
※古紙を配合した紙を使用しています。

１月８日（日）に東京電力フュエル＆パワー株式会社さんの敷地をお借りし、『親子たこあげ大

会』を実施しました。大会前日には、品川第一地域センターで『親子たこづくり教室』も開催され
て、大会であげるオリジナルのたこを作成しました。中には、たこにとても上手な絵を描いて、あ

げるのがもったいないくらいの作品を作った子もいました。

大会当日は曇りでしたが、風があったのでたこはよくあがり、参加者みんながたこあげを楽しん

でいました。特に、子ども達は普段遊ぶ機会のないたこに夢中で、楽しそうに広場を駆け回ってい
ました。他にも、けん玉やコマなど昔遊びを体験できたりと全体的に楽しいイベントとなりました。

また、希望者には発電所見学会も催され、改めて電気の大切さを学べるいい機会となりました。

本事業にご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。
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東京都立品川特別支援学校 「作業製品販売」のお知らせ
品川特別支援学校の中学部３年生が中学部生活最後のまとめの活動として、作業製品販売を行います。

販売する製品は、本校中学部生徒が「作業学習」の時間に製作したものです。これまで、９月「品川区ふくしま
つり」、１２月「しながわ祭」でも販売を行ってきました。今年度の販売は、今回が最後となります。生徒たちの

活動の様子を見ていただく機会でもありますので、一人でも多くの方にご来場いただければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

日時：平成２９年３月１０日（金） １０：１５～１１：３０

場所：東京都立品川特別支援学校 玄関前

販売製品：はがき（３枚セット） １００円
レジ袋スタンド ２００円

お皿・湯呑み １００円

花 １００円



２月１１日（土）に、品川第二地区防災協議会４２名で有明にある東京臨海
広域防災公園内にある防災体験学習施設「そなエリア東京」へ研修に行ってき
ました。

施設１階の防災体験ゾーンでは、被災地を再現した街を舞台に、首都直下型
地震の発生から避難までをガイドの説明を受けながら、地震発生後の72時間を
生き抜く知恵を学びました。

２階の防災学習ゾーンでは、防災用品の展示を見て、様々な防災グッズがな
ぜ必要なのかを知りました。また、災害時に国や地方公共団体等の緊急災害現
地対策本部として使用される予定のオペレーションルームも見学できました。

一日を通して、防災に関する知識や技術を体験・学習によって習得するだけ
でなく、日頃からの災害への備えの重要性を再認識し、地域の安全や助け合い
等、防災意識の向上に役立つことができました。

第３３回 品川区防災フェア

１．日 時 : 平成２９年３月１１日（土）午前１０時～午後３時
※区民消火隊員・ミニポンプ隊員の感謝状贈呈式および防災ﾌｪｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰは、

9時30分より開催。（品川第二地区から区民消火隊員は東親会１名、ミニポンプ

隊員は博友町会１名、三睦会町会２名、東親会１名の計５名の方々が表彰されます。）

２．場 所 : ★感謝状贈呈式および防災ﾌｪｱｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ・・・区役所第二庁舎５階 251～253会議室

★防災フェア会場 ①しながわ中央公園ヘリポート（多目的広場）

②しながわ中央公園（噴水広場）

③区役所第二庁舎２階（しながわ防災体験館）、３階ロビー

３．実施内容 : 共催・協力団体による防災に関するブースの出展、警察署・消防署による訓練の実演

や緊急車両の展示、乗車体験、子どもが楽しく学べる防災祭り 等

※雨天等の事情により内容が変更・中止となる場合があります。ご了承ください。

★本年も下記のとおり開催されます。ぜひお越しください。



品川区赤十字奉仕団表彰状・感謝状贈呈式

１月２6日(木)、平成２8年度品川区赤十字奉仕団

表彰状・感謝状贈呈式が、きゅりあんで行われまし

た。表彰状・感謝状の贈呈は永年にわたり赤十字社

員増強運動に協力されてきた個人（協賛委員）と団
体（町会・自治会）に対して、日頃の活動に感謝の

意を表するとともに、その功労に報いることを目的

に毎年実施されています。本年度は２２0人の協賛

委員と、8つの町会・自治会に対して表彰状・感謝
状が贈呈されました。品川第2分団からは下記６名

の協賛委員と、博友町会が贈呈を受けました。

おめでとうございます。

〔個 人 表 彰〕 ～敬称略～

30年 三瓶 博志（同友会町会）／三野 登喜和（同友会町会）
15年 秋山 敏夫（南品川南睦会）
3年 村上 一郎（博友町会）／ 折原 融（三睦会町会） ／平澤 反一（明睦会）

〔団 体 表 彰〕
50年 博 友 町 会

地域の「民生委員・児童委員」を紹介します

◎は新しく民生委員になられた方です。

１２月1日付で民生委員・児童委員の一斉改選がありました。区内では、新しく委嘱

された方を含めて、282人の委員が身近な福祉の相談相手として活躍しています。民
生委員・児童委員は、高齢者や障害者の生活を見守り、生活に困っている方、子育て

に悩んでいる方などの福祉に関する相談に応じています。

また、児童委員の中から指名された主任児童委員は、児童福祉に関することを専門に

担当し、児童委員をはじめ、区の担当部署、東京都品川児童相談所、学校などと連携
して子どもたちの健やかな生活を支援しています。

品川第二地区の委員は、下記の方々です。

（順不同、敬称略）

＜民 生 委 員＞

＜主 任 児 童委 員＞ 堀田 聡子

◎木庭 圭一郎 ◎小林 芳枝 白尾 寿美子 大川 隆子 平澤 和夫 ◎前村 治代

石川 政則 ◎佐久間登喜江 濱谷 佳子 秋山 敏夫 松本 利子 ◎永井 悦子

辻 登美子 野口 幹男 服部 花子 朝倉 由美子 朝倉 由美子 梅津 チヱ子

◎※上原 正子 ◎鈴木 芳子 白石 道子 矢野 京子

※29年2月1日付



管内の施設行事

品川学園 ≪3474-2671≫

13日(月) 避難訓練

17日(金) 卒業式（９年生）

23日(木) 前期課程修了式(６年生)

24日(金) 修了式

城南小学校 ≪3471-6000≫

8日(水) 感謝の会（６年生）

10日(金) 避難訓練（津波訓練）

23日(木) 卒業式

24日(金)⠀修了式

浅間台小学校 ≪3474-2727≫

7日(火) ６年生を送る会

9日(木) 英語学習(ｴﾄﾜｰﾙ女子高校へ 5年生)

23日(木) 卒業式

24日(金) 修了式

城南第二小学校 ≪3471-7481≫

3日(金) 保護者会（低学年）、安全指導日
6日(月) 保護者会（高学年）
8日(水) 卒業を祝う会
9日(木) 避難訓練
23日(木) 卒業式
24日(金) 修了式

東海中学校 ≪3471-6951≫

9日(木) 避難訓練

17日(金) 卒業式

24日(金) 修了式

城南幼稚園 ≪3471-7584≫

6日(月) 子どもお別れ会

10日(金) 避難訓練

16日(木) 修了式

24日(金) 終業式

品川保育園 ≪3471-0506≫

9日(木) 幼児身体測定

18日(土) 卒園式

27日(月) クラス移行日

31日(金) 終わりの会

都立品川特別支援学校 ≪5460-1160≫

9日(木) 避難訓練

10日(金) 作業製品販売

23日(木) 卒業式

24日(金) 修了式

南品川児童センター 3450ー5043

劇団鑑賞会「三びきのやぎのガラガラドン」

日時：3月25日(土) 午後1：30～2：30

対象：乳幼児親子～小学生

定員：150名程度

内容：人形劇団ポポロによる人形劇。

本物を見て感じて体験しよう！

2/27（月）からチケットを配布します。

東品川児童センター 3472ー5806

「ダンス発表会」 ※無料

ダンスクラブの発表会です

日時：3月25日(土) 午前10：00～12：00

対象：だれでも

会場：東品川児童センター

４階ホール

定員：なし

内容：ダンスクラブの一年間の成果を発表す

るイベントです。４階のホールを会場

に迫力ある音響、かっこいい照明のも

とで発表します。修了証の贈呈式も行

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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☆『きせつ風』は品川区役所ホームページからもご覧いただけます。

南品川シルバーセンター 3471－7000

○マッサージサービス 3/13(月) 一人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

○悠遊会(カラオケ) 毎週土曜日 午後1：00より

○声俊会(カラオケ) 毎週土曜日 午前9：00より

○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

○マッサージサービス

毎週火曜日 ３/7・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。

※各施設の予定は直前に変更になることもありま

すので、事前に各施設にお問い合わせください。


