
 

今後の行事
12月
27日（木） 子供火の用心 

集合：原宿幼稚園
28日（金） 
29日（土） 
30日（日）

歳末特別防火防犯パトロール 
集合：熊野神社

2019年1月
３日（木） 初詣 

集合：熊野神社
17日（木） 防災点検 

集合：原宿の丘
中旬 新年会
3月
上旬 原一女子会 

場所：神宮前三丁目施設
下旬（また
は4月上旬）

観桜会 
場所：新宿御苑

5月
中旬 町会対抗ソフトボール大会 

場所：原宿外苑中学校
下旬 総会 

場所：妙圓寺
定期開催
防犯 
パトロール

毎月 第２土曜  19時30分～ 
毎月 第４金曜  16時00分～ 
集合：熊野神社

統一美化 偶数月 第２日曜  9時50分～ 
集合：ロイヤルマンション前

渋谷区 区政功労者 表彰

町会からのお知らせ

地域を愛するスポンサー 

青山ウエスト歯科 / 青山熊野神社 / 青山肩楽堂はり・きゅう整骨院 / ㈱岡本肉店 / おたふくわた / 香咲 / 嘉麟香 /  
國學院高等学校 / 三光産業㈱ / ㈱ジム / Shining Hearbody / 新川屋田島酒店㈱ / セレクトショップディンプル /  
Dive to Wine 神宮前 / 大宝山 長安寺 / 蛸あざぶ / とうふ創菜Dining 蒼 / とちの樹 / 日本基督教団 原宿教会 /  
日本不動産アドバイザーズ㈱ / 原宿の丘コミュニティ委員会 / 原宿幼稚園 / FUGA / フェイズアオヤマ /  
フラッツ矢野 / Hair & Make Ridicule / ㈱堀内カラー コマーシャルイメージングセンター / 焼き鳥たか /  

Lift up Cut SUNAYAMA / 蓮光山 妙圓寺 （五十音順・敬称略） 

原宿一丁目町会のホームページは、スポンサーの皆様からの協賛金で運用されています。 
ご興味のある方は、町会ホームページ内のお問い合わせフォームよりご連絡下さい。

区や地域の発展・社会
福祉への貢献などの功績
の顕著な方に贈られる渋
谷区区政功労者表彰に、
原一町会副会長 兼 原宿
地区美化推進委員会会長
の遠藤晴久さんが選出さ
れ、ご夫婦で表彰式に出

席されました。 
式典の様子は『しぶや
区ニュース』にも掲載さ
れました。記事は渋谷区
のホームページでもご覧
いただけます。 
https://bit.ly/2RX 
PSXX 

振り込め詐欺に注意 
原宿署の刑事さんから
町会役員会の席で振り込
め詐欺についてのお話を
伺いました。 
地価高騰で神宮前地区
の振り込め詐欺が増加。
最近は手口も巧妙化して
おり、30代の方でも被
害に遭われたとか。 
自分は大丈夫と考えず、
少しでも怪しいと思った
ら確認を取りましょう。 

編集後記 
カラー版の原一通信の
２回目を発行します。 
今回も写真を多く掲載
し、活動・行事の雰囲気
をお伝えできるように制
作しました。 
年末年始も様 な々活動・
行事があります。町会員
の方の行事へのご参加、
町会に入会されていな方
のご入会をお待ちしてい
ます。

青山高校生も活躍 
祭礼には青山高校もボラン
ティアで参加しています。 
今年は約120名の生徒さん
が模擬店や各町会の神酒所で
お手伝いをしてくれました。 

毎年9月下旬に行わ
れる例大祭。 
今年は四年に一度の

本祭で宮神輿の渡御。
原一町会の年番で準備
してきたのですが、大
型の台風24号が接近。 
神社と各町会の敬神

会で協議した結果、安
全面を考慮して中止が

決定されました。 
神社境内の縁日には、

原一町会員も模擬店ス
タッフとして参加しま
した。雨にも関わらず
多くの方にお越し頂き、
普段と変わらぬ賑わい
を見せ
ていま
した。
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熊野神社例大祭
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原宿表参道元氣祭
スーパーよさこい

神宮前地区
総合大運動会

神宮前地区 防災訓練
神宮前地区の防災訓

練が神宮前小学校で行
われました。今年は神
小の生徒とPTAの父兄
も参加されました。 
訓練内容は、避難所

の開設、救助訓練、初
期消火、スタンドパイ

プ、防災講義の５つ。 
スタンドパイプは水

道管に直接つなぎ放水
する装置。高い水圧が
かかり危険なので確実
にジョイントすること、
といった重要な情報を
教わりました。

(

SHIBUYA BOSAI FES 2018
渋谷区総合防災訓練
渋谷区総合防災訓練

が代々木公園で開催さ
れました。東京湾北部
を震源とする震度６強
の地震が発生した想定
で訓練スタート。内容
は①発災初動対応訓練
（初期消火等）、②防

災関係機関災害対応訓
練（延焼火災消火訓練
等）、③ライフライン
復旧訓練等。近年各地
で大きな災害が発生、
改めて自助・共助・公
助の連携が重要である
ことを学びました。

表参道で行われたスー
パーよさこいのパレー
ド。原一町会はスター
ト地点で給水とガイド
ブックの配布をお手伝
いしました。 
今夏は異常とも言え

る猛暑で、当日の最高

気温はなんと37℃。 
例年以上に給水が重

要になるため、飲み物
を求める演者さんが多
く、大忙し
の一日で
した。

原宿外苑中学校で行
われた神宮前地区８町
会対抗の運動会。 
原一は午前中の競技

で全く振るわず、最下
位を争う展開に。 
しかし午後に入ると、

50代以上の「ひゃくあ

し競争」でダ
ントツの１位
を獲得！ 
続く「障害物リレー」

「町会対抗リレー」で
２位になり、最終的に
は総合３位まで巻き返
しました。
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