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7月22日(土)・23日(日)に、荏原第五地区の品

川区民まつりが行われました。会場は旧荏原

第四中学校(朋優学院戸越校舎)で、延7,000人

が来場しました。 

22日には開会式が行われ、司会は豊葉の杜学

園の子どもたちが務めました。まず初めに、

上田実行委員長が挨拶。続いて豊葉の杜学園

の小泉校長先生が開会宣言をして、区民まつ

りが開幕しました。 

 

りなど、子ども達によるゲームコーナーも

にぎわいました。また、荏原消防署戸越出

張所による子ども防災体験と荏原警察署に

よる白バイの展示と啓発が行われ、子ども

達は貴重な体験を楽しみました。 

校庭の中央のステージでは、児童センター

の子どもたちや豊葉の杜学園、朋優学院、

大崎高校の生徒達が日頃の練習の成果を発

表。迫力のある演技や演奏に、大勢のお客

さんから拍手が贈られました。 

 

会場には町会や商店会、地区委員会の模擬店

が所狭しと並び、長蛇の列ができていまし

た。子どもも大人も美味しそうに食べていま

した。また、体育館では恒例のプラレールや

行燈の絵付けなどが行われました。これらに

は豊葉の杜学園、戸越小学校、大崎高校、日

本音楽高等学校の生徒がボランティアとして

参加し、元気な声での呼び込みなど、大人顔

負けの働きを見せてくれました。 

豊葉の杜学園の児童生徒会による水鉄砲射的

や地域活動部によるボールを使ったゲーム、

日本音楽高等学校によるびゅんびゅんごま作

そして夜はお待ちかねの盆踊り。 

おそろいの浴衣がばっちり決まっている町

会の方々。子どもも大人も仲良く輪を作っ

て踊り、区民まつりの最後を飾りました。 

 



豊町五丁目町会 

千葉 信昭 さん 

次回は、二葉中央町会さんにバトンタッチ 

高年者懇談会 「ゆたかクラブ 民踊」 

7月27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。今回のお楽しみは、

ゆたかクラブの皆さんによる民踊です。ゆた

かクラブの皆さんは、綺麗な浴衣をまとい全

4曲を披露してくださいました。 

沖縄の働き者の女性を表した「かりゆし

糸満
いちまん

」はとてもリズムが良く、参加者は自然

とリズムを取っていました。「品川音頭」で

は、参加者も踊りに加わり、踊り終わると盛大

な拍手が送られました。 

「区政モニターに参加して」 

私が区政モニターに参加して早いもので 4 年

目 (一期 2 年) になりました。応募した理由

は、生まれ育った品川区についてもっと知り

たいとの思いからです。モニター集会は、区

政への理解と行政に対し意見・要望を伝え

る、より良い品川区づくりに役立てることを

目的とした制度です。集会、施設見学会、モ

ニターレポート提出などが主な仕事です。集

会ではテーマごとに課題が出され、グループ

討議を行います。私が興味のあるテーマは

「地域防災」と「地域コミュニティの活性化」

です。地域防災では、いつ起こるかもしれな

い首都直下地震に対する区の施策や他地区の

方から聞いた防災への取り組みは大変勉強に

なりました。集会で正しい情報を得、さまざ

まな方の意見を聞くことはとても楽しみです。

私の意見や感想が少しでも区政の役に立てれば

良いと思っています。皆さんも次回 (30・31 年

度) の区政モニターに参加しては如何でしょう

か。 

豊町二丁目親和会 「スタンドパイプ操法・放水訓練」 

7月9日(日)、豊町二丁目親和会で防災訓練が

行われ、20名が参加しました。 

荏原消防署戸越出張所から署員の方を4名招

き、消火栓の水栓の開閉やホースで繋がった

筒先での放水について学びました。 

参加者は「消火栓は、町会内の道路上に22カ

所あるので、災害時の初期消火に役立てたい

と思います。」と語っていました。 



 

私達ハーモニカサークル「しゃぼんだま」は

数年前のうるおい塾や区民プロデュース型の

ハーモニカ講座修了者を中心に、折角習った

のだから楽しく上達をしたいという願いから

「高齢者福祉団体」として登録し、中西先生

を講師としてお招きしました。それ以来4年

間、ハーモニカ合奏を楽しく学ぶひと時を過

ごしています。また、その成果として大崎シ

ルバーセンターで行われる月1回のほっとサロ

ン「えんがわ」でのボランティア演奏や日頃

の練習の集大成として「区芸術祭(ライブサー

カス)」や「シルバーセンター音楽祭」などに

も参加しています。当サークルは、会員の皆

さんのハツラツとした元気に支えられて活動

をしています。 

               田山 隆始 

     楽しく学ぼう♪ 

ハーモニカサークル  しゃぼんだま 学 
楽 

「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 

しゃぼんだま 
 

対  象：高齢者  

       ふるさとなど童謡が吹ける方 

活動場所：荏原第五区民集会所 

活 動 日：第１、第2、第3、第4水曜日(午前) 

参 加 費：月2,000円 

問い合せ：090-4368-1771(田山) 

ほっとサービスのご案内 

支え愛・ほっとステーションでは、高齢者や

障害者の方を対象に、日常生活でのちょっと

した困りごとを、30分200円で地域支援員(ボ

ランティア)がお手伝いするほっと・サービ

スを行っています。 

●電球を交換して欲しい、高いところのも

のを取って欲しい。 

●買い物や通院後の薬取りをお願いしたい。 

●ちょっとした掃除やゴミ捨ての拠点まで

ゴミを運んで欲しい。など 

日常生活での困りごとに、ご登録いただい

ている地域の方「地域支援員(ボランティ

ア)」がお手伝いします。 

ご相談をいただいた後に、状況の確認をさせ

ていただくためにご自宅にお伺いします。 

確認した結果、ボランティアでは対応が難し

いと思われる場合でも、どうすれば解決でき

るかを一緒に考え、出来るところを見つける

努力をします。相談は無料です。こんなこと

も頼めるのかな？と思うことでも、まずはお

気軽にお電話ください。 

FAX03-3785-2016 

 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(金)   始業式、集団引取訓練、避難訓練 

 2日(土) 土曜授業日 

   セーフティ教室（1～4年生、5組前期） 

 4日(月) ブロック朝会 

 7日(木)～8日(金) 

       中間考査(7～9年生) 

 8日(金) 連合スポーツ大会(5組後期) 

 11日(月) 全校朝会 

 12日(火) セーフティ教室(5～9年生、5組後期) 

 19日(火) 児童生徒会朝会 

 23日(土) 運動会(1～4年生) 

 25日(月) 振替休業日 

 26日(火) 連合体育大会(7～9年生) 

 26日(火)～28日(木)  

       職場体験(5組、9年生) 

 28日(木) 社会科見学(3年生) 

 29日(金) 音楽鑑賞教室(1～6年生、5組前期) 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 1日(金)   始業式 

 2日(土) 土曜授業日・引き渡し訓練 

 4日(月) 全校朝会 

 5日(火) 全校水泳検定日 

 6日(水) 体育朝会  

 8日(金) 授業参観・保護者会 

 13日(水) 児童集会 

 20日(水) 保健朝会 

 20日(水)～22日(金)  

       移動教室(6年生) 

 25日(月) 全校朝会 

9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） 
 
ベビーマッサージ 

 5日(火)10：00～11：00 

 対象：8ヶ月頃までの、寝返りする前の親子 

おやつクラブ 

 6日(水)15：00～17：00 

ボルダリングタイム・卓球タイム   

  7、14、21、28日(木)16：00～17：30 

親子のひろば プチありんこクラブ 

 12日(火)10：00～10：45 

 対象：平成29年4月2日以降生まれの子と保護者 

ボルダリングスペシャル 

  16日(土)14：00～16：00 

親子リトミック 2学期受付説明会 

 26日(火)年少クラス14：30～15：15 

  年中、年長クラス15：20～16：05 

 対象：3歳児親子(年少クラス) 

    4、5歳児(年中、年長クラス)  

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
ぷちひよクラブ 

 活動日:毎週月曜日 11:15～12:00 

 開始日:9月11日(月) 

 対象:0歳児(2017年4月2日生～) 

一輪車タイム 

 活動日:毎週火曜日 15:30～16:30 

 対象:小学生以上 

   

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 

      5日・12日・19日・26日 

休館日    14日(木) 

 

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

       6日・13日・20日・27日 

休館日 14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 


