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会 長　椎野 開八郎

　西春雄前会長の後を受けこの度、夕陽会の会長を拝命致しま
した椎野です。
　昭和48年、結婚を機に当地に居住していつの間にか48年が経
過致しました。戦前からの歴史ある町会夕陽会は諸先輩方の幾
多のご尽力と町会員の皆さまのご理解ご協力があって、今日の町
内活動が円滑に進んでいるのだと思います。

『歴史と文化と教育の街』･『お互いが助け合い、親睦を図り
ながら、皆が笑顔でいられる安心で安全な街づくりに取り組んでいます』

は、４月に開設した夕陽会ホームページのトップに記されたメッセージです。
　これを合言葉に住みよい夕陽会そして大災害時の共助に繋がる好環境の夕陽会にな
ればと、微力ながら努力してまいる所存です。
　未だ出口の見えないコロナ禍、町会活動が不自由な状況ではありますが、お一人でも
多くの皆さまのご協力を宜しくお願い申し上げます。

■ 夕陽会新会長挨拶

■  今年度の品川区への要望事項
　今年度は夕陽会から、以下の項目で７月に要望書を提出しました。

1. 強風対策
   JR東急ビルから、通称ドレメ通りの入り口周辺（三井住友銀行ビルの周囲、「香港
   園」、「とんき」を含む）の強風（ビル風）緩和の為のパーゴラ設置。

２．道路の拡幅
  JR線路沿い（西五反田３－１～２付近）の道路幅が狭い（3.4ｍ）ので、交通事故防止の
  ための拡幅。

３．夕陽会のメインストリートである「ドレメ通り」の電線の地中化。
                                                            　　　　　　　　　　　　　　　以 上 

（椎野 開八郎）

※１.のパーゴラ設置場所は、三井住友銀行ビル南側と三井住友さくら別館の北側の間の道路。

　昨年12月、ドレメ通りの坂の途中（カーブ周辺でレストラン
SHE の斜め向かい）が暗いため、自転車や自動車の下り走行時
に、通行人が危険（ヒヤリハット）との声が上がりました。
　
　品川区にリスク回避のための街路灯新設をお願いし、本年
２月にスピード設置となりました。
（数年前、自転車が側壁に激突し、死者が出た付近です）

■（ドレメ）坂の途中に防災・防犯灯新設

（椎野 開八郎）

　昨年1月に開始されたJR東日本社宅跡地の大規模開発は、すでにオフィス棟（高さ69.5ｍ、
地上13階）がその全容を表し、高層賃貸住宅棟（高さ88.2ｍ、地上24階）と高層分譲住宅棟
（高さ128.7ｍ、地上32階）も地上部の工事に移っています。竣工は、2023年9月の予定です。
なお、風環境の著しい悪化が予想されるため、建設前から風観測器を事業主側が設置する方向で
話を進めていましたが、2021年7月現在実施されていません。目下、夕陽会と街づくり協議会
とで対策を検討中です。

■ JR東日本社宅跡地開発ーその４

（佐久間 雅良）

　来年4月開園を予定していたJR線路沿いの「こども園」（本誌49号に掲載）は、
事業主から開園予定が2023年4月になるとの連絡がありました。
延期理由は、施設用地の土壌洗浄が必要となり終了まで時間を要するため。

「認定こども園」開設の延期について

オフィス棟全景

賃貸住宅棟賃貸住宅棟

完成予想図完成予想図
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親子能楽鑑賞会（8月28日開催）

お申し込み方法 :
夕陽会の皆様に 招待席をいただき

●お子様連れは「子ども会」へ。子
洪愛舜 hong@econ-web.net

●大人だけのご参加は、住所・氏名
E-MAIL : m7sawa@studio-ef.co

●文書でのお申し込みは下記へ投函●文書でのお申し込みは下記へ投函
マンション南目黒苑４６５（ス

締切 : 8月20日（金）17:00

のお知らせ（7月13日）

ました。

子ども会幹事

名・電話・人数
om

函函
スタジオ エフ）

b) QRコードから表示の場合（スマートフォン）

スマートフォンを
QRコード読み込み設定にし、
左記QRコードを読み込むと、
町会 夕陽会のホームページトップ面が
表示されます。

●  夕陽会ホームページの構成は？

●  掲示板やチラシを代替する手段として活用された事例(イメージ)

TOP
防災・防犯
子育て・シニア
環境・街づくり
町会とは
アーカイブ

次の６セクションから構成されています。

： 町会関係の最新情報を掲載。
： 防災・防犯関係の情報を掲載。
： 子供からアクティブシニアに至る関連情報を掲載。
： 環境・街づくり関連情報を掲載。
： 町会関連情報を掲載。
： 既報の夕陽会便り等町会として保存すべき情報を掲載。

 

 

 

 

　夕陽会では、情報化社会といわれる現代において、町会員に必要な情報を早く円滑に
伝達する手段としてホームページに着目し、品川区の支援を受けて、ホームページを開設
しました。 
　ホームページは、4月に立ち上げたばかりで、まだ中身が不十分と思いますが、パソコン、
スマートフォンから閲覧できます。今後内容を順次充実させていきますので、皆様も温かく
見守ってください。

（佐久間 雅良） 

ホームページのアドレス https://yuhikai.choukai.org/ と書込み、その上にカーソルを
置き、Ctrl キーを押しながら、https://yuhikai.choukai.org/ をクリックしてください。

　　　　　　　下記のホームページトップ画面が表示されます。

● ホームページを表示するには？
a）アドレスから表示の場合（パソコン）

見てみよう！！
夕陽会 ホームページを
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