある『品川音頭』
。
歌の力が暮らすまちを愛する心を育む
濱野区長

新春対談
け入れていただけたと感じることが
できまして、喜びがこみ上げました。
せんえつ

区長

岩本 おめでとうございます。

頭を聞いた時に、とてもいいなと思い

区長 『品川音頭』をリニューアルして早くも4年が経ち

ました。もちろん都はるみさんもよい

ますが、2021年の新春対談は、新しい品川音頭を歌って

のですが、なんというか繊細な感じが

くださった岩本公水さんをお招きしました。公水さん、

しました。品川は水上交通・輸送の拠

本日はよろしくお願いいたします。

点だった品川湊や東海道の宿場町と

岩本

してにぎわい、昔から人の出入りが多

よろしくお願いいたします。品川音頭を歌わせ

僭越ながら、公水さんの品川音

ていただいてからもう4年も経つんですね、早いですね。

い土地です。多様な文化を受け入れ

品川音頭をきっかけに、お祭りに呼んでいただいたり、

て育ってきたまちなので、いろいろな

FMしながわの番組のパーソナリティを務めさせていた

人を受け入れてくれるような、公水さ

だいたり、さまざまなご縁をいただき本当に感謝してお

んのやさしい歌い方が品川にあって

ります。

いるように感じました。

区長

岩本

都はるみさんから引き継がれた時は、どんな気持

ちで歌われましたか？
岩本

ありがとうございます、うれし

いです！

都はるみさんご本人からも言われたことがあるの

ですが、私の声質や歌い方がはるみさんに似ているそう

オンラインでＦＭしながわの放送を経験。
たくさんリスナーの顔と出会い元気になる
岩本公水

区長 あけましておめでとうございます。

八潮が誕生して40年

なんです。それでこのお話をいただいたのですが、はる
みさんが歌っていたこれまでの品川音頭のイメージや雰

岩本

囲気とまるっきり違ってしまっては残念なので、できる

なんてハイカラな音楽なんだろうと思ったんです。同じ音

音頭がある。そんなことを強く思った一年でした。

だけ区民の皆さんに今までと変わらない気持ちで聞いて

頭でも、東京音頭や山形の花笠音頭などとはまるで違う。

岩本

いただけるよう、意識して歌わせていただきました。

区長

わ」という盆踊り特別番組を担当させていただきました。

区長

先生は日本のポップス界の草分け的存在でありますが、品

区民まつりが中止になって品川音頭を踊ることができな

て、区民の方たちの反応をどう受け止められましたか。

川音頭はちょっとジャズっぽいところがあるんですよね。

いけれど、ラジオの放送を通じて自宅でみんなで一緒に

岩本

今回は歌詞に八潮の地名を入れてリニューアルしました。

踊ろうという主旨だったのですが、こうした企画が誕生

くて高校を卒業して上京しました。今では東京暮らしの

岩本 八潮の方たちは大変喜ばれていましたね。

すること自体、品川音頭への愛着を感じました。

方が長くなりましたが、それでも品川と聞くと大都会と

区長 大井ふ頭が造成され、
「八潮」の地名が誕生するの

いうイメージがあって、どう振る舞えばよいのか構えて

は昭和54年。そして八潮団地への入居が始まったのが58

しまうところがあるんですね。ところが、品川のお祭りに

年です。品川音頭ができたのは53年ですから、その頃八

うかがった時には、あまりに皆さんが気さくで、お酒など

潮はまだ誕生していなかったんですね。

を勧めてくださる
（笑）

岩本

区長 お飲みになったんですか？
（笑）

が、わずか約40年の間にまちができ、人が住み、コミュニ

岩本

ティができあがる。人の力ってすごいなあとつくづく思

区民まつりなどの場でも生で歌ってくださいまし

私は秋田県生まれなのですが、演歌歌手になりた

飲みません！お仕事中ですから
（笑）
。緊張してい

最初に品川音頭を聞いた時に、

区内にお住まいだった服部良一先生の作曲です。

FMしながわで「岩本公水の盆踊りのわ！しなが

埋め立てて土地ができるだけでもすごいことです

たのですが、そんな風に接してくださって肩の力が抜け

いますね。

ました。歌い終わってからは、声をかけてくださったり、

区長

一緒に写真を撮ったり。皆さんに私の歌う品川音頭を受

に大規模な団地が建設された時期です。その中で八潮団

当時は多摩ニュータウンや高島平団地など、各地
FMしながわでパーソナリティを務める公水さん。特別番組「岩本公水
の盆踊りのわ！しながわ」は2020年8月1日～7日に放送された

地は、正式には「品川八潮パークタウン」と言いますが、
パークタウンというその名のとおり「緑につつまれた潤

区長

いのあるまち」をコンセプトに開発されました。住宅地を

歌ったり、演奏したりすることもできるのではないか。そ

囲むように都立大井ふ頭中央海浜公園をはじめとした都

んな風に思いまして「オリジナルカラオケ」のほか、
「ダン

立・区立の公園が開設され、これが八潮地域の大きな特

スアレンジバージョン」
「吹奏楽アレンジバージョン」
「金

徴であり、品川区の顔の一つにもなっています。

管アレンジバージョン」も制作しました。多様な場面で活

岩本

用していただけたらと思っています。

品川音頭を歌わせていただいて一番驚いたのは、

新しい品川音頭は踊るだけではなくて、みんなで

仕事で地方へ行った時に「品川音頭を歌ってください」と
言われたことです。結婚を機に品川を離れその土地に住

2020年の品川区の英断的取り組み

んでいらっしゃる方が、そのようにおっしゃるんですね。
区長

岩本公水
（いわもと くみ）
演歌歌手。秋田県出身。子どもの頃から歌手志望だった父親
から歌の指導を受け、演歌歌手を志望して高校卒業後上京。
会社勤めを経験ののちデビュー。NHK 新人歌謡コンテストグ
ランプリ、松尾芸能賞新人賞、日本レコード大賞企画賞など
受賞多数。第48回 NHK 紅白歌合戦初出場。
『品川音頭2017』
の歌手を務める。

そうでしたか。区立小学校の卒業生なら誰でも踊

区長 2020年はやはり大変な年でしたか？

れると言われるほど、地域に根付いたご当地音頭が品川

岩本

音頭なんです。

い思いをしました。

岩本

区長

本当にそのとおりですね。住民の中にこんなに浸

7カ月近くお客様の前で歌うことがなくて、さびし

やはり観客の前で歌うのと、そうでないのとでは

透している歌ってあるかしら、と思いました。ですから八

違いますか。

潮の方たちも、品川音頭に八潮の地名が入ることは悲願

岩本

だったのではないでしょうか。

掛け声をかけてもらったり、お客様の反応や温もりを感じ

区長

大げさに言えば、品川音頭がやっと自分たちの歌

ることができるのが一番楽しいことだと思います。区長さ

になったと、こんな感覚ではないでしょうか。区民の方た

んのお仕事も同じように、区民の方が喜んでくださること

ちは、品川音頭を「自分たちの歌だ」という気持ちを強く

にやりがいを感じられるのではないですか。

持ってくださっていて、それが品川に住んでいる誇り、品

区長 そうですね。2020年は新型コロナウイルス感染症

川を愛する気持ちにつながっていると思うのです。残念

の影響で、刻一刻と変わる状況の中でさまざまな対応に

ながら2020年は、品川音頭がまちに響くお祭りなどの機

追われた年でした。その中で国、各自治体ともにさまざ

会はありませんでしたが、一人ひとりの心の中には品川

まな支援策を打ち出しましたが、品川区では「しながわ活

まったく違います。やはり歌は拍手をもらったり、
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2020年の経験から気づいたこと
区長

2020年は大変な年でしたが、その一方で、この経

験があったからこそ気づくことができたこと、歌に向き
合う気持ちに変化などありましたか？
岩本

まず、お客様の前で歌えること、拍手や掛け声を

いただけることが当たり前のことではないと実感しまし
た。これまですごく尊い場所に身を置いていたというこ
とに気づき、歌うこと、歌えることが本当にありがたく、
愛おしく感じるようになりました。
区長 緊急事態宣言が発令された頃は、
「歌どころじゃな
いだろう」みたいな空気がありましたよね。
岩本

はい。有事の時に一番最初に影響を受けるのは、

エンターテインメントの世界ですね。でも少し落ち着い
てくると、歌の力、歌の力で気持ちが楽になるといったこ
とを実感された方も多いのではないでしょうか。私自身

庭園内の茶室「松滴庵」の前で

すい きん くつ

も歌に力をもらって歩いてきましたし、これからはその

写真上／書院の廊下から庭園を眺める。写真下／庭園にある水琴窟。
ひしゃく
かめ
区長が柄杓ですくった水を地中の甕に落とし、その中で反響する音を

思いを一層強くしていくと思います。

竹筒で聞く公水さん

区長 悲しい時、うれしい時、人に寄り添い鼓舞してくれ

す。今日はそのCDのジャケットで着ている着物を着てき

る力が歌にはありますね。特に日本の歌にその力を感じ

ました。よい波に乗って新年を迎えることができ、その喜

はら

力応援給付金」という独自の取り組みを行い、区民の皆さ

ます。肚に力が入ると言いますか。

びと自信を糧にして、ぱっと花ひらく輝く年にしたいと

んに喜んでいただきました。

岩本 区長は何か変化はありましたか。

思っています。

岩本

区長

区長

うちのスタッフが品川区民なのですが、大変助

家族と一緒にいる時間が長くなりまして、孫の成

それはすばらしい。品川区も公水さんにあやかり

かった、ありがたいと申しておりました。

長をゆっくり感じる機会を得ました。

大輪の花を咲かせたいですね。今後は区役所のお隣、JR

区長 そう言っていただけるのが、何よりうれしいですね。

岩本 ご家族の大切さを実感されたわけですね。

の社宅跡地の大規模な整備が進む予定です。こちらと歩

けん か

岩本

でもほかの自治体がやっていないことを実行に移

すには、大きな決断が必要だったのではないですか。
区長

この状況下だからこそ、お金を有効に使っていた

区長

そうですね、喧 嘩 もしょっちゅうするのですが

（笑）
岩本

をあわせて、大井町駅から区役所までのエリアの装いも
新たなものにしたいと考えています。どのような形で整

私は一人暮らしなので、外出できない時期はさみ

備を進めていくかは、まだまだこれからですが。

だけるのは今だと考え、給付金としてお配りしました。実

しさを感じることもありましたが、人と人がつながろうと

岩本

は私が入庁した頃は、品川区の財政状況は23区の中で下

する力ってすごいですね。ラジオの収録がスタジオでで

いただけますか、品川音頭を歌いに参上します
（笑）

から2番目の区だったんですよ。

きないので、オンライン会議ツールを使って自宅から放

区長

岩本 そうなんですか！

送しました。パソコンですからリスナーの方たちとも一

がとうございました。

区長

それが財政を立て直し、区民の皆さんからお預か

気につながることができて、お互いの顔を見ながら放送

岩本 ありがとうございました。

りした税金を、区民の皆さんが困っている時に給付金と

したんです。リスナーの方たちの顔を見て話すのが楽し

して配布できるまでになったことを本当にうれしく感じ

くて、急に元気になりました。そんな新しい経験をするこ

ております。

とができた年でもありましたね。

岩本

それは楽しみですね。完成の折にはお声をかけて

ぜひよろしくお願いいたします
（笑）
。今日はあり

〈品川歴史館書院にて収録〉

でも財政が豊かだからといって、全区民に給付金

を出すというのはなかなか簡単にできることではないと

大輪の花が咲く2021年に

思います。
区長 「金は天下のまわりもの」と言いますから、出し惜

区長

しみをしていては宝の持ち腐れになってしまう、そのよ

すか。

うに考えています。特に品川は商店、商業が盛んなまち

岩本

なんです。給付金で商店街が潤えば、お金がうまく循環

はお客様の前で歌う機会に恵まれない一年だったにもか

していきます。またおかげさまで、区民の方たち、職員の

かわらず、今まで経験したことがないくらい歌の成績が

中にこうした考えに賛同してくださる土壌があった。こ

よかったんです。カラオケリクエストランキングで3カ月

うした思い切った取り組みをできるのは、区民、区職員の

連続１位をいただいたり。

気持ちが一つになっているからこそだと思います。

区長 今歌ってらっしゃる歌ですか？

岩本 やはり品川音頭で気持ちが一つに…
（笑）

岩本

区長

れまで悲しい歌を多く歌ってきたように思うのですが、

品川音頭があったから、この苦境を乗り切れる。

そう言っては言い過ぎでしょうか
（笑）

今年の抱負などありましたらお聞かせいただけま

先ほど「新しい経験」と申し上げましたが、2020年

はい、実はデビュー25周年の記念曲なんです。こ

今回の歌は気持ちが前に向けるような曲で、この巡り合
わせに感謝しています。多くの方に支持していただいた
感謝盤という形で、同じ曲の CD を本日再発売したので
濱野 健（はまの たけし）
昭和22（1947）
年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、
品川区に入区。企画部長、助役などを経て、平成18年品川区
長に就任。現在4期目。

対談を終えて
コロナ禍で文化の発信が難しくなっている中でも、明るく前向きな岩本さん
に、私も励まされました。苦しい状況の時でも、人とのつながりに救われるこ
とがあります。新しいコミュニケーションツールもつぎつぎとあらわれ、人間
の知恵というのは、すばらしいと思います。感染症の終息は未だ見えませんが、
品川歴史館常設展の東海道品川宿の模型展示。街道沿いの店、街道を歩く
人々など宿場町の様子がリアルに再現されている

区民の皆様には、日々の生活の中で楽しいことを見いだし、笑顔を忘れずに過
ごしていただきたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。 （濱野健）
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●次号予告

2021年１月１日号

令和3年

新馬場駅北口

日時／1月11日㈷
第1部：午前10時30分から 第2部：午後1時30分から
会場／きゅりあん
（大井町駅前）
対象／平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれで区内在住の方
（☎5742－6625 Fax3774－6356）
問い合わせ／総務課総務係

一生に一度の成人式。
これを読んでいる新成人のあなたに届けたい。
コロナ禍で成人式に行くことは不安かもしれない。
久しぶりに会う仲間たちと打ち解けあえるか心配かもしれない。
成人としてこれからどう歩んでいくか焦りがあるかもしれない。
不安、心配、焦りは常についてくる。

大井町駅
2分

5分

❶大黒天
品川神社
5分
北品川3－7－15☎3474－5575
❷布袋尊
養願寺
1分
北品川2－3－12☎3471－9224
❸寿老人
一心寺
3分
北品川2－4－18☎3471－3911
❹恵比須
荏原神社
12分
北品川2－30－28☎3471－3457
❺毘沙門天
品川寺
20分
南品川3－5－17☎3474－3495
❻福禄寿
天祖諏訪神社
25分
南大井1－4－1☎3765－2061
❼弁財天
磐井神社
大田区大森北2－20－8☎3761－2931 5分

❶福禄寿
大井蔵王権現神社
10分
大井1－14－8☎3771－5288
❷毘沙門天
東光寺
28分
二葉1－14－16☎3784－1613
❸布袋尊
養玉院
20分
西大井5－22－25☎3771－4816
❹弁財天
蛇窪神社
15分
二葉4－4－12☎3782－1711
❺恵比寿
法蓮寺
25分
旗の台3－6－18☎3781－4011
❻寿老人
摩耶寺
2分
荏原7－6－9☎3785－5576
❼大国天
小山八幡神社
10分
荏原7－5－14☎3783－0455

大森海岸駅

西小山駅

だからこそ新成人のあなたに届けたい。
一生に一度の成人式を。
成人式実行委員
（ 12人）

荏原七福神

東海七福神
東
海七

成人式記念式典のご案内

の
実行委員から
ジ
ー
セ
メッ

1月11日号 ●品川の伝統工芸

市川結子、松尾陽平、長谷川遼、山門健二
上原辰徳、加藤龍太、井上美羽、荒井雪歩
山城優生、宮脇忠義、岩崎直人、伴美月

詳しくは
こちらから

アプリ「ココシル品川」の七福神スタンプラ
リーを使って7つの電子スタンプを集めた方
に「品川区通行手形」
（先着100個）
をプレゼン
ト！協賛店舗で様々な特典が受けられます。

シル
「ココ de
品川 り」
巡
七福神ペーン
キャン

2月28日㈰まで

キャンペーン期間

問い合わせ 広報広聴課シティプロモーション担当
（☎5742－6043 Fax5742－6870）

応急診療所

行く前に必ず電話連絡を。健康保険証を忘れずに！

内

内科

1月1日㈷

内 小
歯
歯
骨
骨

酒寄医院
はやし歯科医院
東海林歯科医院
阿部整骨院
かとう整骨院

東大井2－26－3
西五反田5－1－23
小山3－5－8
西品川3－1－20
旗の台3－10－1

☎3761－3250
☎3493－1718
☎6303－3900
☎3490－2730
☎5750－3525

1月2日㈯

内 小
歯
歯
骨
骨

浅野医院
やまざき歯科クリニック
栗原医院
篠原接骨院
荒川接骨院

大井6－21－5
上大崎2－24－18
荏原2－10－13
西大井2－4－19
中延4－5－21

☎3771－2692
☎3490－0841
☎3782－0530
☎3775－2407
☎3787－9520

1月3日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

おりしきみつるクリニック
メグロ－ドゆかり歯科クリニック
清水歯科医院
みやび接骨院
昭和通り接骨院

東大井2－19－11
上大崎2－26－5
豊町3－1－12
西大井3－13－15
西中延2－9－13

☎5762－2789
☎3490－8822
☎3781－6368
☎5742－3450
☎3788－7470

1月4日㈪

内 小
歯
歯
骨
骨

ふじいクリニック
栗田歯科医院
中延デンタルクリニック
スズキ整骨院
武石接骨院

西大井4－15－4
西五反田2－11－20
中延3－2－3
南大井4－9－21
豊町2－17－8

☎5718－1417
☎3490－1182
☎6426－9959
☎3763－3816
☎3781－4450

1月10日㈰

内 小
歯
歯
骨
骨

たつのこどもクリニック
阿南歯科医院
石川歯科
山根接骨院
誠道館清水接骨院

大井2－2－11
大崎4－1－2
中延4－6－17
西品川1－23－15
小山3－15－1

☎3775－8600
☎3492－2233
☎5702－1198
☎3779－9137
☎3783－0685

品川区こども夜間救急室
※外傷は対応できません

テレビ 1 月

11チャンネル

地デジ
00分～
土

火
水
木

金

薬

薬局

※重病の方は119番をご利用ください。 ※受付時間にご注意ください。

医療機関の24時間案内
●東京都保健医療情報センター（ひまわり） ●救急相談センター（救急車を呼ぶのを迷ったら）
☎5272－0303 Fax5285－8080
☎＃7119 IP電話などは☎3212－2323
お子さんの急な病気に困ったら
●小児救急電話相談 ☎＃8000 IP 電話などは☎5285－8898
月～金曜日／午後6時～翌日午前8時 土・日曜日、祝日、年末年始／午前8時～翌日午前8時
眼科応急診療
日・月・水・ 東邦大学医療センター大森病院
日曜日・祝日＝午前9時～翌日午前8時 土曜日・祝日 大田区大森西6－11－1 ☎3762－4151
月曜～金曜日＝午後5時～翌日午前8時
日・火・金・ 昭和大学病院附属東病院
土曜日＝正午～翌日午前8時
土曜日・祝日 西中延2－14－19 ☎3784－8383
※1/1～1/3は祝日扱いです。
荏原病院
木曜日
※緊急手術や重症患者対応時は、お待ちい
（祝日を含む） 大田区東雪谷4－5－10 ☎5734－8000
ただくか、他院を紹介する場合があります。

新型コロナウイルス感染症
に関する相談窓口について

15分～

20分～
30分～
三之助の笑顔いっぱい とっておきの品川
新 二葉中央町会会館 三之助落語会
品川歴史探訪
荏原に残る大正の名建築
わ！しながわニュース
星薬科大学メインホール
※16日以降は10分から「東京都の里親制度紹介番
しながわのチ・カ・ラ
組」を放送します。
新 最新技術でまちを守る！
ICT道路点検
シナガワンダーロード
映写機がつなぐ未来
泉麻人しながわ土地の記憶
復活！しながわ探検隊
勝島
こんなときわ！区役所へ
つなごう品川 三之助の笑顔いっぱい とっておきの品川
新 東商品川
国民健康保険
大井海岸に想いをつなぐ
限度額適用認定証／補装具／葬祭費 青年部
女形芸者 栄太朗
サヘル・ローズの天晴！
トビーが行く！
品川
健康大学しながわ
東海道七福神めぐり
ご朱印ツアーで福めぐり
新 自宅でできる健康づくり
※1日は「わ！品川ニュース」を放送

広報広聴課
（☎5742－6612 Fax5742－6870）
加入について▶ケーブルテレビ品川
0120－559－470

発熱等の症状がある方に、地域の
身近な医療機関をご案内します。

東京都発熱相談センター ☎5320－4592 受付時間／24時間

毎日7時・10時・13時・19時・
22時から5回放送
（＊土曜切り替え）

一部の番組は品川区公式 You Tubeチャンネルでもご覧になれます
問

接骨

品川区こども夜間救急室
旗の台1－5－8
☎3784－8181
※外傷は対応できません
昭和大学病院中央棟4階
※1月1日㈷、1月4日㈪は休診。休日昼間・夜間をご覧ください。
休日昼間・夜間／午前9時～午後10時（受付は午後9時で終了）
1月1日㈷ 内 小 品川区医師会休日診療所 予約制 北品川3－7－25
☎3450－7650
1月2日㈯ 内 小 荏原医師会休日診療所 予約制 中延2－6－5
☎3783－2355
1月3日㈰
北品川3－11－16 ☎3471－2383
1月4日㈪ 薬 会営薬局しながわ
中延2－4－2
☎6909－7111
1月10日㈰ 薬 荏原休日応急薬局

ラジオ

ケーブルテレビ品川

区からのお知らせ＊

月

骨

ほっとラジオしながわ

ラジオ

88.9MHz

インターエフエム放送

月～金曜日 午前11時～11時30分

午前6時56分から3分間

（再放送：午後10時～10時30分）
1/1㈷・4日㈪は濱野区長・渡辺区議会議
長の年頭のあいさつを放送します
JCBAインターネット
サイマルラジオでも
聴くことができます

生活情報のほか、災害時には災害情報
を放送します。
㈪

中国語・日本語

㈫

韓国語・日本語

㈬

タガログ語・日本語

㈭・㈮
パソコン・
携帯

しながわ情報メール

しなメールでは、区の情報や防災気象情報を
電子メールで配信しています。
右 の コードを 読 み 取 る か 、
https://mail.cous.jp/
shinagawa/へアクセスして
登録してください。

英語・日本語

緊急情報発信ダイヤル

「しなメール」

広報広聴課
（☎5742－6631 Fax5742－6870）

しながわインフォ

89.7MHz

放送言語

日

10分～

歯科

小

旗の台1－5－8
☎3784－8181
昭和大学病院中央棟4階

しながわホットほっと

歯

月～金曜日

土曜日夜間／午後5時～午後10時（受付は午後9時で終了）
小

小児科

小児平日夜間／午後8時～午後11時（受付は午後10時30分で終了）

休日昼間／午前9時～午後5時（受付は午後4時30分で終了）

1月9日㈯

小

☎3777－2292
緊急時・災害時などに、防災行政無
線などで発信する緊急情報を音声で
聞くことができます。
防災課
（☎5742－7134 Fax3777－1181）

問

問

人口と世帯（令和2年12月1日現在）
世帯

228,472世帯

人口総数

406,846人

古紙を配合した再生紙を使用しています

日本人人口 393,500人

男 192,803人

女 200,697人

外国人人口

13,346人

男

6,554人

女

6,792人

