
 - 1 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

補助救援センター開設訓練
、、、、、、、、、、、、

 
『 区民ひろば駒込 』は災害時に補助救援センター

．．．．．．．．
になります 

平成 30 年 7 月 19 日（木）、「補
助救援センター開設訓練」が行わ
れました。 

豊島区役所の担当者・他の区民
ひろば関係者・駒込地域文化創造
館・第三保育園・地域住民など多
くの人が参加、区民ひろば駒込運
営協議会のメンバーは、庶務・福
祉・物資・避難者役のそれぞれの
リーダーとして訓練に協力しまし
た。庶務担当者は避難所施設内の
全体管理・避難者の受付・情報収
集及び情報提供などの訓練。福祉
担当者は避難場所の整備、ごみな
どの衛生管理の訓練。物資担当者
は防災資機材や備蓄物資の確認配
備・救援物資の受け入れと配布の

訓練などを行いました。最後の反
省会では避難者役の人から避難者
の立場で貴重な意見を出してもら
いました。 
災害に対する関心も高く大勢の

参加者がありました。初めての訓
練で戸惑うことが沢山ありました
が貴重な体験でした。この経験を

いざという時に生かしていきたい
と思います。 

 
 

救援センターと補助救援センターについて 
大地震等の災害時に住居等が被害を受けるなど一時的に仮泊や食事をするなどの

避難生活をするための場所が必要な場合、まずは救援センター（駒込周辺では駒込
小学校および駒込中学校）に行ってください。飲料水や食料・毛布などが備蓄され
ています。補助救援センターにはふだんは十分な備蓄はありません。そのため災害
発生直後には開設されません。道路などがある程度復旧され救援物資が届く災害発
生の三日後に開設され、救援センターで収容しきれない方などの手助けを行います。 

2019.3.1（第 7号） 

区民ひろば駒込 
運営協議会ニュース 

染井吉野桜誕生の地「駒込」にあるひろば
．．．

です。 

                     発行 区民ひろば駒込運営協議会 広報部会 

「 区民ひろば駒込 」では、毎月いろいろな催しを行うとともに 
各種サークルの活動の場を提供しています。 

運営協議会は、ひろばの活動の協力や、独自の催しを通して 
地域社会の交流と発展のお手伝いをしています。 

お気軽にご参加ください。 
 

・救援センター 
災害により住宅が住めない状態と

なった場合、一定期間、避難生活を
する場所。その他、情報連絡や給水・
給食、医療救護など支援の拠点とも
なる。豊島区では、区立小中学校等
の 36 ヵ所を指定している。（東京都
地域防災計画における「避難所」に
相当する） 

・補助救援センター 
救援センターで避難者を収容しき

れない場合に開設する補助的な救援
センター。例えば、区民ひろば等の区
有施設、幼稚園、都立高校、私立大学
などの教育施設など。（東京都地域防
災計画における「二次避難所」に相当
する） 

＜豊島区地域防災計画より＞  

 
救援物資配給訓練の様子 

 

 
訓練終了後の反省会 
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ひろばまつりの開催に際し、以下の
団体のご協力をいただきました 
・第 10 地区各町会・商店会・第 10
地区青少年育成委員会・民生児童委
員協議会・駒込小学校・駒込中学
校・子どもスキップ駒込・区民ひろ
ば駒込施設利用者団体・都営駒込二
丁目アパート自治会・豊島消防団第
１分団・豊島区防災危機管理課・大
正大学生ボランティアの皆さん 
（順不同） 

11
、、
回
、

 みんなの
、、、、

 ひろばまつり
、、、、、、

平成 30 年
10 月 13 日
(土)、区民ひ
ろば駒込の
最大のイベ
ント「第 11
回  みんなの
ひろばまつ

り」が開催され、たくさんの来場
者がありました。 

開会式
．．．

 
豊島区区民部長をはじめ多数の

来賓の方々に祝辞をいただきまし
た。その後、豊島区が「東アジア
文化都市 2019」に選ばれたことを
記念して東アジア文化都市の歌
「わたしは未来」をみんなで歌い
ました。 

開会式に引き続き、駒込中学校
琴部の皆さんによる琴の演奏があ
りました。生で聞く琴の演奏はな
かなか良いものです。多くの来場
者も聞き惚れました 

 

ゲームコーナー
．．．．．．．

 
「みんなのひろばまつり」の開

会式・琴の演奏の後、さくらホー
ルはゲームコーナーに大変身。 
ペットボトルボーリングや的入

れ、飴すくい、ストラックアウト

など、大人も子供も大興奮。 

 

上手にできた子どもたちにはお
菓子の参加賞をプレゼント。 

ステージ
．．．．

 
こまぎくルームのステージでは、

駒込小学校の生徒によるダンス、 
パンダユナイテッドの漫才、大澤
よしこ＆すがも児童合唱団の歌が
披露されました。 
可愛い歌や踊りにいやされ、漫

才で大笑い。楽しいステージでし
た。 

また、会場の一角には豊島区防
災危機管理課の防災コーナーが設
置されました。災害時の対応など
の説明があり、非常食のアルファ
ー化米が配られました 

食事タイム
．．．．．

 
楽しいステージとゲームで遊ん

でお腹が空いてきたところで食事

タイム。駒込第一町会と駒込二丁
目親和会のご協力によりやきそば
とトン汁が販売されました。

 
交流ロビーは食事用に開放、お

いしい焼きそばと温かいトン汁に
舌鼓。 
 
多くの方々のご協力があり、今

年も盛大に楽しい「ひろばまつり」
を行うことが出来ました。 
ひろばまつりはこれからも毎年

10 月に開催を予定しています。今
回来られなかった方も次回はぜひ
ご参加ください。 

（ひろばまつりの様子は、ホームページでも
ご覧いただけます） 
 

 
  

 

 
小学生のダンス 

 
パンダユナイテッドの漫才 

 
大澤よしこ＆すがも児童合唱団の歌 
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

１・２歳児サーキット
、、、、、、、、、、

 

平成 30 年 6 月 23 日(土)、運営
協議会すくすく部会主催の「１･２
歳児サーキット」が行われました。 

 
トンネルをく
ぐったり、平
均台を渡った
り、みんな元
気で会場を駆

け回り、おみやげのカラーボール
で遊びました。これからの駒込を
担う子供たちがんばれ。 

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

しそジュースつくり
、、、、、、、、、

 

7 月 2日(月)、運営協議会いきい
き部会主催の「しそジュースつく

り」が行われ、
今年もおいし
く出来上がり
ました。 

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

みんなの演芸大会
、、、、、、、、

 

7 月 30 日(月)、運営協議会いき
いき部会主催の「みんなの演芸大
会」が行われました。「あなたもス

ター・私もス
ター」。カラ
オケ・コーラ
ス・詩吟など
皆さんの日

頃の自慢の芸を披露、拍手される
のも嬉し恥ずかし、大いに盛り上
がりました。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

アートで
、、、、

ハロウィン
、、、、、

 

10 月 27 日(土)、運営協議会す
くすく部会主催「アートでハロウ
ィン」が行われました。 

みんなで
可愛いお
化けに仮
装して写
真を撮り、

「トリックオアトリート」でお菓
子もたくさんもらいました。乳幼
児の写真撮影用にお昼寝アート用
のブースも用意、インスタ映えす
る写真は撮れたかな。 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

お笑い演芸大会
、、、、、、、

 

11 月 17 日(土)、運営協議会い
きいき部会主催の「お笑い演芸大
会」が行われました。「たけのうち

すずめ」
さんのと
んち紙芝
居、「凸凹
ズ」さん

の音曲パフォーマンス、「左利き」
さんの漫才、「東京コミックショー」
のなつかしい蛇のコミック。爆笑
につぐ爆笑の連続で時間のたつの
も忘れて楽しみました。 

 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

夏輝レオン レビューショー
、、、、、、、

 

12 月 3 日(月)、運営協議会いき
いき部会・区民ひろば駒込・なか
よしさくら会共催「夏輝レオン 
レビューショー」が行われました。 
宝塚スターを思わせる夏輝レオ

ンさんの素晴らしい歌と踊りと楽
しいおしゃべりに魅了され、一時

間のショーはあっという間に過ぎ
てゆきました。素敵な歌声とショ

ーの雰囲
気は運営
協議会の
ホームペ
ージに短

い動画を載せてありますのでそち
らからどうぞ。 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

ちょこっと工作
、、、、、、、

 
12 月 5 日(水)、運営協議会すく

すく部会主催「ちょこっと工作」
が行われました。 

「サンタの
えんとつの
ぼり」を作
って楽しく
遊びました。

紙で作ったサンタがひもを引くと
えんとつに登るよ。 
 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

お茶会＆
、、、、

みんなの演芸大会
、、、、、、、、

 

平成 31 年 1 月 25 日(金)、運営
協議会いきいき部
会主催の「お茶会
＆みんなの演芸大
会」が行われました。 
第一部は駒込第 3 保育園の園児

とお茶会、第二部は
演芸大会、カラオケ
や舞踊など自慢の芸
を披露、楽しい時間
を過ごしました。 

運営協議会の主な活動を紹介し
ました。区民ひろばではこれ以外
に季節の行事などのイベントのほ
か、健康講座や育児相談なども行
っています。 
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･平成 30年度 運営協議会の主な活動報告 
H30. 4. 1 染井よしの桜まつり 参加協力 
H30. 5.16 運営協議会 定時総会 
H30. 6.23 1・2 歳児サーキット      （※ｽｸｽｸ） 
H30. 7. 2 しそジュース作り       （※ｲｷｲｷ） 
H30. 7.19 補助救援センター開設訓練 
H30. 7.30 みんなの演芸大会       （※ｲｷｲｷ） 
H30.10.13 みんなのひろばまつり 
H30.10.27 アートでハロウィン      （※ｽｸｽｸ） 
H30.11.17 お笑い演芸大会        （※ｲｷｲｷ） 
H30.12. 3 夏輝レオン レビューショー  （※共） 
H30.12. 5 ちょこっと工作        （※ｽｸｽｸ） 
H30.12.22 つなぐつながるみんなのＷＡ 2018 参加 
H31. 1.25 お茶会＆みんなの演芸大会   （※ｲｷｲｷ） 
H31. 2. 3 影絵の人形劇 
H31. 2.27 NPO 法人化に向けた勉強会 
（※ｲｷ）：運営協議会いきいき部会主催、（※ｽｸ）：運営協議会すくすく部会主催 

（※共）：区民ひろば駒込･運営協議会すくすく部会･なかよしさくら会共催 
（無印）：運営協議会全体行事 

ご利用案内
．．．．．

 
  開館時間：午前 9 時～午後 5 時 
  休 館 日：祝日・年末年始 
 
 〒170-0003 

 東京都豊島区駒込 2-2-4 
電話：03-3915-1966 
電話：03-3917-9873 
 

 
（JR 駒込駅のすぐ隣です） 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

影絵の人形劇
．．．．．．

 
2 月 3 日(日)、運営協議会主催

「影絵の人形劇」が行われました。

 
影絵サークル「みみ

、、
ず
、
くといちょ
、、、、、

うの
、、

木
、
」の皆さんにより「三匹の

ヤギのがらがらどん」「ブレーメン
の音楽隊」「笠じぞう」などが演じ 

られました。 
150 人を超える来場者があり、

カラフルで幻想的な影絵に子
どもだけでなく大人も感動。時
間の過ぎるのも忘れて見入っ
ていました。また、この日は特
別に舞台裏も見せていただく
ことができました。影絵製作者
の宮崎紀玖雄さんをはじめ十
人ほどのスタッフの皆さんの
おかげで楽しい
時間を過ごすこ
とができました。 

 

区民ひろば駒込運営協議会 
会長  片桐 昌英 

「区民ひろば駒込」は、
乳幼児からお年寄りまで
幅広い、世代間の枠を超
えた活動の拠点であり、
組織の枠を超えた地元に

開かれたひろばです。 
一昨年リニューアル工事を行い新し

くきれいになったひろばにふさわしい
楽しく賑やかなひろばにしたいと思っ
ています。 「ひろば祭」をはじめ、 

 
季節ごとにいろいろな楽しい企画を
用意して皆様のお越しをお待ちして
おります。ぜひ遊びに来てください。
また各種イベントに協力していただ
ける方を募集しています。 
運営協議会は地元の皆様にとって

より使いやすい施設にするためのＮ
ＰＯ法人化に向け勉強会を行うなど
準備を進めています。 
皆様のご協力のほど、

よろしくお願い申し上
げます。 

区民ひろば駒込 
運営協議会 

運営協議会へのご意見、ご要望は 
ひろば事務局まで ☏ 03-3915-1966 

 
毎月のイベントなどはホームページでお
知らせしています 
http:// www.toshima.ne.jp/~koma_01/ 

豊島区ホームページからもリンクしています。 
「豊島区ホームページ」 
⇒「暮らし・地域」 
⇒「区民ひろば」 
⇒「区民ひろば施設一覧」 
⇒「区民ひろば駒込」 
⇒「区民ひろば駒込運営協議会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」 

 

・区民ひろば運営協議会とは 
地域の諸団体及び個人との協力のもとに、「区民ひろば」の施設運

営を通じて、住民の教養を高め多様な交流を進めることにより、も
って活力ある地域社会の形成に資することを目的とする団体です。 

 


