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下神明駅は高架になっており、高齢者やバ

ギーの親子などが階段の上り下りで苦労をし

てきましたが、平成23年4月から4年の歳月を

かけて、誰もが安全に安心して利用できる駅

に生まれ変わりました。 

えば五リンピック 子どもも高齢者も一緒に遊ぼう 
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東急大井町線下神明駅バリアフリー工事完了 
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3月15日、杜松小学校跡にオープンした杜松

ホームで、荏原第五地区委員会主催「えば五

リンピック」が開かれ、およそ150人が参加し

ました。これは、オリンピックのようにス

ポーツを通じて、えばごの子どもたちと高齢

者施設の皆さんが交流することを目的に開催

されたものです。 

ラジオ体操で体をほぐした後は、みんなで

じゃんけん列車やサイコロの目を当てるゲー

ムなどを楽しみました。おじいちゃん、おば

あちゃんや施設スタッフも参加。あっという

間に仲良くなりました。 

体育館では健康づくり推進委員会の協力で握

力測定や輪投げ、ガラッキーなどができ、グ

ラウンドではドッジビー、ストラックアウト

で子どもたちが思いっきり体を動かして遊び

ました。子どもたちの歓声が響き、お年寄り

が笑顔で見守っていました。 

お腹が空いた頃、ポップコーンとカレーのい

い匂いが。子どもたちだけでなく、車いす

のおじいちゃんもおかわりして食べる姿に

施設スタッフもびっくり。「子どもたちの

パワーと雰囲気で、気難しい人も今日ばか

りは笑顔です」と施設長の津田敬子さんは

話していました。 

最後に平林繁雄地区委員会会長が、子ども

たちと一緒に杜松ホームの皆さんにお礼を

言いました。 

  一緒にゲームに参加後、笑顔で記念撮影 

平成23年2月工事説明会パンフレットより 



豊町2丁目親和会会長 

荏原第五地区連合町会会長 上田健次さん 

次回は、えばご管内の校長先生にバトンタッチ 

避難訓練 「イルカの見守り隊」も活躍  二葉神明町会 

豊葉の杜学園の校庭が完成して避難経路が変

わったことを受けて、3月22日二葉神明町会

が避難訓練を行い、およそ60人が参加しまし

た。 

訓練当日は、一時集合場所である町会会館に

集合。講話の後、豊葉の杜学園へ。校庭はと

ても広いので、入り口が2か所あります。一

方には階段がありますが、今回は訓練のため

敢えて車いすでも登っ

てみました。 

今日の訓練では、二葉

神明町会が高齢者見守

りネットワークの一環

で立ち上げた「イルカ

のマークの見守り隊」

が大活躍。この名前は

「元気でイルカ？」と

いう意味と、イルカが世界中で危機を助けに来

るシンボルになっていることから付けられまし

た。オレンジ色のジャケットにたすきを掛けた

姿はとても目立って、高齢者にもよくわかりま

す。 

参加した皆さんからは「実際に歩くことで手す

りの無い急な階段や崩落の恐れがある屋根瓦な

ど、避難の妨げになる場所がわかった」「発災

時の避難経路が確認できてよかっ

た」などの感想が聞かれました。 

訓練終了後は、イルカの見守り

隊、町内安全部、高齢者クラブな

どの役員が集まり、訓練を振り返

るとともに、普段からの声掛けや

地域の助け合いの大切さについて

改めて話し合いました。 

連合町会長を務めている縁で、リレーエッセ

イのファーストランナーになりました。 

私はこう見えてうさぎ年。趣味は40年来のゴ

ルフと料理です。最近大根料理を作ったら

「繊維に沿って切らないと煮ても固いままな

のよ」って怒られちゃったけど… 

小学校から野球で鍛えた体は病気知らず。学

生時代はクラブチームでプレイしました。活

躍すると女の子がりんごをむいてくれて嬉し

かったね。あとは、ふすまクラブに入って、

玄人はだしの腕前で飲み代を稼いでました。 

会社では技術者としてアフリカのザイールへ

も行きました。夏は区民まつりならぬ夏まつ

りです。やぐらに提灯を煌々とつけて盆踊

り。12ミリの鉄板で作った天ぷら鍋で200人前

も揚げてね。アフリカの大地で食べる天ぷら

はうまかったね。 

町会に関わったのは退職後です。忙しくなって

自分の時間が減ったけど、色々な人と出会い共

に活動できたことは新鮮で貴重な体験です。 

荏原第五地区は緑が多く、町会長が和気あいあ

いと話し合い、団結できるすばらしいところで

す。 

皆さんもリレーエッ

セイで人と出会い、

一期一会を大切に

「えばご」の絆を深

めていただきたいと

思います。 

子どもたちと餅つきを

楽しむ上田会長 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

みんなで支えあう

「絆」の強い町づく

りを目指し、私たち

の町会では1月の餅つ

き大会を始め、地域見守りを目的とした花壇

づくりやサロンの開催、また、防災フェスタ

等、長寿会、成年会

の協力を戴き、老若

男女すべての方が参

加できるよう工夫し

ながら取り組んでい

ます。 

その中の「サロンき

ずな」では、高齢者

の方を対象に「折り

紙教室」「ゆび編み

教室」「歌声喫茶」

「健やか脳生活のススメ」「高齢者の食生活

と低栄養予防について」等々、学びと楽し

み、そして美味しいお弁当試食会など様々な

催しを行うなか、時には小学生が飛び入り参

加するという微笑ましい場面もあり、元気を

もらうことができました。 

また、「花壇づくり」では、花を育てる喜び

はもちろんのこと、豊葉の杜学園のボラン

ティアサークル地域活動部の応援に、お孫さ

んと一緒のような気持で植栽を楽しみ、幅広

い交流の輪が広がりました。 

そして今年は町会の新年会を兼ねて伊東の

「品川荘」にバス旅行を実現！ 

2日間素晴らしいお天気に恵まれ「絆」を一

層深めてくることができました。 

「サロンきずな」は二葉2丁目町会にお住い

の方なら、どなたでも参加できます。 

開催は掲示板・回覧版で

お知らせしています。 

幅広い交流で絆を深める 

 二葉2丁目町会「サロンきずな」 

学 
楽 

もりぞう。豊葉の杜学園の子ども

たちの成長を見守っています 

「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 

二葉2丁目町会「サロンきずな」 
 

対  象：二葉2丁目町会に在住の方  

活動場所：二葉2丁目町会会館 

活 動 日：不定期(事前に掲示板・回覧板で案内) 

参 加 費：無料 

問い合せ：中島 ☎3785－3220  

新年会で伊東へ 富士山を背に記念撮影 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 2日(土)       土曜授業日 

  体力テスト(1～4年生、5組) 

 7日(木) 遠足(3年生) 

 8日(金) 離任式 

 11日(月) 安全指導日 

  消防写生会(2年生、5組) 

 12日(火) 避難訓練 

 14日(木) 遠足(1年生) 

 16日(土) 土曜授業日 

 20日(水) 運動会予行 

 23日(土) 運動会 

 25日(月) 振替休日 

 29日(金) 遠足(6年生) 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 1日(金) 離任式 

  写生会(3～6年生) 

 8日(金) 安全指導日 

12日(火)  遠足(1～2年生) 

14日(木)  避難訓練 

  消防写生会(1～2年生) 

22日(金)  スポーツテスト 

  林間学校説明会(5年生) 

 

 

5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と卓球タイム   

 14、21、28日(木)16：00～17：30 

  夢ウィークイベント「ゆたかハートフルパーク」            

 16日(土)13：00～16：00 

  一輪車クラブチャレンジ(入門)・ 

  一輪車クラブパフォーマンス(演技) 

 クラス受付・クラス分け・保護者説明会 

 12日(火)16：30～ 

 父親育ちワークショップ 

 23日(土)10：30～12：00 

  手作りアクセサリー教室 

 25日(月)10：00～12：00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  こども夢ウィーク「にこにこ♪えんにち2015」 

  9日(土)14：30～15：30  

  スーパーたねコプターを作って遊ぼう☆  

 19日(火)15：30～16：30 

   

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 

      5日・12日・26日 

休館日    14日(木)・18日(月)～20日(水) 

 

■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 

 

 

 

 

このたび、長年にわたり荏原第五地区の情報を

発信してきた「第五つうしん」と地域情報紙

「ゆふ」を統合し「えばごReport」を創刊する

ことになりました。荏原第五地区（えばご）で

活躍する団体、人、場所などを紹介し、皆さん

にもっともっとえばごを好きになってもらいた

いと思います。掲載を希望する方は事務局まで 

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1丁目町会 

豊町2丁目親和会 

豊町3丁目町会 

豊町4丁目町会 

豊町5丁目町会 

二葉1丁目町会 

二葉神明町会 

二葉2丁目町会 

二葉中央町会 

二葉3丁目町会 


