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3月12日に第32回品川区防災フェアが、区役所

防災センター2、3階と第2駐車場、しながわ中

央公園で行われました。 

しながわ防災体験館のワークショップルーム

で行われたオープニングセレモニーでは、永

年にわたって区民消火隊、ミニポンプ隊員を

務め、地域の自助・共助の活動に貢献してい

る区民へ、濱野区長より感謝状が贈呈されま

した。荏原第五地区では、二葉中央町会の富

士原成光さんに感謝状が贈呈されました。 

濱野区長は「自分たちのまちは自分たちで守

るという気概をもって日頃活動されているこ

とは、大変貴重なことです。これからも、日
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常の備えや訓練、後進の育成にご尽力くだ

さい。」と感謝の気持ちを述べました。 

豊町4丁目町会 しながわ防災体験館で防災訓練を実施 

3月29日に豊町4丁目町会の皆さんが、3月11日に

リニューアルオープンした、しながわ防災体験

館で防災訓練を実施しました。 

2つのグループに分かれて、初期消火訓練、応急

救護体験、要配慮者避難誘導体験、避難姿勢体

験を実施しました。 

初期消火体験コーナーには、町会に配備してい

るものと同型のスタンドパイプが設置されてお

り、実物の消火栓と屋内消火栓がそれぞれ2基再

現されています。火災が起きている映像が流れ

るスクリーンに向かって放水し、どの位置に当

てるのが有効かシミュレーションを行うことが

できました。 

消火栓ぶたは重量まで体感でき、実際に即し

た訓練を行うことができました。 



豊町２丁目親和会 

青少年体育部長 大河内 芳夫さん 

この町に引っ越して来て16年が経ちました。 

旧：大間窪小学校に入学したお祭り好きの長

男と神酒所に顔を出した事がきっかけで、町

会の青尐年体育部に所属し、荏原第五地区の

青尐年対策地区委員・運営委員を兼務して、

青尐年健全育成に携わっています。 

 

豊町2丁目親和会にあるモノを 

3つあげると・・・ 

①戸越公園 ②祭り半纏 ③豊町2丁目親和会

伝統の約40日間にわたる夜警             

※50年以上前から続いているものです。 

 

反対に豊町2丁目親和会にないモノを 

3つあげると・・・ 

①商店街 ②町会会館 ③大人神輿です。 

今年は戸越八幡神社の御本社神輿の年です。 

町会には大人神輿はありませんが、3年に1度の         

        宮神輿！！！ 

9月11日は大勢の皆さまにご参加いただき、豊

町2丁目親和会の絆がより一層深まるよう 

     精一杯ガンバるぞ～ o(*^_^*)o 

自慢の祭り半纏を着て記念撮影 

 3月24日に荏原第五区民集会所で高年者懇談会

が行われました。 

高年者懇談会は、ひとり暮らしをしている高

齢者の介護予防と健康および生きがいの充実

を目的として、民生委員さんが企画運営して

います。 

今回は高齢者の方34人が参加し、健康大学し

ながわの卒業生のグループである『ここか

ら・スマイル』の皆さんが、何歳になっても 

若々しく元気で毎日を過ごすためのアドバイ

スをしてくださいました。 

高年者懇談会『ここから・スマイル』 

3 月 27 日にしながわ中央公園で恒例の『お花

見会』が開催されました。桜は一分咲きでし

たが、暖かな春の日差しのもと 84 名が集ま

り、お花見料理、飲み物を味わい、そして

ゲームに興じ、楽しい宴となりました。 

 

二葉1丁目町会『お花見会』 

次回は、杜松地域密着型多機能ホーム総合施設長 

津田敬子さんにバトンタッチ 



  荏五再発見 
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「 集 ま れ ！ 」 「番

号！」夜のとばりが

降りる頃、NFパーク

広場に威勢の良い掛

け声が響きます。 

昨年、町会で開催した防災訓練の際、エンジ

ン不調でミニポンプが動かなかったことを契

機に、イザというときのた

めに基本から学びなおそう

という声が出て、昨年7月

より、毎月第 2日曜日の

夜、ミニポンプ操法の訓練

を行っています。 

講師は元消防署に勤務して

いた伊藤徹さんと、元麻布

の消防団で大活躍していた

カーテン製造業の永井隆さ

ん。指揮者はシルバー交通指導員の中島純夫

さん。1番員は青果業の野澤輝男さん、2番員

は会社員の竹川英昭さん、3番員は工務店の

小海智行さん。皆さん仕事で朝が早く、中に

は3時半起床の方もいますが、それでも「わ

が町を護る！」という使命感に燃えて駆け付

けます。 

訓練では、D級可搬ポンプの構造や取扱い

方、操法の基本であるホース連結、礼式等の

技術をポンプ隊以外の役員も学んでいます。 

訓練が終わり、永井防災部長が使用したホー

スを戸越出張所に届けた後のミーティングで

も、学習意欲がほとばしる話題が出るなど、

楽しくて有意義なひと時となります。 

そして、この繰り返しの中でお互いの人間関

係が深まり、安全・安心の街づくりが構築さ

れています。 

 

「わが町を護る」使命感に燃えて！ 

 二葉2丁目町会ミニポンプ隊   

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 

二葉2丁目町会ミニポンプ隊 
 

対  象： 二葉2丁目町会員でポンプ操法を 

     学びたい方 

活動場所：NFパーク広場 

活 動 日：毎月第2日曜日19：00～20：00 

参 加 費：無料 

問い合せ：永井防災部長3784-3883 

     中島防火部長3785-3220 

訓練後のミーティングの様子 

今年も豊葉の杜学園の桜がきれいに 

咲きました(4月1日撮影) 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 2日(月) 安全指導日 

 9日(月) 避難訓練 

  音楽鑑賞教室(5年生) 

10日(火) 遠足(6年生) 

13日(金) 離任式 

  PTA歓送迎会 

16日(月) 児童生徒朝会 

  遠足(4年生) 

20日(金) 遠足(1年生) 

21日(土) 9年合格塾(9年生) 

23日(月) 全校朝会 

28日(土) 運動会(5～9年生、5組5～9年生) 

31日(火) 音楽鑑賞教室(8年生、5組8年生) 

 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 2日(月) 写生会(3～6年生) 

  離任式(2～6年生) 

  PTA歓送迎会 

 9日(月) 安全指導日 

10日(火)  遠足(1、2年生) 

12日(木)  避難訓練 

20日(金)  林間説明会 

31日(火)  なかよし給食 

 

 

5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） 
 
  わっくわくランドしながわ 

    8日(日)10：30～16：00 

  一輪車クラブ保護者受付説明会 

   10日(火)16：15～ 

  チャレンジボルダリングと卓球タイム 

   12日、19日、26日(木) 

  スタイルＨＩＰＨＯＰクラブ保護者説明会 

   13日(金)17：00～(Ｂ、Ｃコース) 

       18：00～(Ａコース) 

  太鼓クラブ 保護者受付説明会 

   14日(土)14：00～ 

  中高生対象事業「中高生バンド会議」 

   18日(水)17：00～ 

  保護者対象事業「父親育ちワークショップ」 

   28日(土)10：00～12：00 

  小学生バンドクラブ参加者、保護者受付説明会 

   28日(土)14：00～ 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  親子工作クラブ 

    10日(火)15：00～16：00 

  幼児リトミッククラブ 

    11日(水)年中児(4歳児)13：30～14：10 

        年長児(5歳児)14：20～15：00 

  小学生ヒップホップダンスクラブ 

    13日(金)小学1、2年クラス 15：30～16：10 

        小学3年以上クラス16：20～17：00 

  小学生一輪車クラブ 

    14日(土)14：30～15：30 

  デザートたこやき作り 

    17日(火)15：00～16：00 

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 

      3日、10日、17日、24日、31日 

休館日   12日(木) 

 

■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  12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 


