１０月より１時間に３本とダイヤ改正
りょう

なかつか亮

大人：２２０円／小児
（小学生以下）：１１０
円／東京都シルバーパス
が利用できます

引き続き、バス路線の拡充や料金引き下げに全力

たので 、とてもう れしい
２０分に一本
西大井 駅￤大森 駅北口 です。 病院に行く ときに
を通る〝 しなバス 〟のダ 使って います」「 今まで
イ ヤ が １ ０ 月 よ り 改 正 さ は大 井町ま でバス で行 き、
れ、これ まで１時 間に２ 電車で 大森駅に行 ってい
本（３０ 分に１本 ）だっ たが、 バス一本で いける
たものが 、１時間 に３本 ように なり便利で す」と
（ ２ ０ 分 に １ 本 ） に 増 便 。 話します。
西大井及 び大井の 街をグ
一方 で「昭和大 学病院
ルグルと 運行され 、住民 など、 通院に必要 なバス
の大切な 移動手段 として 路 線 も 作 っ て 欲 し い 」
喜ばれています。
「２ ２０円 は高い と思 う。
車体は 小さいのに 、料金
住民の声
は東急 バスと同じ とはな
ぜなの か。他区は もっと
安い 」との 声もあ りま す。
今後 とも地域の 声を伺
い、西 大井巡回ル ートを
はじめ バス路線の 拡充、
料金の 引き下げへ 力を尽
くします。なかつか亮
品川区初のコミュニティバス〝しなバス〟です。車体の色が青・赤・黄色の他に、
１０月より新たに黄緑色が追加され、合計で４色（４台）になりました。

品川区初のコミュニティ
バスにつ いて試行 運転が
始まり半 年。子ど も達も
「あ、し なバスだ 」と呼
ぶほど親しまれています。
しなバ スの利用 者に話
しを聞く と「西大 井から
大森駅行きのバスが無かっ
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在の ため、翌日 より桑
村副 区長が職務 代理者
となりました。
区 選管による と、１
０月 １７日まで に区長
選に ついて異議 申し出
が無 ければ、５ ０日以
内に再 選挙となりま す。
こ の場合、日 程はま
だ決 定されてい ません
が、 各種新聞社 の報道
によ ると、１１ 月２７
日告 示、１２月 ４日投
票が 有力視され ていま
す。
ま た、区議補 欠選挙
にお いて日本共 産党土
田英雄 氏は次点とな り、
残念 ながら議席 獲得に
届か ず、日本共 産党区
議団 は引き続き ６名と
なりました。

品川区長選挙が再選挙に
全国で７例目
１０月２ 日投開票 さ
れた品川区 長選挙に お
いて、区選 挙管理委 員
会は６人の 候補者が い
ずれも法定 得票に届 か
ず、「当選 者なし」 の
結果となり 、再選挙 が
発表されました。
公職選挙 法では当 選
者には有効 投票数の ４
分の１が必 要と規定 さ
れ、今回の 選挙では ど
の候補もこ れに届か な
かったと言う事です。
首長選挙 の再選挙 は
全国で７例 目。東京 ２
３区では初 めての事 で
す。
４期１６ 年間、区 長
を務めた濱 野区長は １
０月７日を もって任 期
満了となり 、区長が 不

続「伊藤幼稚園を無くさないで」

来年度４歳児入園が可能になりました

区立伊藤幼稚園について、突然に閉園が発
表され、保護者や地元住民等を中心に存続を
求める声が広がっています。
当初、区は「来年度4歳児の募集は停止す
る」と発表しましたが、保護者の強い声を受
け「4歳児募集を行うことに変更する」と募
集が変更されました。
ただし、このクラスを最後に閉園は変わっ
ていません。また区立城南及び浜川幼稚園に
ついても区は、時期は明示してないものの閉
園を発表しています。少子化だからこそ子ど
もの施設を大切にすべきではないでしょうか。

なかつか亮 １９７５年西大井生まれ／４７歳／伊藤小、冨士見台中、農大一高卒／イタ
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