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地区委員会発足６０周年 記念イベント 
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11月13日(日)、しながわ中央公園で「青尐

年対策地区委員会60周年記念子どもイベン

ト」が行われました。 

青尐年対策地区委員会とは、地域社会の力

を結集して青尐年に関する様々な問題の解

決を図る地域活動の推進母体です。 

品川区内の13の地域センターの管轄ごとに

組織され、現在約900名の方が青尐年対策

地区委員として活動しています。 

昭和31年の発足から60周年を記念したこの

イベントでは、各地区の地区委員さんが

ゲームコーナーや模擬店を出店しました。 

荏原第五地区では、かきあげうどんと

飲み物を販売しました。 

模擬店はどの地区も大盛況で、お昼過

ぎには売り切れが続出。区民まつりで

何度も作った自慢の一品や、この日の

ために新しく挑戦したメニューを、た

くさんの地域の方々が味わいました。 

地域振興事業 施設見学会 カゴメ富士見工場ほか 

11月29日(日)、荏原第五地区施設見学会が行

われました。施設見学会は、連合町会、地区

委員会、ふれあいサポート活動共催の地域振

興事業として行っています。 

二葉一丁目からバスで出発し、およそ3時間。

初めに、長野県にあるカゴメ富士見工場を訪

れました。野菜ジュースの製造過程を見学

し、カゴメの環境・青尐年育成への取り組み

について講義を受けました。 

その後、幸せの丘ありあんす(甲府市)へ。

甲府市を一望できる素晴らしい眺めの中、

山梨名物のほうとうを頂きました。 

昼食後、笛吹市の里の駅いちのみやへ。農

産物の直売を行っており、店先では特産の

柿が干されていました。皆さん珍しい野菜

や加工品を興味深そうに見ていました。 

町会員の親睦と見識を深める事ができた、

施設見学会となりました。 



荏原消防署戸越出張所長 消防司令 小山 豊さん 

次回は、二葉神明町会さんにバトンタッチ 

11月6日(日)に、二葉三丁目町会で防災助け

合い訓練が実施されました。災害対策本部、

広報、救援救護、炊き出し、防火、防犯の6

つの班に分かれて訓練を行いました。 

避難行動要支援者に対する救援救護訓練やＡ

ＥＤの使用方法の習得訓練、親子バケツリ

レーなどの初期消火訓練、倒壊家屋からの救

出救護訓練など災害時に役立つ知識が身につ

けられる訓練が多数実施されました。 

今年の訓練では、新たな取り組みとして手話に

よる救援救護訓練と簡卖な手話ミニ教室が行わ

れました。参加者は真剣に訓練に参加し、手話

をもっと勉強したいという人もいました。 

訓練の最後にはアルファ化米を使用したおにぎ

りと汁物の配布が行われ、子どもから大人まで

参加者みんなでおいしく食べました。 

 

先日、ある町会の防火防災訓練に参加し

ました。各訓練の後に炊き出し訓練とし

て「おにぎり」を頂戴しました。 

私は、「おにぎり」には今でも忘れない

思い出があります。下町の消防署に新任

配属され大きな火災を体験した時でし

た。真夜中に、けたたましいベルで起こ

され出場し、住宅数棟から上がる恐ろし

いほどの火炎の恐怖に我を失いました。

気がついたら火は消えており何をしたの

か全く覚えていません。ただ私は寒さと

空腹で震えていました。そんな時、町会

の女性からおにぎりを頂きました。汚い

手で握るとおにぎりは真っ黒になり食べ

るとじゃりじゃりしましたがとても美味

しかった。町会の方々が真夜中にもかか

わらず炊出しをしてくれたのです。同時

に被災した方々にも配っていました。私は

身も心も癒され、その優しさに感謝したこ

とを覚えています。 

災害時は、不安や空腹などで気弱や神経過

敏等になってもおかしくない状況です。そ

んな時の町会等による炊き出しは、被災者

ばかりか関係者にも癒しと勇気を与えてく

れます。町とは思いやりで成り立っている

のかもしれません。 

私達は、そんな心温ま

る町づくりに協力する

とともに、有事の際は

一致団結して災害に立

ち向かうことをお約束

したいと考えていま

す。 

二葉三丁目町会 防災助け合い訓練 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

豊町三丁目町会は

荏原第五地区内で

も世帯数の尐ない

町会です。 

その中で町内の子ども達と接する機会

を、町会役員皆で考え企画しています。 

今実施しているイベントは、餅つき大

会・町内防災訓練・秋の下神明天祖神社

の例大祭・子ども達と一緒に回る夜回り

火の用心等です。 

一番大きなイベントは秋のお祭り

です。山車や御神輿の巡行はもち

ろんですが、豊町三丁目町会独自

のイベントがあります。 

土曜日と日曜日の２日間、夜に開

催される「お祭り横丁」です。 

「お祭り横丁」では、おでん、焼きそ

ば、フランクフルト、かき氷、飲み物等

の食べ物に加えヨーヨーすくい、数字合

わせ、スマートボール、宝つり等のゲー

ムも用意しています。 

近年は高齢者クラブ「新生豊三いこいク

ラブ」会員皆さま方の作品展示や、防災

対策の紹介や展示なども実施し、子ども

達と一緒に来ていただいた大人の方々に

も好評です。 

このイベントは３０年以上実施していま

す。大人になって巣立った子どもたちが

親になり、自分の子ども達を「お祭り横

丁」に連れてきてくれます。 

町内では「お祭り横丁」イコール豊町三

丁目町会という代表的なイベントに育ち

ました。これも歴代から今現在の町会役

員並びに町会員の皆様のおかげです。 

これからも「お祭り横丁」の灯を守っ

て、子ども達をはじめ町会員の方々にご

参加いただけるイベントを実施していき

たいと思います。 

         総務部長 依田 直樹 

子ども達が参加して楽しめるイベント 

豊町三丁目町会 

学 
楽 

トイレの守り神 

それはそれは綺麗な女神さまかも 

「学ぶ・楽しむ」の

コーナーは、荏原第五

地区で活動する団体の

紹介をしています。 

掲載を希望する団体は

荏原第五地域センター

（☎3785-2000）まで 

豊町三丁目町会 
 

対  象：豊町三丁目町会 

活動場所：豊町三丁目町内 

活 動 日：随時、町会掲示板、回覧板などで 

     お知らせいたします。 

問い合せ：豊町三丁目町会会長 

     橋本 政徳 

     ☎3782－2398 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
10日(火)       始業式 

11日(水) 給食始 

12日(木) 席書会(5～6年生) 

13日(金) 席書会(3～4年生) 

16日(月) 安全指導日 

  全校朝会 

20日(金)～21日(土) 三学期学校公開 

20日(金)～22日(日) 小中連合作品展 

23日(月) 児童生徒会朝会 

26日(木) 都障害者バスケットボール大会 

  (5組7～9年生) 

30日(月) ブロック朝会 
 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
10日(火) 始業式 

  給食始 

11日(水) 安全指導日 

20日(金)～22日(日) 連合作品展 

21日(土)  学校公開・保護者会 

24日(火)  避難訓練 

 

 

1月の行事予定 

児 童センター 
 

 

 

■ティーンズプラザゆたか  ３７８６－０６３３ 

（ゆたか児童センター） 
 
  ボルダリング講習会   

 7日(土)14：00～17：00 

  チャレンジカロム            

 11日(水)15：30～16：30 

  学習会 

 11、18、25日(水)16:00～19:00 

 12、19、26日(木)16:00～19:00 

 チャレンジボルダリングと卓球タイム 

 12、19、26日(木)16：00～17：30 

  レッツスラックライン 

 14日(土)14：00～16：00 

  インラインスケートタイム 

 16日、23日、30日(月)15:00～16:30 

  ペーパージオラマを作ろう 

 18日、25日(水)15:00～17:00 

  卓球スペシャル part2 

 25日(水)16:00～17:30 

  母親育ちワークショップ 

    1月26日(木)13:30～15:00 

 2月2日、9日、16日、23日(木)13:30～15:00 

  大電車まつり 

 28日(土)13:30～16:00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
 ◆親子のひろば３学期開始予定 

１月16日(月)から 10:15～11:00 ひよこクラブ 

１月16日(月)から 11:15～12:00 ぷちひよクラブ 

１月17日(火)から 10:30～11:30 パンダクラブ  

１月19日(木)から 10:30～11:30 こあらクラブ 

１月20日(金)から 10:30～11:30 ライオンクラブ 

 

 ※親子クラブでは随時申込みを受け付けています。 

  詳細なお問い合わせは单ゆたか児童センターまで。 

図 書館 
 

■ゆたか図書館   ３７８５－６６７７ 
おはなし会 毎週火曜日 15:00～15:30 

      10日・17日・24日・31日 

乳幼児向けおはなし会  10:30～10:50 

      14日(土) 

休館日  1日(日)、2日(月)、3日(火)・12日(木) 

宮前商店街・戸越公園中央商店街さんぽ展示 

      13日(金)～31日(火) 

 

■二葉図書館   ３７８２－２０３６ 
 おはなし会 毎週水曜日 15:00～15:30 

       4日・11日・18日・25日 

休館日  1日(日)、2日(月)、3日(火)、12日(木) 

展示「だるさなんて吹き飛ばせ！」 

      4日(水)～31日(火) 

児童センターの行事をくわしく知りたい方は、地域センター

に置いてあるチラシまたはホームページをご覧ください。 

発行：えばごReport編集部 

事務局：荏原第五地域センター 

町会加入、記事に関するお問合わせは 

事務局 （二葉1-1-2 ☎3785-2000）まで 

豊町1丁目町会 

豊町2丁目親和会 

豊町3丁目町会 

豊町4丁目町会 

豊町5丁目町会 

二葉1丁目町会 

二葉神明町会 

二葉2丁目町会 

二葉中央町会 

二葉3丁目町会 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


