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夕陽会便りの創刊は2009年2月。

雅叙園の増設計画が
持ち上がり、地域の交通・環境問題について先方と交渉中に、金武
元会長がご病気になられました。2007年12月の臨時総会で代行と
して私が会長職を引き受け、街づくり協議会発足までこぎつけまし
た。理事と熱心な町会員有志で事を進めましたが、あらぬ方向に走
らぬようその過程を広く町会員に知っていただき、建設的な意見を
集めたいと考えるようになりました。
そのころ、池田山町会では防犯カメラ設置活動の最中、やはり町会
活動の広報の必要性から、町会誌を発刊したと聞きました。
そこで役員会に諮ったところ、
『増設問題の終わるまでは不定期でも会報を出そう』という
軽い気持ちで出発した次第です。アルコタワー・アネックス問題が終わっても、地域防災へ
の新たな取り組み・東急騒音問題などが発生しました。より住みよい街に変えていくには、
こんごも案件が次々と出てくることでしょう。これからも夕陽会便りが、町会内のコミュニ
ケーションに役立つよう継続されんことを期待しています。
夕陽会前会長

鴻田

次章

夕陽会便りは今回で20号。

発刊以来当町会の情報がその時々の必要性に応じ
て収録されており、現在に至っては当町会のあらゆる事象は、夕陽会便りを手元に置くだけ
で充分理解でき、新しい方でも町会に溶け込めるという唯一無二の資料の源となっているも
のと信じております。
ひるがえって、私は2010年6月の役員会で、鴻田会長がご病気のため全快までの繋ぎ
として会長代行を仰せつかり、その内代行が外れ今日に至りましたが、常に夕陽会便り
に助けられています。この夕陽会便りを町会1,150戸全所帯に配布を致しておりますが、
町会費に支えられた活動のほぼ全容がお分かりいただけるものと思います。これは読み
捨てるのではなく綴じこんで大切に保管の上、何かのときに役立て
ていただければ幸いです。
作成は広報担当佐藤副会長を中心に、役員会で記事候補の選
定から最終の編集までしています。今後とも幅広く情報を集めるた
めにも、町会員皆様からのご意見・ご投稿等をお待ちしております。
50号、100号を目指し、皆様と一緒に盛り上げていきましょう。
夕陽会会長

西

☆記事作成に貢献していただいた主な方々
鴻田 次章、 佐藤 至弘、 小田 伸昭、 藤井 誠、 杉野 秀子、 西 春雄、
堀井 陽子、 野口 雅子、 七沢 基、 塚田 晴子、 細川 知子
（掲載順）
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夕陽会の最近の行事・出来事
☆８ 月３日

区民祭り

恒例の区民祭りは、第三日野小学校で行なわれ、ＰＴＡや小学生とは別に３名参加。
（大竹さん、小川さん、与倉さん）

☆９月１日

防災訓練

大崎第一地区防災訓が、酷暑のなか第一日野小学校で行われた。38名参加。全員最後
まで訓練に集中。

☆９月16日

敬老の日の粗品進呈

夕陽会内の今年の対象（85歳以上）の方は４７名。岡島さん、西さん、堀井さんおよび
マンション雅叙苑浦山理事長（＋事務局員）が分担し、各戸を訪問。 昨年好評であっ
た富山県銘菓『月世界』をお配りしました。また対象者二人世帯にはお茶を添えました。

☆10月18日

秋の理事会開催

昨年に引き続き、日ごろのコミュニケーションを高めておこうという目的で、理事会を
開催。理事・監事20名が『自分の町は自分で守る』をテーマに意見交換・懇親を行った。
特に、緊急時の連絡ネットワーク作りを急ぐ必要性が論じられた。

☆10月23日

区政協力委員会

☆10月27日

マンション雅叙苑

（今年は議題提出せず）
フリーマーケット開催

夜は１５階でジャズコンサートが開かれた。

★10月21日

東急上りロングレール工事完成

予定より遅れたが、最終検査を含め完工。実感として少し騒音が下がったような印象であ
るが、11月中にその効果を数字で確認するために、前回と同様の騒音測定を行う。

★東急線路上空地活用問題
イーズ社の借り上げ期間が８月に終了しその延長問題と、東急自体が３階建てのビル
を建設する計画とがバッティングし、結論が出ていない。
11月中旬をめどに交渉が行われており、結論待ちの状況である。地域環境改善の協議
の相手が決まらないと、行動できない手待ちの状態である。

●防災タブレットが会長宅に
品川区防災課より、新しい連絡手段として今流行のタブレット端末が
西会長宅に配布された。
①緊急伝言板 ②防災ＴＶ電話 ③ホームページ ④気象情報 他
従来の音声のみの無線端末より、よりキメの細かい情報が確実に入手
でき、防災に役立つものと期待される。
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ハロウィンコレクション（ドレメ祭）＆ハロウィンde目黒
同日開催予定だった「ハロウィンコレクション」と
「ハロウィンde目黒」でしたが、巨大台風接近の影響で
10/26と11/2に分けて行いました。
まずは「ハロウィンコレクション」。ドレメ学 園 祭 のステー
ジで夕陽会の子どもたちが仮装をお披露目しました。思
い思いの衣装に身を包んだ14人の小さなモデルが登場
するたび、お客 さんたちからは「キャー！カワイ～～～」
と歓声が！
その声援に押され、堂々とウォーキングする子もいれば泣
き出してしまう子も・・・。いずれにしても小さなファッション
ショーは大好評のうちに幕を閉じました。
翌 週 に延 期 した「ハロウィンde目 黒 」には夕 陽 会 を含 む
近 隣 のお子 さんたち40人 が参加 してくださいました。
目 黒 駅 界 隈 のチェックポイント７つをそれぞれ時 間 内 に
めぐり、手 に持 ちきれないほどのお菓 子 をGETして満 足
そうな子 どもたちのうれしそうな顔 ！
こちらでは目 黒 西 口 町 会 さん、権 乃 助 坂 商 店 街 さん、
EASEさんの多 大 なるご協 力 を頂 き大 盛 況 のうちに終 了
しました。また夕 陽 会 ポイントでは町 会 の方 にご協 力 を
賜 りました。本 当 にありがとうございました。
商 店 街 の方 が来 年 は更 なるビッグイベントにしたいと、言
ってくださったのが印象 的 でした。

誕生 八幡 お神 輿
今年も誕生八幡のお神輿が10/5、6の土日にドレメ通りを練り歩きました。
寒い雨が降った土曜、秋晴れに恵まれた日曜と正反対のお天気のなか、2日間のべ50人の
お子さんたちがお神輿と山車を元気いっぱい「わっしょい」の掛け声で引っ張ってくれました。
また、アルコタワーアネックス広場（土、日）、マンション雅叙苑（日）では夕陽会として御酒所を
ご用意し、大人神輿と子供神輿の休憩場所となりました。
各御酒所では夕陽会の皆様のたくさんのご協力をいただきましてありがとうございました。
この場を借りて心から御礼申し上げます。
夕陽会子ども会では随時メンバーを募集しています。
この「夕陽会便り」が届いているご家庭ならば、お子さんもお孫さんも加入が可能です。
また「一度連絡したのにイベントの案内メールが届かない」という方は再度ご連絡ください。
携帯メールの場合、下記メルアドを受信可能リストに入れていただけますようお願いします。
子ども会担当 細川知子
nano_hana@yahoo.co.jp

←QRコードでメール送信できます
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