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発行日 令和元年10月20日 №55 
『荏原第五地区総合防災訓練』 
10月6日(日)、しながわ中央公園にて、

荏原第五地区総合防災訓練が開催されま

した。この訓練は、万が一の災害の発生

に備え、「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

上を目的としています。 

訓練開始宣言が上田本部長によりなさ

れると応急救護訓練、初期消火訓練を行

いました。応急救護訓練は家屋の倒壊に

より負傷者が発生したという想定のも

と、担架を竹と毛布で作って負傷者を運

び、状況に応じた対処をするという一連

の動きを見学しました。実際にデモを

行った町会の方も手際よく行っていまし

た。初めての試みでしたが、災害時の様

子を忠実に再現したシナリオに基づいて

行ったため、参加者の皆さんが緊急時の

緊迫した様子を想像しやすい訓練になっ

たと思います。 

初期消火訓練では、各町会の代表者100

名の方々が、順番に水消火器を使い放水

訓練を行いました。的に向かって放水す

ることで、正しい消火器の取り扱い方を

学びました。当日は風が強く放水が思う

ようにいかない様子も見られましたが、

皆さん真剣に取り組んでいる様子が印象

的でした。 

訓練の締めくくりは、スタンドパイプ

やポンプによる放水訓練です。公園の中

央に広げられたホースでの大規模な放水

を、町会の皆さんは各々のテントから見

学しました。隊員たちや消防団の息の

合った動きに、皆さん感心している様子で

した。 

途中から雨に見舞われ天候が心配されま

したが、約1000名もの方々に参加していた

だくことができました。そして、実際に目

で見て身体で体験することで、緊急時への

備えを考え直すことができました。訓練で

の経験が今後の皆さんの防災意識につなが

るといいと思います。 



『荏原第五地区総合防災訓練』～子ども向けイベント～ 
訓練では子どもたちにも参加してもら

えるように、子ども向けイベントとし

て、親子体験コーナーを設けました。 

内容は、水消火器での的あてゲームや

VR体験、家具転倒防止まちがいさがしの3

つです。子どもたちは、ゲーム感覚で体

験することで防災の知識を身に付けるこ

とができました。体験に参加した子ども

たちには、折りたたみボトルやビスケッ

トなど啓発グッズの入ったカバンをプレ

ゼントされました。 

また、展示コーナーでは消防車の乗車

体験ができるスペースも用意しました。

子ども連れの親子が、消防車に乗って記

念に写真を撮っている姿がたくさん見受

けられました。子どもたちは普段なかな

かできない経験に、「かっこいい！」

「もう一度

乗りたい」

と楽しんで

いる様子で

した。 

高年者懇談会『二葉幼稚園』 

 9月26日(木)、荏原第五区民集会所にて

高年者懇談会が開かれました。今回は、

約70名の二葉幼稚園の5歳児の皆さんも参

加しました。 

 はじめに、園児たちは息の揃った元気

いっぱいの歌を披露してくれました。参

加者は楽しく手拍子をしながら歌に聞き

入った様子で、会場はにぎやかな雰囲気

に包まれました。その後、参加者の皆さ

んと園児たちはそれぞれペアに分かれ、

一緒にじゃんけん遊びを楽しみました。

じゃんけんに勝ったおじいちゃん、おば

あちゃんには園児から“肩たたき”のプ

レゼントが贈られ、参加した皆さんは大

喜びでした。 

 会も終わりに近づき、園児たちは「む

しのこえ」と「月」の歌の合唱を披露し

ました。会場は、一気に秋の雰囲気に包

まれたように感じられました。最後に、

園児たちは大きな声で「ありがとうござ

いました！」と挨拶し、あっという間に

お別れの時間がやってきました。 

 参加者の皆さんは、園児たちと触れ会

うことができ、とても喜んでいる様子で

した。世代を超えて交流を深めることが

でき、素敵な時間になりました。 



豊町三丁目町会 会長 

橋本 政德さん 

次回は、二葉二丁目町会さんにバトンタッチ 

 町会に参加して早50年。色々な役を

経験させて頂き現在に至ります。 

 私は、今年から新しい競技に参加し

ました。その競技は、令和元年5月か

ら豊町三丁目町会の高齢者クラブ「新

生いこいクラブ」が始めた、グランド

ゴルフです。 

 若い頃ゴルフをやっていました。そ

の経験を試してみようと始めました。

プレイをすると若い頃を思い出し、楽

しい時間を過ごすことが出来ました。

夏の熱い日差しの中、皆で和気あいあ

い声を出し時間が過ぎていきます。秋

には大会に出場することになりまし

た。そして豊町三丁目町会の行事がま

た一つ増えました。 

 これからも町会役員の皆さんと一緒

に、子どもから高齢者までが楽しめる

行事を増やして、笑い声と活気のある町

会を目指していきたいです。 

 グラウンドゴルフは旧荏原第四中学校

グラウンドで、月一回開催しています。 

普段の生活の中で、「エアコンの掃除

が気になるけど、腰が痛くて台に乗って

作業するのは難しい」、「買い物に行き

たいけど、脚が痛くて荷物を持って歩く

のは辛い」、「介護保険のことを知りた

いけど、どこに相談したら良いか分から

ない」など、ちょっとした困りごとや相

談したいことがあると思った時は、「支

え愛・ほっとステーション」へ！！ 

地域センターに立ち寄った時、手続き

などで窓口に来られた時などいつでもお

気軽にお声掛けください！また、電話で

のご相談も受けつけています。ご自宅に

伺って、お話しをお聞きすることもでき

ます。 

「支え愛・ほっとステーション」の活動

を支えてくれるのは地域に住むボラン

ティア（地域支援員）の方たちです。

「近所のスーパーの買い物なら代わりに

行ける」、「パソコンは得意だから簡単

な操作なら教えられる」などこれ位なら

お手伝いできる！という事があればご協

力をお願いします！ご自身の趣

味活動や用事などの他、少し空

く時間がありましたら地域活動

にお力をお貸しください。 

   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 
地域の相談窓口 

「支え愛・ほっとステーション」 

『新しい趣味』 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
1日(金) 避難訓練 

5日(火) 英語学習発表会(後期課程) 

     安全指導日 

7日(木) 理科発表会 

15日(金) 学習成果児童生徒鑑賞日 

     (1～6年生) 

16日(土) 学習成果保護者鑑賞日 

     (1～4年生)  

19日(火) 職場体験(特8年生) 

20日(水) 職場体験(特8年生) 

20日(水)～21日(木)  2学期期末考査(5～9年生) 

22日(金) 2学期期末考査(7～9年生) 

26日(火) 生活科見学(2年生) 

29日(金) 就学時健診 

30日(土) 豊葉もちっこまつり 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
16日(土) 地域班下校 

18日(月) 避難訓練 

28日(木)～30日(土) 展覧会 

 

 

 

11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） 
  ゆたかっこまつり 

  日時:9日(土) 13:00～15:30 

  場所:戸越公園 

  ※定員なし 

  チャレンジボルダリング 

  日時:5、12、19、26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:6、13、20、27日(水) 

      16:00～17:00 

  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：14日(木) 16:00～18:00 

        30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：7、21、28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：2、16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 

      5、12、19、26日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      16日(土) 10:30～10:50 

休 館 日  14日(木) 

 

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

   6、13、20、27日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   23日(土) 11:00～11:30 

11月の特集展示「知っておきたい生活術」 

 1日(金)～30日(土) 

休 館 日 14日(木) 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


