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荏原第五地区委員会 『委嘱状伝達式・総会』 
4月6日(水)、荏原第五区民集会所で荏原

第五地区委員会の委嘱状伝達式が開催され

ました。地区委員の任期は2年間で、今年度

が改選の年です。区長代理として地域振興

部の伊﨑部長から地区委員全員に委嘱状が

渡されました。 

引き続き総会が行われ、令和４年度の事

業計画等が承認されました。再任した平林

会長からは「コロナの影響により例年どお

りの事業実施が難しい状況が続きますが、

その時々の状況に応じて何かできることは

ないかと考え、地域のお子さんに楽しんで

もらえる場を提供していきたいです。」と

の挨拶がありました。 

に備蓄しておくなど今からできる防災対策

は多いので、ぜひご検討ください。 

 最後の質疑応答では各町会から住宅の耐

震化や女性が扱えるような軽量化した消火

器導入の検討など様々な要望・質問が見ら

れました。 

 参加者からは「今回のような機会がある

と震災の記憶を風化させずに危機感を持っ

て防災対策ができる」「公助も大事だが、

何より自助・共助が大事。今から取組んで

いくことで首都直下型地震に備えていこう

と思う」などの声が挙がっていました。 

荏原第五地区防災協議会 『防災講演会』 
3月16日(水)、荏原第五区民集会所で防災

講演会が開催されました。 

 今回は防災課から平原防災体制整備担当

課長をお呼びして、「これからの地域防災

について」をテーマに震災の歴史や特徴、

国・都・品川区の役割、防災区民組織の役

割を講演していただきました。 

 防災区民組織は地域防災の中心的な担い

手であり、震災時には公助だけでなく、自

助・共助の取組みが必要不可欠です。普段

から取組める自助として家具転倒防止、感

震ブレーカー設置、食料品や飲料水を自宅



豊町五丁目町会 『親子防災訓練』 

豊町一丁目町会 『高齢者スマートフォン教室』 

3月20日(日)、豊町五丁目町会で親子防

災訓練が開催され、50人ほどが参加しま

した。冒頭、同町会の小林会長からは

「楽しみながら訓練に参加してほしい」

と挨拶がありました。 

この日の訓練は町会内に設置された街

頭消火器46基のうち、動物たちのイラス

トが貼られた9基を見つけるというもの。

地図を頼りに探索しますが、見つけ出す

のにひと苦労。参加者はお互いに情報を

教え合い、協力して目的の消火器を探し

当てていました。 

集合場所となった豊町五丁目の開放広

場(豊町5-14)では消火器操法訓練も実

施。荏原消防署戸越出張所と荏原消防団

第四分団の協力の下、訓練用の消火器を

使って水を噴射していました。 

参加者からは「歩き回って疲れたけ

ど、多くの街頭消火器が設置されている

ことがわかって安心した」などの声が聞

かれました。 

 3月11日(金)、豊町一丁目町会会館で

スマートフォン教室が開催されました。

コロナ感染症対策として、少人数でクラ

ス分けをして約20名の方が参加しまし

た。 

 今回はスマホに馴染みの少ないご高齢

の方を対象に電話・メールなどの基本機

能、使う機会が少ないQRコードの読み取

り、音声検索で天気を調べるなど様々な

機能を講師よりレクチャーを受けながら

学んでいました。 

 参加者からは「自分のスマホに知らな

い機能がたくさんあって勉強になった」

「スマホで便利になった分、ワンクリッ

ク詐欺や個人情報の漏洩などの被害にあ

いやすくなったので、気を付けて使って

いこうと思う」などの声が挙がっていま

した。 



豊町三丁目町会  

 依田 隆之 さん 

次回は、二葉二丁目町会にバトンタッチ 

 町会に初めて参加したのは30年ほど前、前会

長の橋本さんに誘われたのがきっかけでした。

交通部に入り交通部一筋で30余年の月日がたち

ました。 

 部長になり、春・秋の交通安全運動の看板を

町内に設置し、荏原警察・区長さんを迎えての

記念写真など、年々の警察の活動を聞き、交通

安全の大切さを教えて頂いています。 

 町内の行事等々の交通整理で一番忙しいの

は、2日間朝から夜までの祭礼です。子供達・ 

そして大人達の御神輿などの安全を第一に活動

し、参加した皆さんの笑顔を見て満足していま

す。 

4年前からは、副会長も兼任させていただき葭原

町会長はじめ町会役員並びに町会員の皆様から

の支えも有、頑張っている毎日です。 

 豊町３丁目町会では若輩者ですが、これから

も色々なことを経験していきたいと思っていま

す。 

これからもよろしくお願いいたします。 

あっという間に初夏の気候となり、少し歩

くと汗ばむ日々が続いておりますが、皆さま

いかがお過ごしでしょうか。安心して皆さま

とお会いできる日がくることを楽しみにして

おります。 

今年度も支え愛・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。今年度は、鈴木と大山が荏原

第五地区を担当させていただきます。よろし

くお願いいたします。 

「近所の方のことが気になるけれど、何か

出来ることはないか」と思っている方、「空

いた時間に何か出来ることはないか」と考え

ている方など、お住いの地域の中で、何か

やってみたいという方は、ぜひ支え愛・ほっ

とステーションにお電話ください。 

「出来ることを出来るときに！！」 

一緒に地域のことを考えてみませんか？ 

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

きましょう。 

「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。 

   支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 
相談 

無料 

地域のボランティア、大募集！！ 

FAX 03-3785-2016 



学 校 

 

■戸越小学校 ３７８１－２８５６ 
  6日(月)  安全指導日 

  7日(火)  遠足(5年生) 

  9日(木)  避難訓練   

 13日(月)  水泳指導開始 

 14日(火)  学力向上調査(4年生) 

 17日(金)、18日(土)  学校公開 

 28日(火)  開校記念日 

 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
  3日(金)  避難訓練 

  8日(水)～10日(金)  移動教室(5組前) 

 11日(土)  土曜授業日 

            市民科公開講座  

 15日(水)～17日(金)  第1回定期考査(7～9年生) 

 18日(土)  土曜授業日 

 22日(水)～24日(金)  移動教室(5組後) 

 

      

 

 

6月の行事予定 

児 童センター 

 

■  

 （ゆたか児童センター） 

「親子のひろば 新年度 やってるよ！」 

  日時：すずめクラブ(0歳児)    毎週火曜 10:30～ 

     かもめクラブ(1～3歳児)  毎週金曜 10:30～ 

  対象：幼児親子(区内在住) ※定員：各回20組 

  申込：児童センター受付 

「パパコミュ！」 

  日時：4日(土) 10:30～11:30 

  対象：0～2歳児の父と子(区内在住) ※定員：10組 

  申込：5月23日(月)～ TELもしくはセンター受付 

「離乳食レッスン(子育て応援プログラム)」 

  日時：9日(木) 10:30～12:00 

  対象：0歳児親子(区内在住) ※定員：10組 

  申込：5月23日(月)～ TELもしくはセンター受付 

「0歳から始める虫歯予防」 

  日時：27日(月) 10:30～11:30 

  対象：0歳児親子(区内在住) ※定員：10組 

  申込：6月13日(月)～ TELもしくはセンター受付 

  持物：子ども用歯ブラシ(持っている方) 

「ゆたコミュ！」 

  日時：22日(水) 18:00～19:00 

  対象：中学生～高校生(区内在住、在学) 

  申込：児童センター受付 

 

■南ゆたか児童センター  

「親子のひろば」 

  日時：①リスクラブ(0歳児対象)    毎週火曜 

     ※R3.4.2～R4.4.1以降生まれ 

     ②ウサギクラブ(1歳児対象)   毎週金曜 

     ③キリンクラブ(2、3歳児対象) 毎週木曜 

  内容：同じ年齢の親子が集まり手遊び・工作・運動 

     遊び・季節の行事など、楽しいひと時を過ごせ 

     ます。子育ての輪を広げていきましょう！ 

     ※初めての参加には登録が必要です。 

            (当日登録可能) 

  定員：各クラブ15組程度 

 

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 ３７８２－２０３６ 
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) 

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

   1、8、15、22、29日(水) 

 行   事 「リサイクル市&ワークショップ」 

       19日(日) 13:00～16:00 

       ※荏原第五区民集会所第一集会室にて 

       「0,1,2歳おはなし会」 

   25日(土) 11:00～11:30 

 休 館 日 9日(木) 

 

 6月の特集展示『環境フェア』 

   ゆたか図書館「今日から楽しくLet'sエコ活」 

  二 葉図書館「シンプルなエコライフ」 

  1日(水)～30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 

※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。  

※感染対策を講じながら、乳幼児親子から小中高生まで9:00～ 

 18:00で利用可能です。どの世代の方も思い思いの活動ができ   

 るようにサポートします。詳しくはホームページをご参照い 

 ただくか、直接お問い合わせください。 


