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３月２７日南品川児童センター前において２００名近くの参加者により、お花見を兼ねた防災訓練を実施

致しました。毎年桜の咲くこの時季に開催し今年で４回目、また夏休みに行う子供防災フェアを含めると

通算７回目となりました。

今回は昨年末に起きた町会内の火災を受け防火に重点を置いた訓練を行いました。最初にミニポンプに

よる放水訓練を行い希望者に筒先を持ってもらい水圧を体感してもらった後、参加者全員でバケツリレー

を行い、最後に区の防災課からお借りした消火器を各々持ってもらい使い方を覚えてもらいました。

訓練終了後はようやく咲き始めた桜の下でお花見会を行い、喜楽会の皆様と町会役員で用意した各種模

擬店の軽食を食べてもらいながら、参加者の交流を深めました。

同友会町会ではこの様なイベントを通じ、ご近所同士が顔見知りになることが共助の第一歩であると考

え、これからも更に参加者が増える様工夫していきたいと思っています。

最後になりましたが今回もご協力頂いた関係各機関および近隣企業に対し厚く御礼申し上げます。

同友会町会 総務部 前田 豊

品川第二地区管内では防災活動を積極的に行って

いる町会・自治会が多くあります。中でも、今回は

２つの町会をご紹介させていただきます。

当町会は木造や鉄筋コンクリート造など様々な形態の建物がある密集地区です。戸建

住宅は高齢者が多く、集合住宅では高齢者と若年齢層が混在居住しています。住人の中

には、都会ではありがちな町会活動に無関心な人もいて、活動メンバーはいつも限られ

がちです。この様な環境で、町会の防災活動は、一昨年までは区の総合防災訓練に参加

する程度でしたが、東日本大震災の発生とその報道に触れ、住人の防災意識の向上、町

会の防災活動の充実を図るため、昨年3月から町会の自主防災訓練を行っています。

その内容としては、○防災訓練実施の伝達・広報、○要援護者の避難誘導、○消火ポ

ンプの作動、○消火器やバケツリレーによる初期消火、○スタンドパイプの脱着、○警

察・消防署による指導や訓話聴取などの訓練を行なっています。今年3月で3回目の自主

防災訓練ですが、参加者は初回40名程度から、少しずつ増えている傾向にあります。

訓練に参加できない住人のために町会独自の「防災マニュアル」、「ハザードマップ・

防災マップ」を作成し配布しています。また円滑な支援のため、品川区作成の災害時要

援護者名簿に基づき個々の連絡先、居住地及び避難経路図を記した「助け合いカード」

を作成しています。 諏訪町会 防火防災部副部長 帷子哲也



小中学生を中心とした囲碁教室も今年度で１５年目

の開講となりました。隔週土曜日に実施しています。

日本棋院のプロの指導もあるので棋力の向上はもち

ろん、礼儀作法といった日常の大切なことも学ぶこ

とができます。また、様々な学校の子どもたちが参

加しているので、いつもと違った友達とふれあえる

のも魅力です。囲碁のルールは難しいですが、打て

るようになるととても楽しくなってきます。昨年度

も、囲碁を全く知らないで入った子が１年間で大き

く力を伸ばしました。

管内学校の紹介をします

< 品川学園 >
住所 北品川3-9-30

校長 荒川 右文

副校長 菅原 展生

松山 浩行

杉浦 雅人

ＰＴＡ会長 山領 健介

ＰＴＡ会長代行 青海 武善

<城南小学校>
住所 南品川2-8-21

校長 中嶋 英雄

副校長 圓山 賢吾

ＰＴＡ会長 北村 茂久

<浅間台小学校>
住所 南品川6-8-8

校長 林 誠

副校長 井上 一彦

ＰＴＡ会長 内田 新太郎

< 城南第二小学校>
住所 東品川3-4-5

校長 鶴田 誠二郎

副校長 束田 嘉一朗

ＰＴＡ会長 田村 憲

<東海中学校>
住所 東品川3-30-15

校長 野口 敏朗

副校長 鈴木 祐吾

ＰＴＡ会長 渡邉 啓

<城南幼稚園>
住所 南品川2-8-21

園長 丸山 智子

<品川保育園>
住所 東大井5-8-12

園長 多田 嘉弘

<都立品川特別支援学校>
住所 南品川6-15-20

校長 平塚 雄二

囲碁教室 開講しました！



呼吸に合わせて身体を動かしていく楽しさを感じながら、

心身ともにリフレッシュしませんか？

もちろん初めての方も大歓迎ですので、動きやすい格好で

気軽にお越し下さい！

■日時：毎月第２・４火曜日 １４：００－１５：３０

(６月は１４日・２８日)

■場所：南品川ほっとサロン（南品川シルバーセンター内）

■会費：２００円/回

■持ち物：お水・タオル

高齢者の方向けに、ヨガの
クラスがスタートしました！

５月８日(日)に今年も第２４回「福栄会まつり」が盛

大に行われました。品川第二地区(仮称)支え愛活動連合

会では、毎年恒例のポップコーンを販売して、１３時過

ぎには約２００個が完売となりました。

また、品川第二地区支え愛ほっとステーションでは、

福祉ショップ「テルベ」の商品販売も行い、多くの皆様

にご来店頂きました。

今年の福栄会まつりも大いに盛り上がり、昨年以上の

活気が会場内にあふれていました。

南品川ホットサロン



管内の施設行事

品川学園 ≪3474-2671≫

10日(金) 安全指導日

22日(水) 自転車教室(３年生)

24日(金) 到達度テスト(７～９年生)

城南小学校 ≪3471-6000≫

10日(金) 体力テスト

18日(土) 自転車安全教室・一斉下校

27～29日 移動教室(６年生)

28日(火) ふれあい給食

浅間台小学校 ≪3474-2727≫

14日(火) 東京都統一体力テスト

18日(土) ＣＡＰ保護者向け講習会

囲碁教室(５～６年生)

28日(火) 赤ちゃん交流(６年生)

城南第二小学校 ≪3471-7481≫

8日(水) 自転車安全教室

14日(火) 新体力テスト

18日(土) 学校公開

市民科授業地区公開講座

22日(水) 校内研究会

24日(金) 不審者対応訓練

東海中学校 ≪3471-6951≫

11日(土) 英語検定

15日(水) 生徒総会

17日(金) 進路説明会・漢字検定

城南幼稚園 ≪3471-7584≫

3日(金) お祭りごっこ

9日(木) 誕生会

24～25日 幼稚園公開

品川保育園 ≪3471-0506≫

2日(木) 歯科検診

3日(金) 幼児身体測定

9～10日 ５歳児お楽しみ会

都立品川特別支援学校 ≪5460-1160≫

9日(木) 学校公開

20～21日 授業参観

27日(月) 避難訓練

6/29～7/1 修学旅行

(中学３年生)

南 品川児童センター 3450ー5043
「おはなし玉手箱」

日時：6/8(水) 14：30～15：00
対象：幼児親子～小学生
定員：なし
内容：いろいろなお話が飛び出すよ。当日あ

そびに来てください。

東 品川児童センター 3472ー5806
「バンド初級講座」(無料)
日時：6/25(土) 10：00～13：00

対象：東品川児童センターに登録しているバンド
会場：東品川児童センター

定員：５バンド程度
内容：バンド活動をはじめて2年未満のグルー

プが対象です。バンドごとに演奏をし
て、講師の先生からアドバイスをもら

います。

※詳細や、その他のイベントは各児童センターに

お問い合わせください。（日・祝除く）
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南 品川シルバーセンター 3471－7000

○マッサージサービス 6/13(月) １人３０分

(無料、定員16名、希望者多数の場合は抽選)

☆会員募集
○華陽会(生花) 第1・3火曜日 午前9：00～12：00
○直睦会(民謡) 第2・4土曜日 午前9：30～12：00
○二葉会(踊り) 毎週金曜日 午後1：00～ 4：30
○カラオケグループ随時会員募集しています。

○お風呂 火・木曜日(男性) 水・金曜日(女性)

東 品川シルバーセンター 3472－2944

★ふれあい演芸会★ 6/18日(土) 9:30～16:00
2階大広間 カラオケ・民謡等

○マッサージサービス

毎週火曜日 6/7・14・21・28 10：00～15：00
（２週間前より予約を受付けています。利用者多数の場合は抽選を行います）

○入浴サービス 月～土曜日 10：30～16：00

○マッサージ機サービス 月～土曜日 9：00～16：00

○スカイウエルサービス 月～土曜日 9：00～17：00

※シルバーセンターの利用対象者は区内在住60歳以上の方、

全て無料です。休館日は日曜、祝日、年末年始となります。


