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1月21日、平成27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しています。 

本年度、荏原第亓地区では20人の協賛委員

と、二葉二丁目町会に対し、表彰状・感謝状

が贈呈されました。 

地域活動支援アドバイザー派遣研修開催 
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2月7日、荏原第亓地域センターで東京都生活

文化局主催の地域活動支援アドバイザー派遣

研修が開催されました。 

豊町四丁目町会、豊町亓丁目町会、二葉中央

町会、二葉三丁目町会の方を中心にたくさん

の方が参加しました。 

この日は、筑波大学名誉教授で都市防災学を

専門とされている梶秀樹先生にお出でいただ

き、4町会が懸念する木造家屋密集地域におけ

る危険性とその被害想定、出火から延焼につ

ながるメカニズム、町会として何を重点とす

べきかなど、盛りだくさんの内容となりまし

た。 

 

参加者の皆さんは今回の講義を通して今ま

で以上に防災に対しての意識を高めていま

した。 



豊町四丁目町会会長 唐澤 英行さん 

次回は、二葉三丁目町会会長上村和雄さんにバトンタッチ 

豊町 4 丁目には、三つの防災広場と二鳳公園
にほうこうえん

があります。昨年 4 月 10 日に開園式をおこ

なった「ゆたかしいのきひろば」は、一番広

い防災広場です。町内の防災訓練はもとよ

り、普段は保育園の子供達のお散歩コース・

行き交う人々の休憩所として利用されていま

す。防災広場ができ、倉庫にミニポンプやス

タンドパイプが配備されてもそれだけでは防

災力は強まりません。いざという時にそれら

を使いこなせる人がいられるように、防災部

を中心とした町会活動に力を入れています。

首都直下型の震災が、30 年以内に起こる可能

性が 70％と云われています。路地が多く、住

民に高齢者が多いという事は変わりません。

町会行事に参加するなかで顔見知りになり、

いざという時、助け合える関係をつくってお

くことが町会活動の基本だと考えています。 

品川区のキャッチコピーが「わ！しながわ」に

決まりましたが、町内でも行事を通して絆が強

まり「わ！町会」と言い合えるようになる事を

めざしています。 

 

ゆたかしいのき広場 

1 月 24 日、二葉一丁目町会でもちつき大会

が開催され、子どもから大人まで 286 名が参

加しました。 

参加者には磯辺もち、きなこもち、あんこが

たっぷりのったおもち、お雑煮、甘酒がふる

まわれました。会場はつきたてのおもちの美

味しさに笑顔があふれていました。 

二葉図書館 特別展示「品川ゆかりの人物」 

二葉図書館では、1 月 4 日から 1 月 31 日ま

で「品川ゆかりの人物」の特別展示を実施し

ました。大五に別邸のあった伊藤博文や、上

大崎周辺の風光を愛した福澤諭吉など、合

計 9 名の偉人・著名人をパネルで紹介、関連

する本を集めました。パネルの一枚一枚を熱

心にご覧になる方が多く、関心の高さが伺え

ました。 

二葉一丁目町会 もちつき大会 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
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私達会員は60才から

92才と年齢差はあり

ますが、月3回例会を

開催し、品高連理事

会や荏原单地区会理

事会での報告後に意見交換を行い会員相互の

絆を深めています。また、カラオケの練習や

輪投げ、トランプ遊び等年齢を感じることな

く元気に過ごしています。そして、町会のご

理解によりゲーム器具を

購入していただき、脳ト

レ運動等を楽しんでいま

す。6月には食事会、11月

には千葉へ1泊2日で旅行

に行きました。千葉県内

をバスで観光し食事等を

楽しみました。小湊温泉

では夕食時の宴会で踊り

やカラオケを盛大に楽し

み、お風呂も堪能しました。盛りだくさんの

企画で、全員が旅を満喫していました。会員

の中には町会役員を兼任している人もいるの

で、毎月の役員会や広報活動、春秋の交通安

全運動、美化清掃、秋の祭礼での神社奉納演

芸出演、春のお花見、新年のもちつき大会な

ど町会の行事のすべてに参加させて頂いてい

ます。地域の防災訓練や区民まつりの盆踊り

にも参加し、元気で楽しめることに喜びを感

じています。赤玉白玉を各300個会員で作成

し、9月に荏原第亓地区委員会に寄附しまし

た。品高連、荏原单地区会の研修会一泊旅行

にも参加しています。品川区主催の各種健康

体操やウォーキングにも積極的に参加し、健

康維持に会員各自努めています。品高連友愛

部会として孤独な高齢者にならないよう手を

差し伸べ長寿会員にお誘いし、元気で健康に

生活ができるよう、はつらつ明るい長寿会の

発展に努めています。 

   会長 浅羽 弘 

様々なことに積極的に参加することが元気の秘訣です 

 「二葉一丁目長寿会」 

学 

「二葉一丁目長寿会」 
 

対  象：二葉一丁目町会内にお住いの60歳以       

     上の方 

活動場所：二葉一丁目町会会館 

活 動 日：毎月2日、11日、21日 

参 加 費：年会費1,200円 

問い合せ：浅羽 弘 ☎03-3781-2230 

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 

豊町二丁目親和会の柴嵜さんが作って

くださった竹とどんぐりでできたかわ

いい作品。荏原第亓地域センター内に

飾られています。 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(火) 避難訓練 

 3日(木) 9年生を送る会 

 5日(土) 立志会(3～5年生) 

   PTA総会 

 7日(月) 卒業遠足(9年生) 

   安全指導 

  保護者会(1～4年、小中5組) 

 8日(火) 保護者会(5～8年生) 

 9日(水) 発育測定(6年生) 

14日(月) 全校朝会 

18日(金) 9年生卒業式(6～9年生、小中5組) 

  見送り登校(1～5年生、小中5組) 

24日(木) 6年生卒業式(4～6年生) 

25日(金) 修了式 

26日(土) 春季休業日始 

 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 2日(水) お別れ会(6年生) 

 7日(月) 安全指導日 

 8日(火) 避難訓練 

10日(木) なかよし給食 

23日(水) 給食終 

  大掃除 

24日(木) 卒業式(5～6年生) 

25日(金) 修了式(1～5年生) 

26日(土) 春季休業日始 

 

3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日、10日、17日、24日、31日(木) 

    16：00～17：30 

  スプリングステージ              

      12日(土)13：30～16：30 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  幼児リトミッククラブ 

     2日、9日(水)13：30～15：00 

  小学生ヒップホップダンスクラブ 

     4日、11日(金)15：30～17：00 

  小学生一輪車クラブ 

     5日(土)14：30～16：00 

  小学生チャレンジクラブ 

     7日、14日(月)16：00～16：45 

  春をよぶつどい 

     12日(土)14：00～16：00  

   

 

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・29日 

休館日    10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・30日 

休館日 10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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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 

「春の読書フェア」 

3月1日～31日まで、各図書館で「春のわくわく

く」をテーマに、本の展示・貸し出しを行いま

す。春の訪れを読書で感じてみませんか。心に残

る図書に出会うかもしれません。ぜひ、お近くの

図書館へお越しください。 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


