
不定期ではありますが、「武蔵小山駅

前」「大井町駅前」では、街頭演説を

させていただいています。区政への要

望、相談等がございましたら、お気軽

にお声がけください。区民の皆様の生

活向上のため、できる限り奮闘努力さ

せていただきます。

大井町 ・武蔵小山駅前で街頭区政報告行っています。

木村健悟議員の活動内容と区政報告を Web で公開しております。『木村健悟』で検索 !　　木村健悟公式ホームページ　http://www.k-kengo.com/

2 月 3 日 （日） は皆さんご存知の行事、一年の始まりと言っても過言ではありません。

こちらは、 大井町にある権現神社です。 今日は、 節分です！平成 24 年の厄をしっか

り落として、 25 年度を良い一年になる為の行事ですね。 25 年の干支は 「巳」、 大

変縁起が良いと言われています。 蛇は、 前には進むが後ろには下がれない。 今年

一年、 前進あるのみ！

午後の七時から豆まきが行われている処です。 普通、 節分の行事は昼間に行われ

るのが通常ですが？日が落ちて寒くなりましたが、 多くの住民の方々が集まりました。

200 人はいたのではないでしょうか？豆をまく人 70 名は裃を着て、 町会会館の２階か

ら多くの観衆に向かって大量の豆をまきました。 高齢者から子供までが上を見上げ、

まかれる豆を目指して我先に取に向かっています。 そばで見ていると、 この私も恐怖

を感じました。 みなさん、 大丈夫なのかな～～と。

圧倒される迫力、 何もそこまでしなくても？大の大人が･･･子供を押しのけて･･･子供

達も負けてはいない！動きの速い事。 私は、 豆拾いよりも人々が怪我をしないか、 大

事にならないかが心配でしたが無事怪我もなく終了。 アリの子を蹴散らす勢いで人々

が消えて行く姿を見て、 少しおかしく笑っている自分に気が付きました。

女性や子供のパワー、 侮ってはいけませんよ～～～！今日参加された方々が一年無

事に過ごせます様、 来年も一緒に豆拾いをしましょう （願う）

大井町・権現神社で節分の豆まきが行われました大井町・権現神社で節分の豆まきが行われました。大井町・権現神社で節分の豆まきが行われました。大井町・権現神社で節分の豆まきが行われました。大井町・権現神社で節分の豆まきが行われました。 2 月 3 日2 月 3 日

2 月 2 日 （土）、 ここは品川区立山中小学校の体育館です。 一体何をしているのか？

実は、 品川区の 13 地区一斉の防災訓練が午前 9 時 30 分から行われているところ

です。 想定は、 午前 9 時 30 分に震度 7 の首都直下型地震が起きた。 地域の町会

長を先頭に、 消防団の皆さんがたが中心になっての活動訓練です。 行政の部長 ・

課長等が先頭に立って行われる事が良いのかも知れませんが、 地震発生直後に現

地に到着する事は不可能です。 そこで、 各町会の町会長や町会役員の方々が先頭

になって避難者を受け入れる準備の訓練なのです。 品川区の最高責任者は区長で

すが、 地域の事は地域の代表に任せる事が一番いいのです。 イザとなれば大変な

騒ぎになりますが、 訓練とあって緊張感には欠けますが、 参加者同士確認を取り合っ

て無事に訓練終了！

この様に、 訓練が行われていれば必ずや役に立つはずです。 是非、 定期的に防災

訓練はやるべきと私は思っています。 各町会のみなさん、 大変ご苦労様でした。

品川区 13 地区一斉の防災訓練が行われ品川区 13 地区一斉の防災訓練が行われました。ました。品川区 13 地区一斉の防災訓練が行われました。品川区 13 地区一斉の防災訓練が行われました。品川区 13 地区一斉の防災訓練が行われました。 2 月 2 日2 月 2 日

1 月 30 日、 新たな旅客鉄道の整備 （東海道貨物支線の貨客併用化） についての、

調査列車運行が行われました。 貨客併用化の調査運行は実際に関係ある都県、 東京

都の大田区と品川区、 神奈川県の横浜市と川崎市の臨海部を通る貨物路線で行われ

ました。 JR 東海道線や JR 東海道新幹線は内陸部を走っているため臨海部に住む人々

の為と言っても過言ではないでしょう。 神奈川県の関内から桜木町～東高島～浜川崎

～塩浜 （仮称） ～天空橋～東京貨物ターミナル、そこから品川区の八潮と東京テレポー

トに分かれたルートになるとの事です。

この計画は国の 「運輸政策審議会」 が 2000 （平成 12） 年 1 月に 「東京圏における

高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画」 について運輸大臣 （当時） に

答申されたものです。 答申が出されて 12 年もの間、 色々と協議が重ねられ？ようやく

調査列車が運行される事となった訳です。 JR 東日本と行政、 国 ・ 東京都 （大田区 ・

品川区） 神奈川県 （横浜市 ・ 川崎市） での更なる意見交換が必要になるでしょう。

品川区からは、 区長や区議会議長 ・ 建設委員会メンバーや行政関係者、 関係区民な

どでの参加となりました。 本来ならば神奈川県の関内駅から出発ですが、 東高島～浜

川崎 （仮称） 間が繋がっていない為、 茅ケ崎・藤沢・大船・東戸塚・横浜羽沢・鶴見 ・

八丁畷～東京貨物ターミナルを折り返し、 鶴見から桜木町 ・ 終点関内といったルートと

なりました。

実際に乗車した感想は、 臨海部の方々の為には早く整備が完了すれば良いなと感じま

した。 実は、 東高島あたりで、 線路脇に多くの人々がプラカードを持ち私たちに 「貨

客併用ありがとう」 と掲げていました。 それを目にした時、 多くの方々が貨物列車だけ

ではなく、 人を運ぶ列車の運行を待っているんだな、 と感じました。 一刻も早く、 国と

各自治体 ・ JR 東日本が話し合い、 良い条件での出発が出来ればと思っています。
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1 月 27 日、 品川区の二葉 1 丁目の町会会館で餅つき大会が行われました。 初め

ての参加でしたが、 町会幹部も快く受け入れて頂き、 心から感謝いたします。 昨年

の秋には 4 町会合同のお祭りが盛大に、 にぎやかに住民総出で住民 ・ 町会 ・ 品川

区の安全を祝っていました。

さて、 盛大な餅つき大会とは裏腹に、 町会役員や関係者さんは、 前日には 50 キロ

のもち米を洗ったり、 臼や杵・食器に至るまでの完璧な準備をしたそうです。 そして、

参加される住民や通行人の人達にも、 心の籠ったサービスが振る舞われていました。

餅をついた人・準備に精を出されたスタッフの方々、 力餅を食した人達全ての方々に、

今年 1 年が幸多い年になる事を、 二葉のまちから！町会長 ・ 役員のみなさん、 そし

て成年部長？佐藤さんありがとう！今度は 4 月の第 2 土日、 区役所前で行われる 「花

見」、 今から楽しみにしていますよ～～！！
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1月23日、品川区議会震災対策特別委員会の視察がありました。場所は、江東区の「有

明の丘」 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点の防災公園です。

この施設は首都直下地震への応急対策の為に作られたそうです。 この様な施設が江東

区の 「有明の丘」 と神奈川県川崎市の 「東扇地区」 です。 何時起きるかわからない

首都直下型地震に対して、 絶対に必要な施設、 国と東京都が管理するこの巨大な緊

急対策本部。 平成 22 年に完成した為、 真新しさを感じさせる本部棟には巨大なリア

プロジェクションモニター （300 インチ） 960 ㎡の広さで座席数 186 あるオペレーショ

ンルームや、 170 ㎡座席数 52、 100 インチのリアプロジェクションモニターの本部

会議室。 緊急時には、 国会や総理官邸 ・ 主要施設をモニターを通しての緊急会議が

行われ、 日本国中に指令が出される拠点となるそうです。

屋外には、 一度にヘリコプター７機が離発着できるヘリポート等の最新式の飛行場。

備蓄食糧、 飲料水 （ペットボトル） 等を７日間分、 非常用電源 （自家発電） システム

も設置されています。

隣には、［がん研有明病院］ が有り、災害時には後方支援施設として仮設ベット 200 床・

4 部門 30 診療科を有する総合病院に！

そして、 いざと言う時の為に 「防災体験学習」 が出来る施設もありました。 首都直下

型地震の発災から避難までの流れを体験し 「72 時間」 の生存力を付ける為の体験学

習ツアーです。 私達も実際に体験させていただき、何とかクリアし生き延びる事が出来、

ホツと胸を撫で下しました。
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1 月 6 日は品川区の 「七福神」 めぐりが行われました。 一般社団法人しながわ観光協

会が主催で毎年行われているのでしょうか？全行程 6 ・ 5 キロを 2 時間程の時間をかけ

ての仏閣めぐり！日本全国には多くの七福神めぐりはありますが、 特に荏原七福神は由

緒ある寺社に安置された格式高い七福神だそうです。

今回初めての参加でしたが、 多くの方々は今年こそ御利益にあやかりたいと願いつつ

参加されている人が多く見られます。 実は、 大きな声では言えませんが、 私もその一

人です。

一つ反省がありました。 それは、 背広姿での参加、 ネクタイこそしていませんが靴と服

装は軽装でなければ！それでも寺社ではシッカリとお祈りをして来ましたが、 お賽銭の

割には少し願い事が多すぎたかも？

品川区民のみなさん、 来年こそは私と参加しませんか～？！待ってま～す。

品川区「七福神」巡りが行われ品川区「七福神」巡りが行われました。ました。品川区「七福神」巡りが行われました。品川区「七福神」巡りが行われました。品川区「七福神」巡りが行われました。 1 月 6 日1月 6日

木村健悟の活動報告

民主党最高顧問

参議院議員 江田五月

民主党代表

衆議院議員 海江田万里

毎年恒例になりました木村健悟後援会 「稲妻倶楽部」 の新年会 ・ 木村健悟新年区政報告を、 目黒区議会 木村洋子議員後

援会と合同で、 2013 年 2 月 22 日に目黒雅叙園 2F 舞扇の間にて行いました。

約 160 名の出席をいただき、 盛大に執り行わさせていただきました。 民主党代表 海江田万里衆議院議員、 民主党最高顧

問 江田五月参議院議員を始め、 数多くの支援者の皆様にお集まりいただきましたこと、 御礼申し上げます。

今年は、 東京都議選 ・ 参議院議員選挙と大きな選挙が 2 つもある年です。 国の政局のみならず、 東京都の未来がかかっ

た年になっていくやもしれません。 住みやすい街 東京、 住みやすい街 品川を作っていく為、 木村健悟に更なるご支援宜し

くお願い致します。 今年も木村健悟頑張ってまいります。

稲妻倶楽部新年会開催　in 目黒雅叙園　


