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11月12日(日)に、杜松ホームの体育館で、荏

原第五地区ガラッキー大会が、荏原第五地区

健康づくり推進委員会主催で開催されまし

た。 

ガラッキーは、「ダーマ」と呼ばれる起き上

がりこぼしを交互に6回投げ、枠に入った自分

チームのダーマ数と自分チームが囲った相手

チームのダーマ数で点数を競うゲームです。  

枠から出てしまっ

た仲間のダーマに

当てて、枠の中に

入れるという高等

技術や、狙う場所

を指示する指揮官

がいるチームもあり、拍手や笑い声が絶え

ませんでした。 

人数の多い町会は2チームに分かれて参加

し、合計12チームで競い、二葉二丁目Aチー

ムが優勝しました。 

秋晴れのさわやかな1日。楽しい思い出にな

りました。 

 

『のんきの日スペシャルデー♬』 

11月15日(水)に、杜松ホームの体育館で、の

んきの日スペシャルデーが開催されました。 

のんきの日スペシャルデーは、高齢者が荏原

第五地区管内の介護保険事業所と交流を図る

ことを目的としています。 

今回は、消費者センター、訪問看護ステー

ション、ライフサポートなどによる無料相談

や社会福祉協議会、青空市による地域物産の

販売など様々なブースが用意されました。 

オープニングセレモニーとして、地域サーク

ルのしゃぼんだまさんによるハーモニカ演奏

が行われ、参加者も演奏に合わせて歌い、と

ても盛り上がりました。 

その後、参加者は思い思いのブースへ足を

運びました。事業所の方も積極的に高齢者

の元へ話を聞きに行くなど、相互の交流が

見られました。 

地域の事業所と高齢者が交流し、安心して

暮らせる地域づくりの良い機会となりまし

た。 



戸越小学校 

校長 矢田 雅久さん 

次回は、二葉神明町会さんにバトンタッチ 

『地域振興事業 施設見学会』  

11月17日(金)に、荏原第五地区施設見学会が

行われました。施設見学会は、連合町会、地

区委員会、支え愛活動会議共催の地域振興事

業として行っています。 

初めに、10年後の2027年にリニア中央新幹線

が開通予定ということで、山梨県立リニア実

験センターを見学しました。 

実験センターでは、実際に時速500kmで走行

するリニア試験車両を見ることができます。

写真を撮ることも困難な速度に、参加者から

はどよめきが起きました。 

実験装置を使った説明や実際に浮くミニリニア

乗車体験、ジオラマ展示など、将来品川区も通

るリニアモーターカーについて学びました。 

その後、富士山世界遺産センターを見学。メイ

ン展示の富嶽三六○は、特別な和紙でできた富

士山の1000分の1のジオラマで、光の当て方で

赤富士など様々な富士山を表現していました。 

親睦と見識を深める事ができた、施設見学会と

なりました。 

「故郷に学ぶこと」 

私の田舎は、島根県の津和野町です。とは

いっても、私自身は、生まれも育ちも東京都

大田区です。正確に言うと、津和野は私の亡

き父の生まれ故郷であり「先祖代々の墓があ

る町」ということになります。以前は山陰の

小京都として観光客でにぎわっていました

が、今はさびれた田舎町の一つとなりつつあ

ります。そんな故郷ですが、胸を張って言え

る自慢が一つあります。それは、町の人々の

笑顔での「あいさつ」です。昔から日本の何

処ででも見られた古き良き伝統が残っている

のか、また、津和野は昔から特に観光を町の

大きな財源とし、「おもてなし」の心をすべ

ての町民が育んできたからなのかはわかりま

せん。町の者どうしはもとより、他府県から

来た観光客のような私達とも、すれ違う度に

朝は笑顔で「おはようございます」、昼も 

 

笑顔で「こんにちは」、夜も笑顔で「こんばん

は」とあいさつをしてくれるのです。それは、

３歳くらいの幼子からお年寄りまで、まさに、

誰でも、何時でも、何処ででも、さりげない当

たり前のこととしての行為として行われていま

す。人口が１万にも満たない島根県の過疎の

町、津和野町と、東京の品川区とを比べること

はなかなか難しいとは思います。しかし、理想

ではありますが、日本中、いや世界中の人々が

何時でも、何処でも、

誰とでも優しい笑顔で

あいさつを交わすこと

ができるようになって

ほしいと思っていま

す。 
 



小中学生の子供たちを中心にした民謡舞踊教

室です。踊りの稽古を通して日本の文化に触

れ、心を育み、着物の着付け・礼儀作法・リ

ズム感等を学んでいます。年に数回、ボラン

ティアや慰問活動、品川区の芸術祭等で日頃

の稽古の成果を披露し、地域の皆さんにも喜

んで頂いております。また大人を中心にした

新舞踊教室も開催しています。オリジナル歌

謡曲のレパートリーは120曲を超え、歴史上の

偉人をテーマにした曲や人生応援歌、夫婦や

師弟の絆を歌った曲等様々です。 

まずは体験でいつでも見学にいらして下さ

い！稽古日等、お問い合わせ頂ければ折り返

しご連絡いたします。 

～仲良く 楽しく 元気よく～ 

 秀麗会 戸越仲よし会 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 

秀麗会 戸越仲よし会 
 

対  象：未経験者大歓迎 

活動場所：主に荏原第五区民集会所 

活 動 日：月3回・土曜午後 

参 加 費：月3,000円 

問い合せ：☎080-5404-3639(伊澤)  

地域支援員(ボランティア)募集！ 

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。 

踏み台に上がるのが怖くて、高

いところの作業ができない、重

たいゴミを拠点回収場所まで運

べなくて困っている、などの

ちょっとした困りごとをお手伝 

 

いしてくれる地域支援員(ボランティア)を募

集しています。尐しの時間で、ご自分で無理

なくできる範囲の、地域の支え合いにご協力

いただけませんか？ 

活動内容の詳細やわからないことなど、お気

軽にご連絡いただくか、地域センター内の支

え愛ほっと・ステーション窓口でお尋ねくだ

さい。住み慣れた町がもっと住みやすくなる

よう皆様の力をお貸しいただきたいと思って

います。よろしくお願いします。 

※年内12月28日まで、年始1月4日より 

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 
 9日(火)      始業式 

10日(水) 避難訓練 

11日(木) 席書会(5～6年生) 

12日(金) 席書会(3～4年生) 

15日(月) 全校朝会、安全指導日 

19日(金)～20日(土) 三学期学校公開 

19日(金)～21日(日) 小中連合作品展 

22日(月) 児童生徒会朝会 

24日(水) 冬季オリンピック壮行会 

  (4年生） 

26日(金) 都障害者バスケットボール 

  大会(5組後期) 

26日(金)～27日(土) 都立推薦入学学力検査日 

29日(月) ブロック朝会 

31日(水) 職場体験（8年生） 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 9日(火) 始業式、給食始 

10日(水) 保健朝会、安全指導日 

15日(月) 全校朝会 

17日(水) 児童集会 

19日(金)～21日(日) 連合作品展 

22日(月) 全校朝会 

23日(火) 避難訓練 

24日(水) 体育朝会、お話し会 

29日(月) 全校朝会 

 

1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） 
 
  ボルダリングタイム・卓球タイム 

 11日、18日、25日(木)16:00～17:30 

 対象:小学生以上 

 大電車まつり 

  20日(土)13:30～16:00 

 ボルダリングスペシャル  

 27日(土)14:00～16:00 

 対象:小学生以上 

 母親のための親育ちワークショップ 

  25日(木)13:30～14:30 

  2月1日、8日、15日、22日(木)13:30～14:30 

  対象:0歳児のお子さんのいる母親 

  5回とも母子で参加できる方 15名 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
   ＜お正月遊びスペシャルデー＞ 

 おもしろふくわらい 

 4日(木)14:30～15:30  

 みんなで作ったかるたで遊ぼう 

  5日(金)14:30～15:30 

 たこづくり 

  6日(土)14:00～15:00 

  定員:15名 

 かきぞめ 

  6日(土)14:00～15:30 

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 

      9日、16日、23日、30日 

休館日    1日(月)～3日(水)、11日(木) 

 

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

       10日、17日、24日、31日 

休館日 1日(月)～3日(水)、11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 


