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夕 陽 会 理 事 会  (2021年 9月）

＜ 議 題 ＞               

 

在 宅  

１．敬老お祝い品の配布　　　
       （対象者）　70歳：19人　　85歳：7人　　　計26人
　　　＊この他に下目黒在住の対象者の確認が必要になります。
２．西五反田３丁目プロジェクト（JR社宅跡地建設工事）の問題と対応

「夕陽会便り」8月号では風問題を取り上げ、夕陽会と街づくり協議会で対策を検討
する事としています。周辺の町会員からこの他にも〈困窮した声〉が上がっています。

３．JR線 車両走行の騒音問題
従来から気がかりだったJR線の埼京線や湘南新宿ライン等の増発による線路沿いの
騒音頻度増加の防音対策も必要と思われます。この機会に町内の線路沿いの方々にも
協力を頂き線路沿いの騒音調査を行いたいと思います。

４．上記 ２.および３.について、今後の進展次第では建築関係や法的な専門家からの
サポート等が必要となり、費用が発生することになるかもしれません。
その場合は、改めて皆さまにお諮りします。　

５．その他（報告、予定等）　
ア．区民祭り　6/26（土）第三日野小学校　　中止
イ．社会を明るくする運動　7/1（木）五反田駅前（参加：荒木、佐藤（直）、 椎野）　
ウ．喜多能楽堂 体験親子鑑賞会　8/28（土）　

夕陽会関係の参加者 　33名（大人：23名　子ども：10名）　
エ．秋の交通安全運動　9/21（火）～ 9/30（木）
（ご参考）夕陽会ホームページに管内のヒヤリハットの場所を表示してあります。

オ．雉子神社 例大祭　10/3(日)
カ．総合防災訓練　11月　　（開催はコロナの感染状況で不明）　
キ．避難所訓練（区内一斉）第四日野小学校　12月7日予定 （同上） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６．上記 ２．と ３．につきまして、お手数ですが
Ａ. ご質問あるいはご意見がございましたら次頁にご記入のうえ、9/15までにご返信を・・。
Ｂ. 単に承認あるいは不承認の場合は、9月17日までにご返信を・・。
Ｃ. 期日までにご返信いただけない場合は、ご承認いただけたものとみなさせて・・。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上　　

　緊急事態宣言下9月6日下記文書(要約版)を、電子メールまたは印刷物で理事・監事に配布し、
在宅での賛否を問う形の理事会を開催した。幸い17日までに全員から承認を頂いた。

■しながわ打ち水大作戦　8月8日

■喜多能楽堂 親子能楽鑑賞会
　

写真提供：喜多能楽堂　撮影：前島写真店

　今年も喜多能楽堂ご招待による、親子能
楽鑑賞会（第6回）が、8月28日（土）に開催
されました。町会からは子ども会を中心に
親子合計33名が参加しました。
　客席は定員の半数に制限され、例年行わ
れる子どものための楽器体験は、接触を避
けるため行われませんでした。それでも大
人にも理解が難しい能楽ですが解説の力も
あり、最後まで静かに鑑賞していました。
　解説は友枝真也、野村万之丞の両氏。演
目は、狂言『盆山」野村拳之介/能村晶人、能
「小鍛冶」友枝信也でした。
　来年はコロナ禍も収まって、体験も出来
ることを願ってやみません。
　　　　　　　　　　　　　（七沢 基）

　朝から雨が降り開催が危ぶまれましたが、夕方に
はあがり、子ども会から大勢の親子が参加して、に
ぎやかに打ち水を行いました。場所はさくら情報
センターに、駐車場を提供していただきました。
　町内の井戸の場所を知ってもらうため、井戸の
水も子供たちがタンクに運び準備しました。
雨上がりだったので効果は期待していませんでし
たが、30度あった気温が28度に下がりました。
　暑い夏の夕方は余り水を家の周囲に打ち水する
ことで、少しでも過ごしやすくしたいものです。
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■西五反田3丁目に超音波風速計を設置

■敬老のお祝

目黒キッズハロウィン
＜10/17＞

子ども会だより

【ご協力いただいた企業・お店・団体（50音順）】
アトレ目黒/アマゾンジャパン/ EASE/てくてくkimono道/
ホテル雅叙園東京/目黒学園カルチャースクール/夕陽会

0歳から小学生までのお子さんがいる方、こちら → 
から、子ども会LINEアカウントにご登録ください♪

（洪愛舜）

毎年10月の恒例行事、目黒キッズハロウィン。今年も密を避
ける形式で開催しました。当日はあいにくの雨模様でした
が、60名の子どもたちが参加。ハロウィンのコスチュームに
身を包んで、お友だちと遊んだり、お楽しみ抽選会をした
り、写真を撮ったり。そして、協力企業からのお土産のお菓
子をもらって大喜び！保護者の皆さんもニコニコ笑顔&本気
の撮影モード!?で、楽しいハロウィンの1日となりました。
今年もご協力いただいた皆様、ありがとうございました！

　夕陽会便りの記事で何回か紹介していますが、JR東日
本旧社宅跡地で、高さ128.7ｍの高層分譲マンション、
88.2ｍの高層賃貸マンションおよびオフィスビルの建設
が、進んでいます。（2023年9月目標）
　これらの建物が竣工すれば、周辺で強いビル風の発生
が予想されます。このため、建設当初からビル風の状況を
把握し、対応策を講じるべく建築主に現地に風速計の設
置を要望してきました。
　建築主側は当初設置を仮約束したにもかかわらず、現
時点で言を左右し直接の動きがありません。完成後に風
を計測しても、工事前の客観的な数値がないと比較でき
ません。そこで自衛策として、8月18日マンションラビ目黒
に風速計を設置し風の観測を開始しました。

　短期間（発案から実行まで約1か月）に実施できた手品
の種明かしをしますと、ドレメ通りを中心としたビル風対
策を考えるため、夕陽ケ丘街づくり協議会が風速計を11
台設置していました。そのうちの1台を急遽移設した次第
です。ご協力いただいた風工学研究所に、誌上を借りて厚
くお礼申し上げます。
　計測結果が、実効性のあるビル風対策の実施につなが
り、歩行者・生活者等が安心・安全に生活できる夕陽会を
目指しています。

（佐久間 雅良）

　当町会には、現在 70 歳以上のアクティブシニア（高齢者）が約 320 名在籍しております。
9月 30 日現在で 85歳 (女性7名 ) および 70 歳 (男性 3 名、女性 16 名 ) の方、計 26 名に
今年もお祝い品（お茶）が贈呈されました。

開発計画の説明を受けた後、夕陽会として気を配ってはいたが、ラビ
目黒が主体となり数回にわたり問題提起と解決策を要求してきた。
事業者3社はのらりくらりと逃げ回り、３社の総合窓口イム都市設計で
は埒が明かない状況が、コロナ禍の下続いていた。

7月

この状況を打開すべく夕陽会として
東日本旅客鉄道(株)社長あてに善処依頼のレターを出した

窓 が 定 が 相変 ず 行線

並行して専門家とも相談しながら問題点を絞った
近隣住民および通行人に被害を及ぼす２大問題は

窓口が設定されたが、相変わらず平行線
8～９月

高層ビルの建設により
周辺地域にビル風公害をま
き散らすことは歴然

埼京線、湘南新宿ライン等
の騒音は受忍限度を超えて
いる

電車騒音風害

き散らすことは歴然 いる

夕陽会として、マンションラビ
目黒に風速計を設置し 風観測

８月～ 10月～

目黒に風速計を設置し、風観測
を始めた（p3参照）

（目黒駅前セントラルスクエアの
経緯を見れば明らか
事前説明会のシミュレーション
デデータと、建築後の現実の乖離は
町会員全員の知るところ）

（佐藤 至弘 佐久間 雅良）

JR東日本社宅跡地再開発ーその５
（ラビ目黒と周辺の予想される被害とその対応）

工事中の騒音など時間が解決する件や 交通量増加によるヒヤリハットなど工事中の騒音など時間が解決する件や、交通量増加によるヒヤリハットなど
品川区を巻き込まないと解決しない件など、問題点は多岐にわたるが、
途中経過の詳細を省き、ざっくりと大きな取り組み状況を紹介する。

工事現場東側の道路数か所で、騒
音計で測ったところ、80db を超
えるのは当たり前、時には 90db を
超える　

65db以下にするよう対策を
打ってほしい旨の依頼レター
を、夕陽会会長名で東日本旅
客鉄道(株)社長宛に出した
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