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『町会対抗 大ボッチャ大会』 
 11月24日(日)に、荏原第五地区委員会主

催の「町会対抗大ボッチャ大会」が豊葉

の杜学園アリーナで開催されました。 

 今回は、地域の親子からシニアの方ま

で計41チームが参加しました。試合は、

トーナメント方式で行われ、本戦で負け

たチームには、敗者復活戦が用意されて

います。 

 「ボッチャ」とは、ヨーロッパで障が

い者のために考案されたスポーツで、パ

ラリンピックの正式種目です。ジャック

ボール(目標球)と呼ばれる白いボールに

赤・青のボールをそれぞれ6球ずつ投げた

り、転がしたり、他のボールに当てたり

して、いかに近づけるかを競います。 

 平林地区委員会会長による挨拶が行わ

れ開幕し、地区委員によるデモンスト

レーションおよびルール説明が行われま

した。本戦の前に10分間の練習時間が設

けられ、参加者はボールの感覚を掴もう

と必死に練習していました。 

 序盤から接戦が続き、1点差の試合や引

き分けで延長戦を行う試合もありまし

た。負けているチームでも一球で形勢を

逆転することができることがボッチャの

面白いところで、試合中にミラクル

ショットが起こると、会場内で「おぉ

～」という歓声が沸きました。 

 昼食後には決勝戦が行われ、大勢の参

加者が注目する試合の中、緊張しながら

も素晴らしいプレーを連発していまし

た。今年は二葉三丁目町会のチームが優

勝し、豪華な賞品が贈られました。その

他に、参加賞やグロス賞など様々な賞が

用意されており、参加者全員が楽しめる

事業となりました。参加者からは、

「ボッチャってこんなに楽しいスポーツ

だったんだね！」「またやってみた

い！」などの声が上がり、普段、馴染み

のない種目に新鮮さを感じたようで、楽

しい一時を過ごしていました。 



二葉三丁目町会 『総合防災訓練』 
 台風や洪水が頻発している今年、例年行

われている町会総合防災訓練が11月10日

(日)、8時より町内各所で行われました。 

 災害対策本部の立上げから始まり避難行

動要支援者の安否確認、会館での炊き出し

準備、防火隊の出動、防犯隊のパトロール

など各チームが震災発生を想定して実践的

な訓練に移りました。パトロール隊からの

出火通報を受けてバケツリレー消火、避難

行動要支援者の安否確認の報告が見守り担

当者から本部に報告されました。消火栓を

使ってのスタンドパイプの操作を消防署

員・消防団員から指導を受け実際に放水を

して、その威力に改めて感じ入りました。         

 続いて防災広場に場所を移し、子ども達

の１１９番通報訓練。災害時とオリンピッ

ク・パラリンピックに役立つ手話を当町会

在住の品川区通訳士の武田先生に教えてい

ただき、皆真剣に手指を動かしました。 

 次はコンテストの始まり。簡易トイレの

組立てコンテストは消防団、上神明小学校

教員、町会女性、町会男性の4チームで速

さ・出来栄えなどを間部所長が審査し、豪

華？賞品を授与。子ども達による火点(起

き上がりこぼし)的当て競争では、なかな

か当たらず悔しさのあまり涙を流す子も。

非常用ビスケットでの簡単お菓子作り、炊

き出しの美味しいけんちん汁を賞味。消防

車の前では子ども達が消防服を着ての記念

撮影と、約170人という参加者が盛りだく

さんのメニュ－をこなしました。会館では

関係機関より本訓練の講評を受けました。 

 いざという時のために、このような訓練

を継続することの大切さや訓練を通して皆

が顔見知りになれること、また訓練での反

省点を来年の訓練に生かすことを参加者全

員で確認

し、4時間

に亘る訓練

を終了しま

した。 

『地域振興事業 施設見学会』 
 11月26日(火)、荏原第五地区施設見学会

が行われ、各町会から合わせて38名が参加

しました。 

 はじめに、ヤクルト裾野工場に行きまし

た。会場に入ると飲むヨーグルト「ジョ

ア」が配られ、ヨーグルトを味わいながら

お馴染みの乳製品ヤクルトの原点や乳酸菌

の歴史を映像で学びました。その後工場内

を見学し、仕込み・培養から充填・包装、

タンク清掃の様子まで、一連の流れを実際

に見ることができました。商品の紙パック

が出来上がる前の、何層にもなった大きな

紙の実物も見せていただきました。 

 続いて訪れたのが、熱海梅園。今の時期

は園内で紅葉を楽しむことができ、辺り一

面が綺麗に色づいていました。最後に、鈴

廣かまぼこの里を訪れ、参加者の皆さんは

両手一杯にお土産を持った様子でした。 

 あいにくの天気で富士山をはっきりと見

ることはできませんでしたが、地域の方が

町会を超えて親睦を深めることができた見

学会となりました。 



戸越小学校 副校長 

石橋 大介 さん 

次回は、二葉神明町会にバトンタッチ 

 豊町町会の皆様、二葉町町会の皆様、日

頃より地域の子供たちを温かく見守ってく

ださりありがとうございます。私は、昨年

度より戸越小学校の副校長を務めておりま

す石橋大介と申します。区内の立会小学校

にて教員生活をスタートし、八丈島の小学

校に６年間勤め、昨年度、品川区に戻って

くることができました。 

 さて、ラグビーワールドカップでの我ら

日本代表チームの快進撃は、ラグビーに、

あるいは、スポーツ自体にそれほど興味が

なかった人にも熱狂を誘ったのではないで

しょうか。本校でも、給食の調理員さんが

「今度ラグビーのトップリーグ観に行こう

と思うの。」なんておっしゃるほど、人気

の高まりが感じられます。学生時代に、多

くの仲間と楕円球を追いかけていた身とし

ましては、大変嬉しい限りです。 

 そして、来年はいよいよ２０２０年東京

オリンピック・パラリンピック競技大

会が催されます。大会の盛り上がりが

子供たちの学びに大いに活きるよう、

地に足を付けて学校教育を行ってまい

ります。今後とも、地域の皆様方のま

すますのご支援、ご協力を賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

 今年、異例の早さで流行しているイン

フルエンザ。38°C以上の発熱、頭痛や

関節・筋肉痛など全身の症状が急に現

れ、人によっては、肺炎を伴うなど重症

化することがあります。流行を防ぐため

には、原因となるウイルスを体内に侵入

させないことや周囲にうつさないように

することが重要です。 

 感染の広がりを予防する一つの方法と

して、この感染が広がっていく経路を遮

断することです。そのために「手洗い」

「うがい」、そしてマスク着用による

「咳エチケット」を行いましょう！  

「手洗い」ドアノブや電車の

つり革など様々なものに触れ

ることにより、自分の手にもウイルスが

付着している可能性があります。外出先

から帰宅時や調理の前後、食事前などこ

まめに手を洗いましょう。 

「咳エチケット」咳やくしゃみをすると

きは、ティッシュなどで鼻と口を覆いま

しょう。また、マスクを着用しましょ

う。年末年始は盛りだくさんの行事で多

忙な時期。しっかり予防して、元気にこ

の冬を乗り切りましょう。 

【参考】厚生労働省ホームページ 

   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 
「かからない」「うつさない」 

 インフルエンザ予防！ 

 『チーム戸越 One Team！』 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 8日(水) 始業式 

 9日(木) 席書会(5,6年生) 

10日(金) 席書会(3,4年生) 

14日(火)  安全指導日 

16日(木) 避難訓練 

17日(金)～18日(土) 学校公開 

   学習成果作品展 

18日(土) 百人一首大会(5,6,7年生) 

23日(木)～27日(月) 小中連合作品展 

30日(木)～31日(金) 職場体験(8年生) 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
 8日(水) 始業式 

14日(火)        ピアノとヴァイオリンの 

                     コンサート(1,2年生) 

17日(金)             食育りんごの授業(5年生) 

18日(土)             学校公開、薬育(5年生) 

                 模擬選挙(6年生) 

20日(月)             学校公開 

21日(火)             避難訓練 

1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:14、21、28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:8、15、22、29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：9日(木) 16:00～18:00 

        25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 

  プラ電車天国mini 

  日時：11、25日(土) 10:30～12:00 

  ※定員なし 

 ゆたか大電車まつり 

   日時：18日(土) 13:30～16:00 

  申込：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 

      7、14、21、28日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      18日(土) 10:30～10:50 

休 館 日 9日(木) 

      12月29日(日)～1月3日(金) 

      年末年始休館 

 

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

   8、15、22、29日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   25日(土) 11:00～11:30 

休 館 日 9日(木) 

   12月29日(日)～1月3日(金) 

      年末年始休館 

1月の特集展示 「もっと好きになる『東京』」 

   4日(土)～31日(金) 

 

※両館ともブックポストは、12月28日(土)17:00～  

 1月4日(土)9：00までご利用できません。 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


