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区内一斉防災訓練
12月11日(日)、品川区内の各地区の避難所で

送訓練、避難スペース体験訓練などを実施

区内一斉防災訓練が行われました。区内一斉

しました。

防災訓練は、大地震を想定し、同一の時間帯

参加者は、「避難所運営の課題や改良点に

に区内の様々な場所で、防災関係者および区

ついて考える良い機会になった。」と話し

民が、それぞれの立場状況に応じた訓練を実

ていました。また、別の参加者は、「いざ

施することで、防災に対する意識や災害時の

という時に備えて、ご近所との関係づくり

行動力を高めることを目的として実施されて

を大切にしていきたい。」と話していまし

います。

た。

荏原第五地区では、戸越小学校、豊葉の杜学
園、旧荏原第四中学校、杜松ホームの管内す
べての避難所で訓練が実施されました。
10時の訓練開始のサイレンを受けて、各避難
所で、避難所運営を中心とした地震発生から2
～3時間以内に想定される内容について訓練を
実施しました。
訓練内容は各避難所ごとに異なり、避難所施
設見学訓練、仮設トイレ組立訓練、傷病者搬

豊町5丁目町会 クリスマス会
12月23日(祝)、豊町5丁目会館でクリスマス会

その後、色とりどりのながーい風船を使っ

が行われました。

てクリスマスの飾りを作りました。バルー

最初に、町会会館前で輪投げをしました。成

ンアートの先生は、当地区の高年者懇談会

功のご褒美は、アメのつかみ取りです。

くずかた

でもご出演頂いた葛形さんです。
最後に、参加する時に配られたくじの大抽
選会を行いました。一足早いクリスマスプ
レゼントをたくさん抱えて、子ども達は笑
顔いっぱいでした。

高年者懇談会 フラダンス
12月22日(木)、高年者懇談会が荏原第五区民

フラダンスは、非常に表現力豊かな踊りです。

集会所で行われました。高年者懇談会は、ひ

波や太陽といった情景だけではなく、踊り手の

とり暮らしをしている高齢者の介護予防と健

感情、時間の変化など様々な要素を音楽に乗

康および生きがいの充実を目的として、民生

せ、観客に伝えることができます。

委員さんが企画運営をしています。

フラガール全員で踊ったり、ソロパートの披露

今回はえばごフラガールさんによるフラダン

で前半は終了。

スです。クリスマスにちなみ、トナカイを模
した愉快な衣装で登場してくださいました。

後半では、高年者の皆さんも参加しました。簡
卖な振付けの説明の後、フラダンスにチャレン
実は、えばごフラガールのメンバーのほとん

ジ。一回目から大成功で、中には立ちあがって

どが、民生委員さんです。普段から関わり深

踊る方もいました。

いメンバーの新鮮な姿に、参加者の皆さんも

单国気分で過ごす冬の日の一幕となりました。

大盛り上がりでした。

二葉神明町会
町内安全部長

矢﨑 則子さん

とうとうリレーエッセイの当番が回ってきま
した二葉神明町会です。今回は当町会独自の
町会内の活動をご紹介します。
当町会には「町内安全部」という専門部があ
ります。他の町会さんでは防災部という名称
で活動されていると思いますが、当町会では
町内安全部という名称で町会内の防災防犯の
部分での活動をしています。
部員は総勢10名。平均年齢は40代後半、男性9
名女性1名でなんと部長が女性です。男性陣は
会社員、公務員、自営とさまざまですが、防
火の専門家や防災の専門家、自称防災オタク
の会社員など最強メンバーがそろっていま
す。いつ来るかわからない災害に備え、訓練
や防災グッズの点検に気を配っています。
また、防犯の面でも振り込め詐欺や還付詐欺
の抑止広報などにも力を入れて、町会内の皆

さんが安心して暮らせるよう、活動していま
す。これからも皆様のご協力をよろしくお願い
します。

次回は、豊町4丁目町会さんにバトンタッチ

「いつでも、どこでも、いつまでも」

スポーツ推進委員会

学

スポーツ推進委員は
スポーツ基本法に基
づ い て、各 自 治 体 で
委 嘱 さ れ て い ま す。
以前は体育指導委員と呼
ばれており、品川区でも50年以上の歴史があ
ります。現在、品川区では37名のスポーツ推
進委員が、地区委員会や品川区スポーツ協会
などから推薦をされて活動しています。以前
は実技指導を中心に行っていましたが、昨今
は、スポーツを通じたまちづくりを地域の
方々と行っています。
品川区では区内を17のエリアに分け、各エリ
アでスポーツ推進事業を展開しています。ス
ポーツ推進委員は地域スポーツのコーディ
ネーターとして、イベントの企画や運営に協
力しています。
荏原第五地区では、学校の体育館や校庭を拠
点に、ソフトバレー教室、インディアカ教室
などの事業を展開しています。

これまで以上に地域の方々が参加しやすいス
ポーツ・レクリエーション事業を展開できる
よう調整しており、その支援も行っていると
ころです。これからも、だれもが「いつで
も、どこでも、いつまでも」スポーツを楽し
める環境づくりができるよう、活動していき
ます。皆様もぜひ地域のスポーツ事業に参加
していただければと思います。
第9期スポーツ推進委員会副会長
佐々木 武人(二葉一丁目町会)
「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

楽
また、障害者スポーツの支援やオリンピッ
ク・パラリンピックの周知イベント等の活動
も積極的に行っています。
現在、荏原第五地区周辺の学校を利用してい
る団体で地域スポーツクラブ設立の準備をし
ています。

みぃ

つ

けた

荏五再発見

戸越公園の門松
明けましておめでとうございます

2月の行事予定

学校

児

■豊葉の杜学園

３７８２－２９３０

1日(水)～2日(木)
4日(土)
5日(日)
6日(月)
9日(木)
10日(金)
13日(月)
14日(火)
18日(土)
21日(火)
22日(水)～23日(木)
24日(金)
25日(土)
27日(月)

■戸越小学校

３７８１－２８３３

3日(金)
6日(月)
14日(火)
17日(金)
22日(水)
24日(金)

新一年生入学説明会
安全指導日
避難訓練
遠足(6年生)
6年生を送る会
英語成果発表の日(2,4,6年生)
保護者会(2,4,6年生)
品川区立小学校音楽祭
英語成果発表の日(1,3,5年生)
保護者会(1,3,5年生)

25日(土)
27日(月)

図 書館
■ゆたか図書館
おはなし会
休館日

職場体験(8年生)
土曜公開 寺子屋(7年生)
校内施設終日貸出なし
安全指導日
児童生徒会朝会
新入生保護者説明会
校外学習(5組前期)
全校朝会
社会科見学(6年生)
土曜公開授業
学年末考査(7～9年生)
学年末考査(5～9年生)
都立高校前期受験日
品川区立小学校音楽祭
校外学習(5組後期)

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。

■ティーンズプラザゆたか
（ゆたか児童センター）

３７８６－０６３３

チャレンジカロム
1、8、15、22日(水)15：30～16：30
学習会
1、8、15、22日(水)16：00～19：00
2、9、16、23日(木)16：00～19：00
チャレンジボルダリングと卓球タイム
2、9、16、23日(木)16：00～17：30
レッツスラックライン
4日(土)14：00～16：00
インラインスケートタイム
6、13、20、27日(月)15：00～16：30
卓球スペシャル part3
22日(水)15：00～17：30
ケロちゃんとあそびうたコンサート
23日(木)10：30～11：30

■南ゆたか児童センター

３７８１－３５７７

ママのためのヨガ講座
8日(水)10：30～11：30
劇団風の子・風の一座「おばけたんぽぽ」ほか
17日(金)10：30～11：30

開館時間
月曜日～土曜日 9：00～20：00
日曜日、祝日
9：00～19：00

３７８５－６６７７

毎週火曜日 15:00～15:30
7日・14日・21日・28日
9日(木)

■二葉図書館

３７８２－２０３６

おはなし会

毎週水曜日 15:00～15:30
1日・8日・15日・22日
9日(木)

休館日

童センター
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