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『区内一斉防災訓練』 

 雨降りの中、訓練が行われました。災

害はいつ、どこででも起こりますので、

このような天気も訓練になりました。 

 4町会合同(二葉三丁目町会が当番)で、

第1部は避難所開設訓練。避難参加者は既

に慣れた様子でスムーズに進行しまし

た。 

 第2部は避難所生活の体験訓練。上神明

小学校の全校児童も参加して、 

 (１)火起こし体験 

 (２)災害時のワンポイント手話講座 

 (３)保存用非常食ビスケットでの 

   スイーツ調理   を体験しました。 

 300人を超える参加者は、災害時を想定

して真剣に取り組みました。 

             （二葉三丁目町会 記） 

 本年度の区内一斉防災訓練は、旧荏原

四中体育館で実施いたしました。豊町三

丁目、四丁目の町会員約60名にお集まり

頂きました。 

 受付後、体育館に隣接する防災倉庫を

見学し、段ボール製のベッド体験等を実

施しました。 

 雨が降り寒い日でしたが、防災倉庫の

中に整理されている備蓄品や、初めて見

る段ボールベッドに興味を持って頂き、

短い時間ではありましたが、防災への関

心を高めて頂きました。 

        （豊町三丁目町会 記) 

上神明小学校 

旧荏原第四中学校 



支え愛・ほっとステーション 『地域交流会』 

支え愛ほっとステーションでは、地域の

皆さんとお会いし、直接交流する機会「地

域交流会」を開催しています。 

今年度2回目の交流会を12月3日に開催し

ました！今回の交流会は、日頃ほっとス

テーションのボランティアとして活動して

いる地域支援員から認知症について学びた

いという声があがり、認知症を知るための

はじめの一歩として「認知症すごろく&ミ

ニワールドカフェ(グループワーク)」を地

域支援員と一緒に企画しました！ 

認知症ってよく聞くけどどんなことから

気付くの？予防することはできるの？誰も

がなる可能性がある認知症。だからこそ地

域で出来ることや自身で予防できることな

ど地域の皆さんとすごろくを通して学びま

した。 

 参加した皆さんからは「外に出掛けるこ

とや人と接することが、認知症予防に大事

だと気付いた」、「自分が認知症かもと

思ったとき、相談するのは勇気がいること

だけど、何事も早期発見が大事なので身近

で相談しやすい人に話してみよう」との感

想や、「日頃から地域の繋がりを大切にし

て、認知症の人が何か困っていそうなとき

は、さりげない声掛けやサポートができる

といいのでは」といった意見が参加者より

述べられました。 

 認知症予防の一つに「仲間づくり」や

「交流」が大切と言われています。今後も

地域交流会が地域の方の「交流」を図り

「地域で出来ることを一緒に考える場」に

なれば幸いです。 

豊町四丁目町会・豊四ちとせクラブ 

『あしたも元気に 遊んで楽しく若返る？クリスマス会』 

 12月16日(月)、杜松ホームにて豊町四丁

目町会と豊四ちとせクラブ共催で、見守り

サロンのクリスマス会が行われました。 

 恒例の指体操・誤嚥防止の健口体操・早

口言葉の後にクリスマスソングを歌いまし

た。鈴を鳴らし、タンバリンをたたいて元

気よくジングルベルを歌うとお待ちかねの

サンタクロースの登場です。「ポーン！

ポーン！」と元気良く、お子様用のシャン

ペンも開けてにぎやかなクリスマス会で若

返りました。 



二葉神明町会 Tシャツ製作実行委員長  

林 秀行 さん 

次回は、豊町四丁目町会にバトンタッチ 

 最初は冗談だろうと思っていたので

す。「町会のみんなで着られるTシャツ

作るから、おまえ実行委員長な。」お祭

りが終わったあと、みんないい感じにお

酒も入っていましたから。「いいっす

ね！やりましょう！若い人たちと実行委

員会作って、盛り上げましょう！」調子

に乗って話していたのは覚えています。 

 その年の年末「あれどうする？そろそ

ろ動かないと来年の祭りに間に合わない

ぞ！」「えっ・・・！あれ本気だった

の？！」それまではほとんど言葉を交わ

したことも無い2人の副委員長候補と連

絡を取り始め…暗中模索、七転八倒しな

がら、およそ半年をかけて「神明町会T

シャツ」完成しました。 

 町内のみんなが揃って着ている姿を見

て、感無量。「ああ、無事に完成してよ

かった！みんなに喜んでもらえてよ

かった！」と、胸をなでおろしたのも

つかの間…！ 

 「次はてぬぐい作ろう！」？！「い

や！タオルがいいよ！」？！！「いや

いや！ゆかたは！」？！！！「いやい

やいや！はんてんに

しよう！」・・・ 

 い や は や！2020

年も忙しくなりそう

です！！  

 明けましておめでとうございます。荏

原第五地域にお住いの皆様、今年もどうぞ

よろしくお願いいたします。皆様のご健康

とご多幸を心よりお祈りいたします。 

 荏原第五地区の担当は引き続き、中田と

花光になります。新しい年も2人で「身近

な福祉の相談窓口」として、地域にお住い

の皆様が少しでも安心してこの地区で暮ら

し続けられるようお手伝いをさせていただ

きます。 

 「近所に住む一人暮らしの高齢者が心

配。」「病院まで一緒に付添ってくれる人

がいると安心。」「家に引きこもりがち。

どこか出掛ける場所があると嬉しい。」

日常生活の中で心配な事や気になってい

る事がありましたら「支え愛・ほっとス

テーション」へ！高齢者の方からの相談

を中心にどんな相談もお受けします！電

話のほか地域センターに来た時はお気軽

にお声がけください！また、ご都合に合

わせてご自宅にもお伺いします。 

今年も町会など地域の行事に参加させ

て頂きたいと思っています。皆様とお会

い出来ること楽しみにし

ています。 

   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 
令和２年 新しい年を迎えて 

『【急募】実行委員！』 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(土) セーフティー教室 

   (1～4年生) 

   ドリームジョブ(6,7年生) 

 3日(月) 安全指導日 

 4日(火) 避難訓練 

 7日(金)  新入生保護者説明会 

13日(木) 学校保健委員会 

15日(土) 主張発表会(8年生) 

   児童生徒会役員懇談会 

   セーフティー教室(5年生) 

22日(土) 品川区立小学校音楽祭 

25日(火)～26日(水) 学年末考査(5～9年生) 

27日(木) 学年末考査(7～9年生) 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
 6日(木) 新1年生保護者会 

12日(水)        教育会研究発表会 

13日(木)             避難訓練 

   学校保健委員会 

15日(土)             地域班下校 

                 児童・生徒会役員懇談会 

22日(土)             品川区立小学校音楽祭 

27日(木)             6年生を送る会 

2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:4、18、25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:5、12、19、26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：13日(木) 16:00～18:00 

        22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：1、15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 

      4、11、18、25日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      15日(土) 10:30～10:50 

休 館 日 13日(木) 

 

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

   5、12、19、26日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   22日(土) 11:00～11:30 

休 館 日 13日(木) 

2月の特集展示 「防災～日頃のそなえが身を守る～」 

   1日(土)～29日(土) 

防災講座～日頃のそなえが身を守る～ 

   21日(金) 10:00～11:30 ※参加費無料 

   荏原第五区民集会所 第一集会室 

   申込:二葉図書館へ来館・電話にて受付 

      1月27日(月)～ 先着順 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


