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荏原第五地区連合町会 『感謝状贈呈式』
9月3日(木)、長年地域の発展に尽くさ
れ、今年4月に退任された豊町二丁目親和
会の上田健次前会長と豊町一丁目町会の
片桐幸子前会長に対して、荏原第五地区
連合町会から感謝状が贈られました。
上田前会長は、平成18年から豊町二丁
目親和会の会長に就任し、平成24年から
は荏原第五地区連合町会会長を務められ
ました。また、片桐前会長は平成12年か
ら豊町一丁目町会会長に就任し、平成21
年からは荏原第五地区連合町会副会長を
務められ、共に荏原第五地区の発展に寄
与されました。

上田前会長は、「退任してからは自宅で
身体の機能のリハビリを頑張っています。
元気になって、また荏原第五地区のために
尽力したいです。」と話されました。片桐
前会長は、「20年間やってまいりました
が、改めて振り返ってみるととても長いよ
うであっという間でした。少し寂しく感じ
ます。また地域に貢献できるように健康で
頑張ります。」とご挨拶されました。2人
とも久しぶりの連合町会の皆さんとの顔合
わせにとても喜ばれていました。
上田前会長と片桐前会長、長い間本当に
ありがとうございました。

えばご人物紹介 『豊町二丁目親和会 山﨑利秋会長』
今年の4月から豊町二丁目親和会の新会
長として山﨑利秋会長が就任しました。
今回はそんな山﨑会長の人物紹介をして
いきます。
山﨑会長は、1944(昭和19)年10月5日生
まれの76歳、新潟県高田市(現上越市)の
出 身 で す。昭 和 42 年 に 明 治 大 学 を 卒 業
し、品川区にある電気照明関連会社に45
年間勤務しました。趣味は、渓流釣り、
ノ ル デ ィ ッ ク ウ ォ ー キ ン グ、冬 は ス
キー。中でもスキーに関しては、年齢的
に最後と思いながらも楽しんでおり、と
てもアクティブな人柄が垣間見えまし
た。
町会に加入したことで荏原第五地区の
一員として馴染むことができた
山﨑会長は、29歳の時に家族5人で現在
の豊町二丁目に移転し、3人の娘さんは戸
越小学校に入学しました。その当時、町
会役員の方から防災部員に誘われ、地元
に早く馴染むために入部したのが町会に
関わるきっかけとなりました。上京して
以 来、品 川 区 以 外 に は 住 ん だ こ と が な
く、まさに住めば都で今も楽しく暮らし
ていると話されていました。
ご自身の性格について伺うと、人の話
しをよく聞き、冷静に行動する様に努め
ており、何事も懸命に取り組むことを心
掛けているとのことでした。

秋の全国交通安全運動

地域が一丸となるように力を尽くして
いきたい
「地域が団結して、事件や事故をなく
し、災害時の被害を最小限にする地域を目
指します。」と豊町二丁目親和会新会長と
して、これからの地域への思いを語ってく
れました。
長年に渡り、荏原第五地区の一員として
地域に関わってこられた山﨑会長。新町会
長としてこれからもよろしくお願いしま
す。
「私も、30年以上に渡って『荏原第五地
区』の多くの行事で皆様にお世話になって
まいりました。今年度より『豊町二丁目親
和会』の会長に任命され、就任いたしまし
た。今後とも、よろしくお願いいたしま
す。」

交通事故死ゼロを目指す日9/30（水）

令和2年9/21（月）～30（水）
～運動の重点～
1.子供を始めとする歩行者の安全と自動車の安全利用の確保
2.高齢運転者等の安全運転の励行
3.夕暮れ時と夜間の交通事故防止と飲酒運転等の危険運転の防止
4.二輪車の交通事故防止
みんなでルール・マナーを守って交通安全運動に取り組もう！

二葉一丁目町会 長寿会会長

星野 安男さん
昨年、8月に町会の長寿会に入っ
て、町会の方から突然長寿会の会長に
なってほしいと頼まれました。民生委
員13年やっているからと軽い気持ちで
承諾したものの何もわからず、長寿会
の方と一緒に会則、名簿、助成金の申
請書などをパソコンで作り上げ、一か
らスタートし、この度2年間休会して
いた品川高齢者クラブを再デビュー致
しました。この土地に生まれて、68年
少しは角が丸く、今では気軽に人と話
したり、励ましたり、同苦する自分に
成長することが出来ました。
現在、コロナ禍で2月から長寿会の
懇談会や定例会が開けない状態です
が、個々に三密を守りながら、高齢者
見守り活動、健康づくり活動など、お
互いに励ましあいながら頑張っていき

ますので、今後ともよろしくお願い致し
ます。

次回は、豊町五丁目町会にバトンタッチ

支え愛・ほっとステーション便り

☎03-6426-2625

地域の助け合いの輪を
一緒に広げてみませんか？

FAX 03-3785-2016

新型コロナウイルスの影響で心配な
日々が続いていますが、体調はいかがで
しょうか？感染症対策にも注意をしなが
ら、一緒に残暑を乗り越えていきましょ
う。
さて、支え愛・ほっとステーションで
は、地域の身近な福祉の相談窓口とし
て、地域にお住いの方同士の助け合いの
お手伝いをしております。
生活の中でのお困りごとをお互いに支え
合う「地域の助け合い活動」は今や地域
の中で欠かせないものとなっています。
「近所の方のことが気になるけれど、
自分に何か出来ることはないか」と思っ

相談
無料

ている方や、「空いた時間に何か出来る
ことはないか」と考えている方、ぜひ支
え愛・ほっとステーションにお電話くだ
さい。
支え愛・ほっとステーションでは、地
域の方のお困りごとに対して、お手伝い
をしてくださるボランティアの方を募集
しています。
住み慣れたこの街で安心し
て住み続けられるよう、一緒
に「助け合いの輪」を広げて
いきませんか？「これなら私
も手伝える」というお声をお
待ちしております。

※新型コロナウイルス感染の影響に配慮し、
各種事業を中止する場合がございます。

10月の行事予定

学校

児

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０
2日(金)
3日(土)

安全指導日
土曜授業日
保護者参観日(1～4年生)
体育発表会(1～4年生)
部活動体験（大原小・戸越小）
二葉すこやか園保育参観
避難訓練
戸越小保護者参観日
大原小保護者参観日
第1回学校説明会
すこやか園保護者参観日
土曜授業日
入学希望者参観日
第2回学校説明会

9日(金)
10日(土)
13日(火)
14日(水)
15日(木)
16日(金)
17日(土)

■戸越小学校

体育授業参観(1～3年生)
体育授業参観(4～6年生)

図 書館

■
（ゆたか児童センター）
児童センターは現在一部制限を設けて開館しておりま
す。詳しくはホームページをご参照いただくか、各館ま
でお問い合わせください。
品川区児童センターホームぺージ
「パパママ応援サイト」

ゆたか児童センターのページ

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

■ゆたか図書館 ３７８５－６６７７
おはなし会
館

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。

３７８１－２８５６

5日(月)
6日(火)

休

童センター

毎週火曜日 15:00～15:30
6、13、20、27日(火)
日 8日(木)

ゆたか児童センター連絡先

03-3786-0633

■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。

■二葉図書館
おはなし会

３７８２－２０３６

毎週水曜日 15:00～15:30
7、14、21、28日(水)
行
事 0,1,2歳おはなし会
24日(土) 11:00～11:30
10月の特集展示 秋の読書フェア
「読書さんぽで日々に活力を！ 」
1日(木)～31日(土)
休 館 日 8日(木)
19日(月)～21日(水)※特別整理休館
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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
Fax3785-2016）まで

