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品川区社会福祉協議会主催による「地域福祉

功労者表彰式」が10月26日、品川区役所講堂

で開催されました。 

地域福祉功労者表彰は、品川区社会福祉協議

会の理念に賛同し、日頃から地域福祉の様々

な場面で活躍している皆さんの献身的な努力

と、社会福祉協議会事業に対する支援に敬意

を表して実施されています。 

今回、長年の町会長としての功績が認めら

れ、豊町1丁目町会の片桐幸子会長が表彰され

ました。 

荏原第五地区 総合防災訓練 
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豊町1丁目町会片桐幸子会長が地域福祉功労者表彰をされました 
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10月25日、旧荏原第四中学校で荏原第五地区

防災協議会主催の総合防災訓練が行われまし

た。良く晴れた空の下、町会・戸越小学校・

豊葉の杜学園・都立大崎高校・各教育機関職

員・荏原消防署・荏原消防団など総勢1361人

が参加しました。 

荏原第五地区防災協議会上田本部長の開会宣

言に続いてラジオ体操で身体をほぐし、訓練

が始まります。3つの班に分かれ、初期消火

訓練、スタンドパイプ取扱訓練、応急救護訓

練を順番に体験しました。参加者の皆さんは

防災意識が高く、どの訓練にも我先にと積極

的に参加していました。 

体育館では、荏原第五地区の総合防災訓練の

恒例である給食訓練が行われ、約2000個のお 

にぎりを作りました。 

ポンプ操法では、ミニポンプ隊16隊（各町

会、戸越小学校、豊葉の杜学園、区職

員）、区民消火隊2隊、荏原消防団第五分

団1隊が、日頃の訓練の成果を発表しまし

た。 

地域全体の防災意識をさらに高め、「自分

たちの町は自分たちで守る」というテーマ

を強く認識できる、とても実りある訓練と

なりました。 



二葉2丁目町会会長 中島美惠さん 

次回は、ゆたか児童センター 上地史人館長にバトンタッチ 

荏原第五地区 大運動会 

10月18日、第44回荏原第五地区大運動会（荏

原第五地区委員会主催、連合町会共催）が戸

越小学校で行われ、子どもからお年寄りまで

およそ750人が参加しました。 

午前の部では、昨年も好評だった「ツライア

スロン」や「ピッタンコレース」などを行い

ました。大きなうちわで玉入れの邪魔をする

「玉入れさせない」では、お父さんたちが大

活躍。加えて、今年は新しく「かけっこ」を

実施。各町会の足自慢が集まりました。 

午後の部では、新たに「ONE PIECEをさが

せ」という競技を実施。町会長さんが宝箱を

持ち、その中には秘宝が当たる数字のカード

が入っています。子どもたちはそのカードを

引き、抽選会は閉会式で行いました。 

また、豊町・二葉の対抗戦である「デカパン

ツ風船割り」や「綱引き」なども大盛り上が

りで、どちらも譲らず白熱した戦いが繰り広

げられました。 

今年の町会対抗リレーは、豊町1丁目と二葉3

丁目が優勝しました。 

会場には歓声が響き渡り、町会の垣根を越え

た楽しい運動会となりました。 

 

終戦直前に生まれ、時代の大きな変遷の中で

生きてきました。本所の生家は戦火に会い、

幼尐期は会津磐梯山と猪苗代湖に囲まれた自

然豊かな地で育ちました。雪国の厳しさもあ

りましたが、家族のように見守ってくれた村

の人々や友達と過ごした故郷は私の人生の原

点であり、いつも温かく心に残っています。 

品川の地に住み始めたのは 20 才のとき、５人

の子育てに悪戦苦闘した時代も今は懐かしい

想い出。そして、わが家は巣立った子どもた

ちの故郷となりました。 

お祭りには、子連れの同級生などが集まり、

想い出話に花を咲かせています。その姿を眺

めながら、地域は子どもたちにとって、豊か

な心を育くむ大切な処であり、そのためには

大人にとっても心安らぐ町であることが大事

であると実感しています。 

人間関係の希薄さが問われる今日、幅広い年

齢層の人が交流できるお祭りや、町内イベン

トでお互いを知り、心の絆を深めていける町

を目指していきたいと願っています。 

 区民まつりの屋台の前で記念撮影(前列右から3番目) 

「玉入れさせない」の一幕 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
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荏 原 消 防 団 の 歴史

は、明治5年江戸時代

からの町火消が消防

隊に改編され、東京

近郊として発展した荏原郡に、明治17年消防

組が整備され、これが現在の荏原消防団の母

体となっています。荏原地区は1から7の分団

に分かれ、私たちは第五分

団に所属しています(担当

地域は二葉1丁目、2丁目、

神明町会、中央町会、豊3

丁目、 4丁目、戸越 5 丁

目)。 

1月中旬に始め式があり7個

分団全員が集まって式典が

行われます。4月には水防

訓練(積土のう工法、家屋

浸水防止工法等)を実施し、6月には操法大会

(可搬ポンプによる放水競技大会)が行われま

す。9月には三団合同点検(荏原、品川、大

井)で各地域の消防団員が全員集まる式典が

あります。10月には、初期消火、可搬ポンプ

による放水訓練の実演を行います。年末の歳

末警戒で1年の大きな行事は終わりとなりま

す。火災、災害が起きた時には消火活動、災

害活動に出動します。消防団員として必要な

上級救命技能、第三級陸上特殊無線技士の資

格を取ることが出来ます。各町会で防災訓練

が行われる時には、要請があればミニポンプ

の取扱い、応急救護のお手伝いをさせていた

だいております。近隣の小学校、中学校、高

等学校の応急救護の指導員派遣に参加して、

学生のみなさんに指導も行っております。地

域のために何か役に立つ活動に興味のある

方、参加してみませんか。 

第五分団分団長 

赤羽根 誠  

災害からまちを守る頼もしい仲間たち 

 荏原消防団  第五分団 

学 
楽 

「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 

「荏原消防団 第五分団」 
 

対  象：荏原地区在住、在勤の18歳以上男女 

活動場所：荏原地区 

活 動 日：不定 

参 加 費：なし 

問い合せ：赤羽根 ☎03-3781-3860 

  第五分団の仲間たち 

下神明天祖神社の狛犬は区内最大

台座の裏には消防団第五分団の起

源が刻まれています。 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(火)           交流給食(2、7年生) 

          CAP(3年) 

 1日(火)～3日(木)  職場体験(中5組) 

 3日(木)           交流給食(2、7年生) 

 4日(金)           社会科見学(5年生) 

 4日(金)・7日(月)～10日(木) 

                 面談(7～9年、中5組) 

 7日(月)          保護者会(1・3・5年、小5組) 

 8日(火)           保護者会(2・4・6年)   

10日(木)            職場体験(中5組)    

18日(金)      音楽発表会(1～6年生、小5組) 

22日(火)  校外学習(小5組) 

24日(木)      給食終 

25日(金)      終業式 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 3日(木)      社会科見学(5年生) 

 5日(土)          地域班下校 

 7日(月)      体育館天井等落下物防止工事開始 

          (2月12日まで使用禁止) 

 8日(火)        社会科見学(6年生) 

 9日(水)       安全指導日 

10日(木)       なかよし給食 

11日(金)       避難訓練 

25日(金)       終業式 

 

12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） 
   
 チャレンジボルダリングと卓球タイム 

   3、10、17、24日(木)16：00～17：30 

 ウィンターステージ①   

     12日(土)13：30～ 

 キッズビーズ               

     16日(水)10：00～12：00 

 ウィンターステージ② 

   19日(土)13：30～ 

 母親のアクセサリー教室 

   21日(月)10：00～12：00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
 幼児リトミッククラブ 

    2日(水)、9日(水)13：30～15：00 

 小学生ヒップホップクラブ  

    4日(金)、11日(金)15：30～17：00 

 親子のひろば合同 年末お楽しみパーティー 

   11日(金)10：30～12：00 

  

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 

      1日・8日・15日・22日 

休館日    10日(木)・29(火)～31日(木) 

 

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

       2日・9日・16日・23日 

休館日 10日(木)・29日(火)～31日(木) 

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。 
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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 

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 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


