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支え愛・ほっとステーション 『オープニングセレモニー』 
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6月9日(金)に、荏原第五地域センター内に支

え愛・ほっとステーションが開設されまし

た。 

開設にあたりオープニングセレモニーを実

施。上田連合町会会長と大塚民生委員協議会

会長がテープカットをしました。 

支え愛・ほっとステーションは、高齢者が生

活不安を解消し、住み慣れたまちで暮らし続

けられるよう設置された相談窓口です。 

窓口には、社会福祉士の資格を持った品川区

社会福祉協議会の専門職員が常駐し、地域セ

ンターという身近な場所で、高齢者の日常的

な困りごと等の相談をお受けします。地域セ 

 

ンターに用事で来たついでなどに、お気軽

にご相談ください。 

 

荏原第五地区 『区民まつりのお知らせ』 

今年も区民まつりの季節がやってきました。

ご家族・お友達・ご近所お誘いあわせの上、

ぜひご来場ください。 

日時：7月22日(土) 午後3時～午後8時10分 

     23日(日) 午後4時～午後7時40分 

会場：旧荏原第四中学校 

 

両日とも子どもたちのステージと盆踊りを実

施。地区委員が出店するおいしいものもたく

さんあります。 

どうぞ足をお運びください。 



豊町一丁目町会 

    松澤 和昌さん 

次回は、二葉一丁目町会さんにバトンタッチ 

高年者懇談会 『大正琴 品川レディースによる演奏』 

5月25日(木)、高年者懇談会が荏原第五区民

集会所で行われました。今回は,品川レ

ディースさんによる大正琴の演奏でした。参

加者の皆さんは大正琴の美しい音色に合わせ

て歌いました。途中、品川レディースさんの

代表者が出すじゃんけんに、参加者が後出し

じゃんけんで勝つというゲームを行いまし

た。頭の体操となり盛り上がりました。最後

の曲の東京音頭では、皆さん手拍子をしなが

ら歌いました。歌ってリフレッシュする一時と

なりました。 

 

私がボランティア活動を始めて25年が経ちま

した。活動のきっかけを与えてくれたのは当

時よく遊んでいた三ツ木児童センターの先生

でした。高校生の時、祖父が亡くなった事で

家業の配達をする為毎日17時までには帰宅し

なければならず、その為バイトや部活も出来

ない生活にふて腐れ悩んでいた時期でした。

そんな時センターの先生に「学校から帰って

来たら17時まで子ども達の面倒を見てよ」と

頼まれ、元気な子ども達と一緒に遊び、ふれ

あう事で自分の中の気持ちが晴れ、幸せと充

実感でいっぱいになり、このきっかけが私の

救いになりました。 

その時の子ども達とは今でも交流があり、祭

礼のお手伝いなどをやってもらっています。 

今では消防団、地区委員などを通して人との

ふれあいの大切さを自分なりに広げていき、

私を救ってくれたボランティア活動の時間に

恩返しを込めてこれからも一生懸命活動してい

きたいと思っています。 

しながわECOフェスティバル2017 『本のリサイクル市』 

5月28日(日)に「しながわECOフェスティバル

2017」がしながわ中央公園で開催されまし

た。二葉図書館では「本のリサイクル市」の

ブースを出して、来場者に図書館のリサイク

ル本を提供しました。小説、料理本、絵本な

ど約1000冊用意したところ、800冊以上お持ち

帰りいただきました。 

 

中央：町会防災訓練でスタンドパイプの使用方法     

   を指導する松澤さん 



私達の会主は、琴伝流琴望会
きんでんりゅうことみかい

田村望寿々
た む ら む み す ず

先生

です。 

昭和63年に中小企業センターの高齢者を対象

とした会食会で田村先生が初めて大正琴の演

奏をされました。それを聴いた当時の民生委

員が習いたいと考え、「こばと」と会に名前

を付け、婦人部が中心となって会を発足しま

した。田村先生に教えていただき、高齢者施

設等で楽しく演奏をし、皆さんに大変喜ばれ

ました。そして現在、品川レディースと名前

を変えて活動しています。 

荏原第五区民集会所では毎年5月頃の高年者懇

談会に出演しています。また、琴伝流の全国

大会、東京大会で毎年演奏しています。 

入会をご希望の方は、下記までご連絡くださ

い。 

笑顔で楽しく 

   大正琴 『品川レディース』  学 
楽 

品川レディース 
 

対  象： どなたでも 

活動場所： 荏原第五区民集会所 

活 動 日： 毎月第二、第四木曜日13時～16時 

参 加 費： 問い合わせてください 

問い合せ： 高瀬 03-3774-2632 

6月9日に荏原第五地域センターの中に身近な

福祉の相談窓口「支え愛・ほっとステーショ

ン」が開設されました♪ 

地域の中で気になる方がいる、どこに相談し

ていいかわからない、そんな時はぜひご相談

ください。 

また、ちょっと困った！という時にボラン

ティアの方にお手伝いをしていただく「ほっ

と・サービス」があります。例えば、薬の受

取り・小さな家具の移動・季節家電の入れ替

え・電球交換やゴミ出しなどです。 

利用料は30分200円になります。まずは、お

電話ください。 

「学ぶ・楽しむ」の

コーナーは、荏原第五

地区で活動する団体の

紹介をしています。 

掲載を希望する団体は

荏原第五地域センター

（☎3785-2000）まで 

☆ ボランティアさん募集 ☆ 
「こんなことなら手伝えるかな？」 

あなたのできることを教えてください。手助

けを待っている方がいます♪ご協力をお願い

します。 

 支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625  
相談 

無料 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日（土）    土曜授業日 

         第2回PTA運営委員会   

 3日（月）    安全指導日 

         全校朝会 

 4日（火）    避難訓練 

 6日（木）    東京都学力向上調査（5、8年生） 

         たてわり班給食 

 7日（金）    主張発表会（9年生） 

 8日（土）    開校記念日 

10日（月）    児童生徒会朝会 

13日（木）    保護者会（1、3、5、7、9年生） 

14日（金）    租税教室（9年生） 

         保護者会（2、4、6、8年生、5組） 

15日（土）    わくわく豊葉の杜フェスタ 

18日（火）    ブロック朝会  

         大原小・山中小部活動体験日 

19日（水）    クラブ活動（5、6年生） 

20日（木）    1学期終業式 

27日（木）～29日（土） 富山林間学園（5年生）   
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 3日（月）    安全指導日 

 4日（火）    避難訓練 

 6日（木）    東京都学力向上調査（5年生） 

11日（火）    学校110番  

         お話し会 

19日（水）    給食終 

20日（木）    終業式 

                

         

7月の行事予定 

児 童センター 
 

 

 

■ティーンズプラザゆたか  ３７８６－０６３３ 

（ゆたか児童センター） 
 
  チャレンジボルダリング・卓球タイム 

   毎週木曜日 16：00～17：30 

   6日、13日、20日、27日 

  （対象）ボルダリングは小学生以上 

  ボルダリングスペシャル 

   8日（土）14：30～16：00 

  （対象）小学生以上 

  親子のひろば夏祭り 

   14日（金）10：30～12：00 

  （対象）乳幼児親子 

  ワンコインランチ 

   7月31日（月）～8月4日（金）10：30～12：00 

  （対象）小学生以上  

 

   

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  乳幼児プール開放 

   7月18日（火）～8月31日（木） 

    10：30～12：00 

    13：00～14：30 

   （対象）乳幼児親子から未就学児 

  ママのためのヨガ講座 

   12日（水）10：30～11：30 

   （対象）乳幼児を持つ母親 

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 

      4日・11日・18日・25日 

休館日    13日（木） 

 

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

       5日・12日・19日・26日 

休館日 13日（木） 

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）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 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


