
　

（1）弁天ニュース１３号 平成28年7月15日

協賛：弁天校下社会福祉協議会

ご協賛の皆様にお礼申し上げます 

平成28・29年度 町会長・女性部長の方々 

磯路さくら通り           

４月２９日(金・祝）オーク２００ ２Fアトリウム 
 毎年４月２９日に開催される弁天まつり。今年も舞台
ではコーラス・フラダンス・カラオケ大会・ビンゴゲーム・
プロ歌手のコンサートに屋台と催しは盛り沢山でした。
カラオケ大会ではプロ顔負けの方々が熱唱されました。
弁天地域活動協議会の女性部がぜんざいを販売し、
みなさん弁天まつりを楽しんでいました。 

地域福祉部会 

弁天地域活動協議会  

会長 上 田 哲 夫 

弁天１丁目町会  弁天２丁目東町会  弁天２丁目西町会  弁天３丁目北町会 弁天３丁目中町会 弁天３丁目西町会 
    会長 上田 哲夫        会長 坂野 幸三               会長  岡島 正         会長 中野 義崇      会長 山星 正文        会長 倉垣 猪佐夫 

 女性部長 久保田 紀子   女性部長 池之上 美由紀     女性部長 黒瀬 和美    女性部長 中野 節子    女性部長 米田 見戸里         女性部長 後藤 京子 

弁天３丁目東町会  弁天３丁目南町会 
       会長 金子 修三      会長 物部 三世 

 女性部長 青木 ひろ子    女性部長 辻原 文子 

クロスタワー町会  弁天４丁目東町会  弁天４丁目西町会  弁天４丁目南町会  弁天４丁目北町会 
    会長 小谷 悦子          会長 黒田 義晴        会長 山田 秀夫      会長 中村 勝義            会長 久保忠男 

 女性部長 高森 みと枝       女性部長 山地 登代子     女性部長 池西 郁子     女性部長 池本 紀世美     女性部長 竹内有紀子 

 弁天4・5丁目町会  弁天５丁目東町会  弁天５丁目西町会 
      会長 辻本 和正          会長 小川 宏          会長 福田 康志 

   女性部長 川下 エイ子      女性部長 大山 昭子     女性部長 山口 信子 

弁天５丁目中町会  弁天5・6丁目町会   東急ﾏﾝｼｮﾝ町会    第３コーポ町会 
    会長 長田  勉          会長 宮本 公男           会長 中村 喜久        会長 木村 重治 

 女性部長 安藤 富美子      女性部長 川真田 ひろ子    女性部長 池田 良子       女性部長 坪井 みゆき 

よろしくお願いします 

(有)塩野ボルト 
   弁天５－４－２０ 

０６－６５７５－３６４０ 

倉橋営建株式会社 
         弁天４－２－１６ 
Ｔ/06-6574-0177 Ｆ/06-6576-1753 

代表取締役 合 田 明 弘 
      弁天６－４－１ 

三協グループ(株) 

三港ロープ(株) 
   弁天５－１７－２２ 

０６－６５７７－７７７１ 

藤田製作所 
ＴＥＬ ０６－６５７４－１６４８ 
ＦＡＸ ０６－６５７１－３５１１ 

 世良産業(有) 
代表取締役 世 良 嘉 朗 
  弁天５－１３－１４ 

   長田製作所 
    弁天５―１０―５ 

 ０６－６５７２－２２９１ 

(株)鳥居鈑金工業 
   弁天４―６―３ 

０６－６５７５－１８１９ 

児童かきかた研究所 

弁天５―１６―１４ 

   お好み焼 幸 
    弁天４―３―１１ 

 ０６－６５７２－７９０１ 

医 療 法 人 有 仁 会 

香 山 医 院 
弁天５―９―９ 

中  塚  眞  人 

０６―６５７３―３０００ 

街角エステ 美笑 

仁匠会しおの整骨院 

  弁天４丁目１２―９ 

 ０６－６５７３－４９７６ 

受付時間    月    火    水    木    金    土    日 

8:30～11:30    ●  ●  ×  ●  ●  ●  ● 

15:00～19:00    ●  ●  ×  ●  ●  ●  × 

☆日曜日の受付は8：30～12：00 休診日＝祝祭日 

(有)ユビックス 
株式会社 

ツガワ 
市岡元町1-4-5 
Ｔ/06-6583-0111 

Ｆ/06-6583-0232 

   民 生 委 員 会 
委員長  宮 越 壽 夫 

４月２日(土） 磯路さくら通り～磯路小学校前にて 

 港区の桜の名所といえばさくら通り！今年で２回目となった桜まつり。
昨年よりも出店する地域が増えて、大にぎわいでした。我が弁天地域
も名物になりつつあるチヂミで出店させていただきました。 
  
 

弁天地区はチヂミ・フランクフルト 
飲物を販売しました。 

青少年部会 



弁天ニュース１３号（2）平成28年7月15日

 弁天小学校の横門に地域活動協議会の掲示板 

を設置してもらいました。 

 小学校の施設を利用す 

る地域活動の行事予定、 

行事変更事項、また 

弁天ニュースも掲示して 

いますので、ご覧ください。 

 

池本紀世美 山本泰子   濱田益子 
粟井良子   羽東まり子  渡邉智子  
柏木るみ    中尾亜紀     楠田妙    本田由香 

 地域活動協議会も４年目にはいりました。今年の夏は、一段と暑くなるそ

うです。皆様も水分補給を忘れずに、また日ごろのストレスを発散して、

元気にこの夏を乗り越えましょう。 
 

ではコーラス・フラダンス・カラオケ大会・ビンゴゲーム・

カラオケ大会ではプロ顔負けの方々が熱唱されました。

 お馴染みの盆踊りの曲（ 炭坑節 ・ ドンパン節・河内音頭・地蔵
盆うた ）の４曲を中心に練習します。たくさんのご参加をお待ちし
ています。 
 

盆盆踊踊りり練練習習会会

気持ちいい汗をかこう！ 

生涯学習ルーム・はぐくみネット 

青少年部会 

三社神社夏祭り 

上記決算報告書の詳細についてご覧になりたい方は、

 弁天会館に資料を置いてます。 

 カヌー体験にザリガニ釣りと 

楽しい企画がいっぱい！ 

お問合せ：子ども会会長 山本 

 弁天小学校在住の小学生を 

対象に弁天小学校の校庭で 

キャンプをします。（雨天決行） 

お問合せ：子ども会会長 山本  090-5880-6144 

毎月 第３木曜日 １０時３０分～１２時 
さくら会館（弁天老人憩の家）弁天3-10-19 

 弁天うさぎクラブは、就学前の子どもさん
とお母さんがゆっくりくつろげるサロンです。 
 妊娠中の方も大歓迎です。 

    気軽にご参加ください。 

 
  

７月１日（金）～３１日（日）までの期間 

 

 平成２８年度女性学級学習会が６月
１７日（金） 地域包括センターひまわり
２階にて行われました。 
【毎日を心豊かに健やかに暮らそう】を
年間テーマに地域包括支援主査、紺
田百合さんを講師に迎え第一回講義
【延ばそう！健康寿命】と題して生活習
慣の改善、特に食生活の重要性につ
いて大変わかりやすく、講義していた
だきました。 
 
ストレッチ体操で 

リフレッシュ 

「盆踊り講習会」 

８月４・１１日（木）１３：００～１５：００ 

弁天会館 ３階大広間にて 

皆さまのご参加を、お待ちしています 

 弁天地区は 
２１日に 
太鼓巡行 
獅子巡行 
 巡行時間は各町会に掲示しています。 

 ７/１（金）弁天町駅前にて 街頭啓発 

７/１２（火）～７/２７（水） 区民センターにて 

     小学生対象に、非行防止に関する 

     標語の書道、ポスターを展示 

７/２７（水）講演会 講師 桂 福丸氏 

              （港区市岡在住） 

    テーマ 「笑顔が産みだす明るい絆」 

          ～笑いが人を強くする～ 

    時 間  開場 １８：００ 

          開演 １８：３０ 

          講演 １９：００～２０：１５ 

    場 所  区民センターホール 

多くの皆さまのお越しをお待ちしております 

             


