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豊町三丁目町会 『防災＆バーベキュー 夏の夕涼み』 
8月25日、晴天の日曜日夕方17時から、

昨年に続き町会主催の防災用具の展示＆

バーベキューを開催いたしました。総勢

155名の町会の皆様に参加していただきま

した。 

町会役員は13時に集合した後、会場の

設営、食材の準備を開始し、お客様を迎

える準備も万全。入口で受付を終えてか

ら、防災用具展示説明へと進みます。会

場の旧四中は災害時、町会員の避難場所

にもなります。防災担当役員の説明も力

が入りました。 

そして、バーベキュー会場。牛肉・焼

鳥・焼きおにぎり・野菜各種美味しい食

材を焼き、無料で提供いたしました。飲

み物はカルピスと麦茶を用意しました。

生ビールは、一杯200円で販売し皆様にた

くさん買って頂き、夕涼みのひととき、賑

やかで楽しい時間でした。今年も大盛況で

した。帰りに、皆様から「楽しかった！来

年もよろしくお願いします。ご馳走様でし

た。」と声をかけて頂き、「来年も頑張り

ましょう。お疲れ様でした。」と役員一

同、絆も深まり終了いたしました。 

豊町四丁目町会 『第19回 星空映画会』 
 8月31日(土)、杜松ホームで夏休み恒例

の「星空映画会」が行われました。天候が

不安なので、今年は体育館で実施しまし

た。 

 会場ではカキ氷・ポップコーン・パン・

麦茶などが振る舞われ、参加されたみなさ

んは上映前におなかを満たしました。 

 その後、スクリーン上で防災ビデオとア

ニメ映画が上

映され、子ど

もたちと一緒

に保護者のみ

なさまも夏休

みの最後を楽

しみました。 



二葉二丁目町会 『健康教室』 
 7月30日(火)、「ひざ痛予防(膝に効

く！膝・足指体操)」をテーマに、東京品

川病院の理学療法士さんによる講習会を

開催しました。 

 この体操は、僅かな時間で行うことが

できます。体操によって筋肉をつけるこ

とで膝を護るだけでなく、「むくみの改

善」「冷え性の改善」「外反母趾予防」

「転倒予防」にも効果があるそうです。 

 下の写真は体操の一部で、足指を使っ

て｢グー、チョキ、パー｣の動きを行って

いる様子です。 

 みなさんそれぞれ関心のある内容で質問

会も盛り上がり、充実した講習会でした。 

 講習会終了後のおしゃべりタイムでは、

詐欺予防の話をしたり替え歌を歌ったり

と、いつもながらの賑やかなサロンとなり

ました。 

荏原第五地区総合防災訓練本部要員会議  

 8月27日(火)、荏原第五区民集会所で、

荏原第五地区総合防災訓練本部要員会議

が行われました。 

 総合防災訓練は、「自分たちの町は自

分たちで守る」という町ぐるみの防災意

識の高揚と、より実践的な防災にかかる

技術の向上を図ることが目的です。会場

には、各町会の本部要員、荏原消防署、

荏原消防団等の方々が出席しました。 

 上田本部長による開会の挨拶で始まり

ました。訓練内容や実施計画などを細か

く確認し、本部要員の役割ごとにそれぞ

れ班に分かれ、打合わせを行いました。 

日時：10月6日(日)  午前9時～午前11時    

場所：しながわ中央公園（ヘリポート側）    

 ※雨天時は豊葉の杜学園アリーナ        

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

内容：初期消火訓練、応急救護デモ見学 

 ※子ども向けの親子体験コーナーもあ 

  ります。 

令和元年度荏原第五地区総合防災訓練のお知らせ 



二葉中央町会 

武田 ゆみこさん 

次回は、豊町三丁目町会さんにバトンタッチ 

 わたしは荏原消防団第五分団に所属

しており、杜松ホームの隣にある第五

分団本部を拠点として活動していま

す。消防団は火災だけでなく、災害、

防犯、地域防災訓練ほか各町会行事の

警戒などを通し、町の人達と交流を

持っています。 

 毎年行われている「消防団操法大

会」では、第五分団で初めての女性選

手として4番員指導者を経験しまし

た。二葉中央町会には区民消火隊があ

り、訓練の時には特に規律についてア

ドバイスをしています。 

 今年の消防団始式では、二度目の消

防総監賞をいただきました。消防団の

一員として、この先どんな形で起こる

かわからない火災や災害に対し最善の

対応がとれるよう、技術や知識の向上

に努めるべく日ごろの訓練や勉強会に

参加し、「自分達の町は自分たちで守

る」を合言葉に、地域の方々の安全と安

心を守る手伝いができたらと思っていま

す。 

 一人でできること、皆で支え合い協力

しなければできないことなど、消防団に

入りぜひ一緒に活動しませんか。関心の

ある方は団員に声をおかけください。 

 地域の中で既に様々な見守り活動が行

われていますが、「見守りってなにをす

るの？」「何か気になることがあった時

は、どこに相談すれば良いの？」と思っ

ている方がいるかもしれません。そんな

時は「支え愛・ほっとステーション」ま

でご連絡ください！電話でも窓口でもお

待ちしています！ 

 見守りをするために特別なことをする

必要はありません！買い物に出かけた

時、散歩にでた時などの日々の生活の中

でちょっと気になると思うことがあった

ら教えてください！ 

 例えば、「最近、郵便物や新聞が郵便  

受けに溜まったままになっている」 

「挨拶をしても返事をしなくなった」

「何日も同じ洗濯物が干したままだ」

「暑くて半袖で過ごす季節なのになんで

冬物セーターを着てるんだろう」など、 

「おや？」と思うことがあった時、そん

な時は「支え愛・ほっとステーション」

にご連絡を！地域で生活をする皆さまだ

からこそお願い出来る見守り活動です。 

 ご連絡は匿名でも構いません。 

「監視」にならないよう、

「ゆるやかな見守り」で 

「地域の見守りの輪」を一緒

につくりましょう。 

   支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 
相談 

無料 

FAX 03-3785-2016 
地域のみんなでつくる「見守り」の輪！ 

『消防団に入って』 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
2日(水) 安全指導日 

3日(木) 遠足(8年生) 

4日(金)～6日(日) 修学旅行(9年生) 

8日(火) 連合体育大会(後期課程) 

9日(水) 避難訓練 

11日(金) 連合発表会(5組前期) 

12日(土) 二葉すこやか園運動会 

16日(水) 連合体育大会(6年生) 

18日(金)～19日(土) 2学期学校公開 

   学校説明会 

19日(土) 市民科授業地区公開講座 

26日(土) 学習成果発表会(5～9年生) 

   土曜授業日(1～4年生) 

28日(月) 振替休業日 

29日(火) 連合音楽会(5年生 吹奏楽部) 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
2日(水) 避難訓練 

5日(土) 運動会 

11日(金) セーフティー教室 

16日(水) 連合体育大会(6年生) 

18日(金)～19日(土) 新１年生学校説明会 

19日(土) 戸越の森コンサート 

30日(水) 連合音楽会 

10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 

  日時:1、8、15、29日(火)  

      16:00～17:30 

  対象:小学生以上、定員なし 

  申込:当日受付 

  ※うわばき持参、スカート不可 

 JUMP－JAM（ジャンジャン） 

  日時:2、9、16、23、30日(水) 

      16:00～17:30 

  対象:小学生以上、定員なし 

  申込:当日受付 

  ボルダリングスペシャル 

  日時：10日(木) 16:00～18:00 

        26日(土) 14:00～16:00 

  対象：小学生以上、定員なし 

  申込：当日受付  

  ※うわばき持参、スカート不可 

  やってみよう！ボードゲーム 

  日時：3、17、24、31日(木) 

        16:00～18:00 

  申込：当日受付、定員なし 

  プラ電車天国mini 

  日時：5、19日(土) 

        10:30～12:00 

  ※定員なし 

 

■南ゆたか児童センター  
 南ゆたか児童センターは建替え工事のため、2019年

4月1日～2021年3月31日まで長期休館となります。 
 

    

   

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。 

発行：えばごReport編集部 

 

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 

 

豊町一丁目町会 

豊町二丁目親和会 

豊町三丁目町会 

豊町四丁目町会 

豊町五丁目町会 

二葉一丁目町会 

二葉神明町会 

二葉二丁目町会 

二葉中央町会 

二葉三丁目町会 

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、8、15、22、29日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      19日(土) 10:30～10:50 

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、9、16、23、30日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   26日(土) 11:00～11:30 

10月の特集展示 秋の読書フェア  

「ホット一息 本と一息 心、色づく」 

 1日(火)～31日(木) 

休 館 日 10日(木) 

 23日(水)～25日(金) ※特別整理休館 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


