■ 平成30年度品川区功労者表彰：西 春雄会長
西会長は地区委員として、10年の
長きにわたり地域の自治発展に多大
な貢献をされました。そのご苦労を
ねぎらうため、濱野区長より、表彰
状と銀杯が授与されました。
当日は、きゅりあん大ホールに関
係者が多数列席し、
「青少年対策地
区委員」部門受彰者を代表して、西
会 長が 授与されたことを申し添え
ます。

（記 佐藤至弘）

■ 防犯カメラ4台の更新
第2弾として３台の更新が昨年12月14日完了しました。工事の都合上、残り１台は２月末の予定です。
これでほとんどが2代目に代わり、より精度の高い画像が保存できるようになりました。残りも漸次
新機種に交換する予定です。
なお、ドレメ通り入り口と行人坂の「Ｔ」字型交差点を見守る１台を新設する計画は、地権者の正式
承諾を待って、２月末に着手できる予定です。

じゃんけん列車！盛り上が
りすぎて、負けたのが悔し
くて泣いてしまう子も
…

子ども会だより
12月15日、カトリック目黒教会の日曜学校のクリスマス会
に夕陽会の親子もご招待いただき、子ども7人、大人6人
が参加しました。
美味しいお菓子とケーキを囲みながら談笑したり、日曜
学校の子どもたちが用意した「聖劇紙しばい」を鑑賞し
たり、みんなで「じゃんけん列車」やフルーツバスケット
をして盛り上がりました！ そのあとは、聖堂に入り厳か
な雰囲気の中でキャンドルサービスも体験しました。
今年も特別な体験をさせていただき、カトリック目黒
教会日曜学校の皆さま、ありがとうございました！
（洪 愛舜）

2019年も子ども会で楽しく子育て♪
今年も、ハロウィンや子どもみこし、クリスマス
会、コラボイベント、情報交換会など、子どもも
親御さんも楽しめるイベントを予定しています。
各イベントの詳細が決まりましたら子ども会の
LINEアカウントでお知らせしていますので、こち
らから事前にご登録ください→→→→→→→→→
保育園幼稚園や学校の情報、小児科やクリニック
の情報、子連れで入りやすい近隣のお店情報など
…子ども会のつながりで子育てに役立つ情報を交
換できるので、子育てがもっと楽しくなります♪

2019 年 2 月 20 日発行（ 41号 ）夕陽会広報部
避難所訓練（2018年12月９日 於：第四日野小学校）
【大災害発生時、学校に避難所を開設する】ことを想定し、区・関係町会主催のもと、学校と
地域、関係機関が一体となった訓練がおこなわれました。
（当町会の出席者は18名）
午前10時に区内一斉サイレンが鳴り、それを合図に参加者は、避難場所である第四日野
小学校へ向かいました。不動前駅のすぐそばにある四日野小には近隣の町会を含め５町会
が避難します。
当日は各町会に割り当てられた教室や、防災備蓄倉庫を見学しました。当町会からの避難
者は約150名と想定されています。貯蔵されている食料は3,270食、飲料水は1.5㍑入りの
（平成29年11月の資料による）
ペットボトルが1,200本あります。
区の職員の方は、在宅避難の場合は各家庭で余裕を見込んで、
「一週間分の食料・飲料水を
確保していただくようお願いしております。」と話しておられました。
また、女性に配慮した空間、授乳、乳幼児帯同者専用室、子供のための遊びや学びのスペー
ス、ペットの受け入れ場所の想定など、まだまだ種々の問題があるとのことです。私は初めて
参加しましたが様子が判り、良かったと思います。
「避難所の世話にはならない」と思っていても判りませんものね。
（防災担当 高橋 和宏）

体育館で受付

開会宣言

お菓子を食べながら談笑▲▼みんなで記念撮影

・
・
・
・
・ 町会スケジュール ・
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・
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中旬
：
8 日（月）：
15日（月）：
22日（月）：
7 日（火）：

夕陽会理事・監事募集
2018年度 最終役員会
夕陽会理事会 （街づくり協議会総会に続き）
夕陽会総会・懇親会（18時～20時30分 於 ： 香港園）
2019年度 第１回役員会

4月は町会の理事・監事改選期です。自選・他薦歓迎！
募集期間：3月9日（土）～18日（月） 【届け出先：椎野会長代行】
電話：090-2459-0604
E-mail : kaihachi19@yahoo.co.jp
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■ 夕陽ヶ丘周辺地区 東急グループとのまちづくり意見交換会（12月12日）

■ 品川区へ風問題提起 （11月20日）
椎野夕陽会会長代行と七沢夕陽ヶ丘街づくり協議会会長が品川区役所を訪ね、都市計
画課長の鈴木和彦さんに、ドレメ通り入り口付近の強風問題に対する、夕陽ヶ丘街づくり
協議会と（町会）夕陽会の取り組みを説明しました。
3年にわたり風観測に取り組んでいる風工学研究所から、所長の宮下氏と猿川部長が同
席して、これまでの観測で得られた成果を披露するとともに、対策案がシミュレーションの
結果、効果に期待が持てることをアピールしました。今後は模型による風洞実験でさらに
有効性を実証していくことを伝え、品川区にも関与と支援をお願いしました 。
課長からは町会の取り組みに対して賛意を戴きました。具体的にすぐに区が動き出す
可能性は大きくありませんが、私達が問題解決に向けて真剣に取り組んでいることを、
継続して伝えていくことが大切です。
（夕陽ヶ丘街づくり協議会会長

七沢 基）

【参加者】夕陽会：西町会長、七沢街づくり協議会会長、子ども会、マンション理事長など17名

東急グループ：東急電鉄
（打矢氏・平川氏・関川氏）
、東急不動産
（長谷川氏・秋山氏・藤田氏）

【説明内容】
目黒駅前地区再開発事業が完成…このエリアならではの街づくりを検討することが、
将来まちの魅力やポテンシャル向上、併せて住民の資産価値向上に繋がるものと認識…
まちの特長・課題‥将来像など、東急グループと住民の皆様と意見交換できれば幸い…
①本エリアの特性
・現況整理（東西で大きな高低差、南に大きく下がっている・・・・・）
・まちの特長と課題（道路基盤が弱い、旧耐震建物の点在・・・・）など
②まちづくりの事例として（環境条件の前提が一致するものではないが）
・中野四季の都市（学校法人）
・恵比寿ガーデンプレイス（駅との一体性）
・渋谷のセルリアンタワー（能楽堂）
・東京ガーデンテラス紀尾井町（歴史の継承 曳家）
③行政による位置づけ
品川区のまちづくりマスタープランにこの地区は抜け落ちており、固有の方針が不在

【意見交換会】

■ 白金幼稚園との意見交換会（11月26日）
白金幼稚園に子供を通園させておられる町会員の方から、
【幼稚園としても目黒駅周
辺の通園路における風問題を色々と調べています。ついては、幼稚園関係者に、風環境
調査の現況をまとめて情報提供してほしい】との要望がありました。
出席者：先方は佐藤まさ子園長、理事、父母２名
当方は七沢、佐藤
夕陽会便りに載せた記事をベースに、経緯、マップ、観測結果を説明。対策案をシミュ
レーションする段階まで来たこと、および品川区の担当窓口と接触したことを補足。

・東西方向の（避難）道路の必要性
・15～30年以内にやってくる旧耐震基準のマンションの建て替え問題
・美味しいパン屋が欲しい
・これ以上のまちの賑わいはいらない
他

【2回開催予定】２月19日（火）（大崎第一地域センター）

（文責：佐藤至弘）

オープンしなけん開催（3月9日）
品川区内にある魅力的な建築物を、1 日限り公開する（自由見学）イベントが開催されます。
当町会では、杉野記念館が決定し、ガイドツアーも計画されています。カトリック目黒教会は
返事待ちとのこと。 詳細はホームページで、問合せ先：０３－５７４２－９１７２

幼稚園側から、父母のアンケートによる風被害の
【具体的意見】
１．自転車利用時の危険
２、帽子が飛ばされた
３．傘使用時の危険
４．ベビーカー使用時の危険

編物講習会 「マフラー&指なしミトン」

セントラルスクエア管理部門に協力依頼したが・・
今後も必要に応じ、意見交換することにした。
（佐藤 至弘）

首都高速目黒ランプ入口付近にあります

主催：杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部同窓会
会場：高橋さん宅
日時：平成30年12月1日（土）
講師：吉田裕子氏（元杉野服飾大学手芸講師）

すぎの会

■ 風観測期間の延長（11月29日）
香港園の角に設置している風観測機の設置期間延長について、昨年11月29日地権者
川崎家の代理人グローバルマネジメント株式会社会長 藤原實 様に依頼し、後日、3年間
の延長を認めていただきました。
観測を実施している風工学研究所から、
【対策が実現した暁にその効果検証のために
も、観測を続けたい】という申し入れを受けています。この提案に対し、全箇所観測継続
をするのか重要地点に限定するのかなど、先方と検討中です。
街づくり協議会会長としては、協力金等の謝金以外に更なる大幅な費用負担が発生し
ないことを前提に、しばらくの間観測を継続することが望ましいと考えています。
4月の総会に諮りたいと資料準備中です。
（夕陽ヶ丘街づくり協議会会長
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七沢 基）

寒さに向かって暖かいアルパカの毛糸で、初めての方や久し振りの方々が集って編物を楽しみました。

次回予告

講習会 「コサージュを作りましょう」

日 時：3 月 2 日
（土）
9 時～ 12 時
申込先：杉野記念館（北側通路掲示板にチラシあり）
問合先：０３－３４９３－１５６６
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■ 夕陽ヶ丘周辺地区 東急グループとのまちづくり意見交換会（12月12日）

■ 品川区へ風問題提起 （11月20日）
椎野夕陽会会長代行と七沢夕陽ヶ丘街づくり協議会会長が品川区役所を訪ね、都市計
画課長の鈴木和彦さんに、ドレメ通り入り口付近の強風問題に対する、夕陽ヶ丘街づくり
協議会と（町会）夕陽会の取り組みを説明しました。
3年にわたり風観測に取り組んでいる風工学研究所から、所長の宮下氏と猿川部長が同
席して、これまでの観測で得られた成果を披露するとともに、対策案がシミュレーションの
結果、効果に期待が持てることをアピールしました。今後は模型による風洞実験でさらに
有効性を実証していくことを伝え、品川区にも関与と支援をお願いしました 。
課長からは町会の取り組みに対して賛意を戴きました。具体的にすぐに区が動き出す
可能性は大きくありませんが、私達が問題解決に向けて真剣に取り組んでいることを、
継続して伝えていくことが大切です。
（夕陽ヶ丘街づくり協議会会長

七沢 基）

【参加者】夕陽会：西町会長、七沢街づくり協議会会長、子ども会、マンション理事長など17名

東急グループ：東急電鉄
（打矢氏・平川氏）
、東急不動産
（宇杉氏・長谷川氏・秋山氏・藤田氏）

【説明内容】
目黒駅前地区再開発事業が完成…このエリアならではの街づくりを検討することが、
将来まちの魅力やポテンシャル向上、併せて住民の資産価値向上に繋がるものと認識…
まちの特長・課題‥将来像など、東急グループと住民の皆様と意見交換できれば幸い…
①本エリアの特性
・現況整理（東西で大きな高低差、南に大きく下がっている・・・・・）
・まちの特長と課題（道路基盤が弱い、旧耐震建物の点在・・・・）など
②まちづくりの事例として（環境条件の前提が一致するものではないが）
・中野四季の都市（学校法人）
・恵比寿ガーデンプレイス（駅との一体性）
・渋谷のセルリアンタワー（能楽堂）
・東京ガーデンテラス紀尾井町（歴史の継承 曳家）
③行政による位置づけ
品川区のまちづくりマスタープランにこの地区は抜け落ちており、固有の方針が不在

【意見交換会】

■ 白金幼稚園との意見交換会（11月26日）
白金幼稚園に子供を通園させておられる町会員の方から、
【幼稚園としても目黒駅周
辺の通園路における風問題を色々と調べています。ついては、幼稚園関係者に、風環境
調査の現況をまとめて情報提供してほしい】との要望がありました。
出席者：先方は佐藤まさ子園長、理事、父母２名
当方は七沢、佐藤
夕陽会便りに載せた記事をベースに、経緯、マップ、観測結果を説明。対策案をシミュ
レーションする段階まで来たこと、および品川区の担当窓口と接触したことを補足。

・東西方向の（避難）道路の必要性
・15～30年以内にやってくる旧耐震基準のマンションの建て替え問題
・美味しいパン屋が欲しい
・これ以上のまちの賑わいはいらない
他

【第2回開催予定】２月19日（火）（大崎第一地域センター）

（文責：佐藤至弘）

オープンしなけん開催（3月9日）
品川区内にある魅力的な建築物を、1 日限り公開する（自由見学）イベントが開催されます。
カトリック目黒教会は
当町会内では、杉野記念館が決定し、ガイドツアーも計画されています。
返事待ちとのこと。 詳細はホームページで、問合せ先：０３－５７４２－９１７２

幼稚園側から、父母のアンケートによる風被害の
【具体的意見】
１．自転車利用時の危険
２、帽子が飛ばされた
３．傘使用時の危険
４．ベビーカー使用時の危険

編物講習会 「マフラー&指なしミトン」

セントラルスクエア管理部門に協力依頼したが・・
今後も必要に応じ、意見交換することにした。
（佐藤 至弘）

首都高速目黒ランプ入口付近にあります

主催：杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学部同窓会
会場：高橋さん宅
日時：平成30年12月1日（土）
講師：吉田裕子氏（元杉野服飾大学手芸講師）

すぎの会

■ 風観測期間の延長（11月29日）
香港園の角に設置している風観測機の設置期間延長について、昨年11月29日地権者
川崎家の代理人グローバルマネジメント株式会社会長 藤原實 様に依頼し、後日、3年間
の延長を認めていただきました。
観測を実施している風工学研究所から、
【対策が実現した暁にその効果検証のために
も、観測を続けたい】という申し入れを受けています。この提案に対し、全箇所観測継続
をするのか重要地点に限定するのかなど、先方と検討中です。
街づくり協議会会長としては、協力金等の謝金以外に更なる大幅な費用負担が発生し
ないことを前提に、しばらくの間観測を継続することが望ましいと考えています。
4月の総会に諮りたいと資料準備中です。
（夕陽ヶ丘街づくり協議会会長
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七沢 基）

寒さに向かって暖かいアルパカの毛糸で、初めての方や久し振りの方々が集って編物を楽しみました。

次回予告

講習会 「コサージュを作りましょう」

日 時：3 月 2 日
（土）
9 時～ 12 時
申込先：杉野記念館（北側通路掲示板にチラシあり）
問合先：０３－３４９３－１５６６
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■ 平成30年度品川区功労者表彰：西 春雄会長
西会長は地区委員として、10年の
長きにわたり地域の自治発展に多大
な貢献をされました。そのご苦労を
ねぎらうため、濱野区長より、表彰
状と銀杯が授与されました。
当日は、きゅりあん大ホールに関
係者が多数列席し、
「青少年対策地
区委員」部門受彰者を代表して、西
会 長が 授与されたことを申し添え
ます。

（記 佐藤至弘）

■ 防犯カメラ4台の更新
第2弾として３台の更新が昨年12月14日完了しました。工事の都合上、残り１台は２月末の予定です。
これでほとんどが2代目に代わり、より精度の高い画像が保存できるようになりました。残りも漸次
新機種に交換する予定です。
なお、ドレメ通り入り口と行人坂の「Ｔ」字型交差点を見守る１台を新設する計画は、地権者の正式
承諾を待って、２月末に着手できる予定です。

じゃんけん列車！盛り上が
りすぎて、負けたのが悔し
くて泣いてしまう子も
…

子ども会だより
12月15日、カトリック目黒教会の日曜学校のクリスマス会
に夕陽会の親子もご招待いただき、子ども7人、大人6人
が参加しました。
美味しいお菓子とケーキを囲みながら談笑したり、日曜
学校の子どもたちが用意した「聖劇紙しばい」を鑑賞し
たり、みんなで「じゃんけん列車」やフルーツバスケット
をして盛り上がりました！ そのあとは、聖堂に入り厳か
な雰囲気の中でキャンドルサービスも体験しました。
今年も特別な体験をさせていただき、カトリック目黒
教会日曜学校の皆さま、ありがとうございました！
（洪 愛舜）

2019年も子ども会で楽しく子育て♪
今年も、ハロウィンや子どもみこし、クリスマス
会、コラボイベント、情報交換会など、子どもも
親御さんも楽しめるイベントを予定しています。
各イベントの詳細が決まりましたら子ども会の
LINEアカウントでお知らせしていますので、こち
らから事前にご登録ください→→→→→→→→→
保育園幼稚園や学校の情報、小児科やクリニック
の情報、子連れで入りやすい近隣のお店情報など
…子ども会のつながりで子育てに役立つ情報を交
換できるので、子育てがもっと楽しくなります♪

2019 年 2 月 20 日発行（ 41号 ）夕陽会広報部
避難所訓練（2018年12月９日 於：第四日野小学校）
【大災害発生時、学校に避難所を開設する】ことを想定し、区・関係町会主催のもと、学校と
地域、関係機関が一体となった訓練がおこなわれました。
（当町会の出席者は18名）
午前10時に区内一斉サイレンが鳴り、それを合図に参加者は、避難場所である第四日野
小学校へ向かいました。不動前駅のすぐそばにある四日野小には近隣の町会を含め５町会
が避難します。
当日は各町会に割り当てられた教室や、防災備蓄倉庫を見学しました。当町会からの避難
者は約150名と想定されています。貯蔵されている食料は3,270食、飲料水は1.5㍑入りの
（平成29年11月の資料による）
ペットボトルが1,200本あります。
区の職員の方は、在宅避難の場合は各家庭で余裕を見込んで、
「一週間分の食料・飲料水を
確保していただくようお願いしております。」と話しておられました。
また、女性に配慮した空間、授乳、乳幼児帯同者専用室、子供のための遊びや学びのスペー
ス、ペットの受け入れ場所の想定など、まだまだ種々の問題があるとのことです。私は初めて
参加しましたが様子が判り、良かったと思います。
「避難所の世話にはならない」と思っていても判りませんものね。
（防災担当 高橋 和宏）

体育館で受付

開会宣言

お菓子を食べながら談笑▲▼みんなで記念撮影

・
・
・
・
・ 町会スケジュール ・
・
・
・
・
３月
４月
４月
４月
５月

中旬
：
8 日（月）：
15日（月）：
22日（月）：
7 日（火）：

夕陽会理事・監事募集
2018年度 最終役員会
夕陽会理事会 （街づくり協議会総会に続き）
夕陽会総会・懇親会（18時～20時30分 於 ： 香港園）
2019年度 第１回役員会

4月は町会の理事・監事改選期です。自選・他薦歓迎！
募集期間：3月9日（土）～18日（月） 【届け出先：椎野会長代行】
電話：090-2459-0604
E-mail : kaihachi19@yahoo.co.jp
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