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二葉二丁目町会 『秋のクイズ大会』 
11月15日(日)、二葉二丁目町会が「秋

のクイズ大会」を開催しました。 

この日は、美化推進デーの町内清掃活

動とクイズ大会、町会募金運動を一斉に

行いました。同町会の中島会長の「多く

の人が集まる機会を出来る限り減らしな

がら、コロナ禍でも町会のイベントに参

加してもらいたい」という思いが込めら

れています。 

イベントは二葉二丁目町会会館を会場

とし、初の試みとなるウォークスルー形

式で行われました。参加者には、入り口

で検温とアルコール消毒、マスクの着

用、記名の協力を徹底しました。中に入

ると、ロの字型に机が並べてあり、募

金、クイズの問題解説、景品受け渡し

コーナーと順にスルーしながら回ってい

きます。筆記用具は随時消毒し、アクリ

ル板の仕切りを置くなど万全の対策をし

ました。コロナ禍でも開催できる地域イ

ベントとして、町会役員の方々のアイ

ディアがたくさん詰め込まれています。

コロナ対策に関する知識のクイズ、感染

予防に役立つ資料の配布など、参加者も

楽しみながら挑戦しました。景品は、あ

ると嬉しいお米や洗剤、トイレットペー

パーなど日用品雑貨、アルコール消毒液

などの感染症対策グッズをランダムで受

け取る形式で配布しました。これは、中

島会長と女性町会役員のアイディアで

す。子どもにはお菓子の詰め合わせもあ

り、参加者は喜んでいる様子でした。 

また、町内清掃活動は町会役員の方が

中心となり、30分に短縮し素早くゴミを

集め、気持ちよく活動していました。路

上にあるタバコの吸い殻や空き缶などを

丁寧に拾い集め、地域の方々の力できれ

いな町が保たれていました。 



二葉一丁目町会 『安否確認訓練』 

 11月15日(日)、二葉一丁目町会が防災訓練の一環と

して安否確認訓練を実施しました。 

 この訓練は町会員が門扉などに黄色い布をつけるこ

とで安否を伝えるもので、昨年から始めて今年で2年目

となります。また今年度の防災訓練としては、10月18

日に行なわれたミニポンプ操法訓練に引き続き、2回目

です。 

 同町会の佐々木会長は｢コロナ禍の中でも防災は必要

不可欠。積極的に取り組み、町会員の防災意識を高め

ていきたい｣と話し、参加者を増やしたい考えです。 

二葉保育園 『開園50周年』 
 二葉保育園が1970年9月に現在の二葉一丁目に開園して

今年で50年が経ちました。今回、二葉保育園の園児たちが

50周年をお祝いする作品を制作しました。0,1,2歳児が手

形の葉っぱ、3歳児がクレヨンでぬったお花、4歳児がちぎ

り紙で貼ったお花、5歳児がはじき絵で風船を作りまし

た。こちらは9月1日から30日まで保育園で飾っていまし

た。12月からは二葉図書館にて1か月間掲示します。とて

も可愛らしい作品ですので、ぜひ見に来てください。 

11月15日(日)、荏原第五地区で美化推進

デーが行われ、他の町会に先立って8日に

行なった豊町三丁目町会を除く9町会が地

域の清掃活動を実施しました。 

いずれの町会も新型コロナ対策として、

マスクの着用や時間の短縮、少人数での活

開園当初の二葉保育園の様子

(しながわWEB写真館提供) 

荏原第五地区 『美化推進デー』 
動を心がけていました。親子で参加する姿

も見られ、地域学習のいい機会にもなって

いるようです。 

また、学校では同じタイミングで地域美

化活動が行なわれ、地域のあちらこちらで

清掃活動する様子が見られました。  



豊町三丁目町会 副会長 

葭原
よしはら

 勝之さん 

次回は、二葉二丁目町会にバトンタッチ 

「生い立ち」 

 私が物心付いた時は、戦争中で空襲

警報のサイレンが鳴ると防空壕へ避難

しました。幼稚園には、肩掛けカバン

に防災頭巾を背負い通園したことを久

しぶりに思い出しました。 

「東日本大震災をかえりみて」 

 3.11大震災では、倒壊建築は殆ど見

られず、津波による大災害でした。地

震直後のテレビでは、車は通常に動い

ており市民は潮の変化を見逃していた

ようです。しかし、テレビ、ラジオ、

地元の公報は津波の到来を予見し、即

時避難開始を繰り返し報道しました

が、行動が伴いませんでした。関東大

震災でも地震の後の火災で多くの犠牲

者を出しました。両震災とも地震の後

の損害が甚大でありました。今後もこ

のような災害は必ず来ます。自分が生

きていなければ人は助けられない、家族

や近隣を伴って逃げ勝ちましょう。自

助、共助、公助は後から追って来ます。 

 

『 消 防 団 員 募 集 』 

1 8歳以上の健全な心身を有する男女 

(入団細則有) 

【連絡先】 

荏原消防署消防団係  0 3 ( 3 7 8 6 ) 0 1 1 9 

 新型コロナウイルスの感染拡大が心配

される中、インフルエンザ流行の時期と

なりました。インフルエンザは、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

染を予防する一つの方法は、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」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う

ことやマスクを着用しましょう。 

 その他にも、部屋の適度な湿度保持や

十分な休養とバランスの取れた栄養摂

取、人混み回避等の対策も大切です。新

型コロナウイルス感染症対策と同様、

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 

新型コロナウイルスと共に  

インフルエンザ予防を！ 

FAX 03-3785-2016 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
1月6日(水) 始業式、安全指導日 

 13日(水) 避難訓練 

 16日(土) 土曜授業日 

     セーフティ教室(5,6年生) 

 19日(火) がん教育(8,9年生) 

 21日(木) 社会科見学(3年生) 

 28日(木)     漢字検定 

2月1日(月) 安全指導日 

  2日(火)     避難訓練 

  5日(金)     新入生保護者説明会 

  6日(土)     土曜授業日、市民科地区公開講座  

 10日(水)     命を大切にする授業(6年生) 

 12日(金)     薬物乱用防止教室(6年生) 

 18日(木)     お薬教室(5年生) 

 19日(金)     校外学習(5組後期)   

 20日(土)     土曜授業日 

        セーフティ教室(1～4年生) 

        ドリームジョブ(6,7年生) 

        万引き防止教室(4年生) 

        安全マップ作り(5年生) 

 24日(水)     品川教育の日 

 25日(木)～26日(金) 第4回定期考査(5～9年生) 

1・2月の行事予定 

 

 

 

 

 

（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。 

   

■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 

                   Fax3785-2016）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月5、12、19、26日(火) 

      2月2、9、16、23日(火) 

行   事 本の帯くじ 1月4日(月)～31日(日)  

      ※無くなり次第終了  

休 館 日  1月14日(木)、2月11日(木) 

      12月29日(火)～1月3日(日)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 

   1月6、13、20、27日(水) 

   2月3、10、17、24日(水) 

 1月の特集展示 「発掘！魅惑の新書」 

4日(月)～31日(日) 

 2月の特集展示  
「防災～身近な防災グッズの選び方・備え方～」 

1日(月)～28日(日) 

休 館 日  1月14日(木)、2月11日(木) 

      12月29日(火)～1月3日(日)年末年始休館  

※両館ともブックポストは、12月28日(月)午後5時～ 

  1月4日(月)午前9時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 

※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。  

ゆたか児童センターのページ 

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連絡先 03-3786-0633  

児 童センター 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
1月6日(水) 始業式 

 19日(火) 避難訓練、学校公開 

 26日(火) 学校公開 

2月6日(土) 土曜授業日、1/2成人式  

 20日(土) 土曜授業日、地域班下校 

 24日(水) 品川教育の日  

次回えばごReportの発行は2月20日となります。 


