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春の交通安全運動にちな

み、5月12日、濱野区長が

豊町1丁目町会会館を激励

のため訪問しました。 

濱野区長は「皆さんも交

通事故に会わないように

気を付けてください」と

話し、片桐幸子会長は

「町会みんなで、交通安

全の啓発に取り組んでい

きます」と笑顔で応えま

した。 

防災広場「ゆたかしいのきひろば」開園 
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4月10日、のんき通りに面した豊町4-3-20に、

防災広場「ゆたかしいのきひろば」が開園

し、豊町4丁目町会唐澤英行会長が、濱野区長

から公園を管理するカギを受け取りました。 

公園の真ん中にはシンボルツリーのしいの木

が配され、100ｔの耐震性防火貯水槽、かまど

ベンチ3基、災害用トイレ4基、防災倉庫など

も備わっています。公園により細街路が広が

り、まちの安全に一役買っています。 

濱野区長は「この広場を活用していただき、

地域の活力の向上にも努めていただきたい」

と祝辞を述べ、応えて唐澤会長は「このよう

な防災広場を整備していただき、地域として

感謝しております。私たちは心を一つにし

て、尐しでも被害を尐なくするようにして

いきたいと思います。」と挨拶しました。 



えばご管内の校長先生 

次回は、豊町1丁目町会 片桐幸子会長にバトンタッチ 

地元企業と町会がコラボ「防災体験フェア」 

4月18日、のんき通りに面した光陽産業㈱の

呼びかけで、豊町4丁目町会、豊町5丁目町

会、二葉中央町会、二葉3丁目町会、のんき

通り商店街が協力して、防災体験フェアを行

いました。 

これは、木造住宅が密集する地域に所在する

様々な立場の団体が協力して、防災の意識向

上を図ろうと、昨年

から始まったもので

す。 

今年は、大崎高校や

消防団も参加して、

にぎやかなフェアに

なりました。 

豊葉の杜学園 小泉和博校長先生 

大田区に７年、品川区に３０年

勤務しています。私の自慢は豊

葉の杜学園を含め、区内８校を

経験していることです。数年前

より、健康を意識してウォーキ

ングを始めました。休日には自宅近くの鶴見

川の土手を、富士山や野鳥、草花を見ながら

６ｋｍほど歩いています。また、時間のある

時は、なじみの店でコーヒーの香りと味を楽

しんでいます。 

 

豊葉の杜学園 橋本茂樹校長先生 

開校３年目の豊葉の杜学園。保

護者・地域の皆様の熱い期待と

信頼を真摯に受け止め、子供た

ちが毎朝、早く学校に行きたい

と思い、保護者の皆様が我が子

の成長が楽しみと感じ、地域の皆様に私達の町

の学校を応援したいと思っていただける学校づ

くりをしていきます。ご支援・ご協力、何卒よ

ろしくお願い申し上げます。  

 

戸越小学校 太田繁伸校長先生 

平成２６年度より、戸越小学校の

校長として勤務しております。私

は、もともとは中学校の教員とし

て２５年間勤務しておりました。

その後区内の台場小学校で副校長

として勤務して以来、小学生とは

今年で７年目のお付き合いとなります。校長に

昇任してから２年目の新米の校長ですが、皆様

どうぞよろしくお願いいたします。  

二葉3丁目町会 防災隣組認定 

木造住宅が密集する二葉3丁目町会では町会

をあげて災害対策に取り組んでいます。 

災害時に自力で避難することが困難な人に対

しては、複数の支援者を決め、独自の確認

カードを作成。毎年秋に実施する二葉3丁目

町会総合防災訓練では、町会会館を災害対策

本部とし、実際の道路を会場に避難誘導訓練

や初期消火訓練をして

います。 

その実績が認められ、

東京防災隣組第四回認

定団体となりました。 

おめでとうございま

す。 昨年の訓練の様子 

大崎高校生の指導で消火訓練 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

私たち豊町1丁目町会

「ゆたか壱乃會」で

は、毎年9月に行われ

る戸越八幡神社例大

祭での町会神輿を中心に様々な活動をしてい

ます。例えば、もちつき大会などの町会活動

に積極的に参加し町会の方々との繋がりを深

め、また、近隣の祭礼にも参加する事でたく

さんの神輿會との友好関係

を築きあげる事ができまし

た。荏原第五地区祭りで

は、唐揚げやコロッケの模

擬店を出店し、他町会の

方々や学校ＰＴＡの人達と

の交流の輪も広げる事がで

きました。そのほかにも、

地域のバレーボール大会に

呼んでもらったりなど、様々な分野で声をか

けて頂けるようになりました。 

神輿会員との親睦を深める為に、飲み会、ス

キー旅行、富士急ハイランドなど、様々なイ

ベントを企画し実行しています。たくさんの

繋がりを大切にし、「神輿」という日本の伝

統文化や、薄れゆく人との関わりの大切さを

次世代の子供達に引き継いでいける様に活動

しています。 

私たちの町会神輿は、戸越八幡神社宮神輿と

同じように、太鼓、笛の音色と共に、神輿を

担ぐ城单神輿で行っています。担ぐのが苦手

な方でも、神輿に付いた太鼓を叩いたり、笛

を吹いたりと、いろんな形で参加できますの

で、老若男女問わず、みんなで町会神輿を盛

り上げていきたいと思っています。 

私たちの活動に尐しでも興味を持たれた方、

住みよい地域作りを一緒に楽しみましょう。 

入会お待ちしております。  

行事やお祭りを笛と太鼓で彩る 

 豊町1丁目町会「ゆたか壱乃會」 

学 
楽 

「文庫の森」名前の由来になった 

三井文庫。今は防災備蓄倉庫とし

て活用されています。 

「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 

「ゆたか壱乃會」 
 

対  象：町内外の方どなたでも 

活動場所：豊町1丁目町会 

活 動 日：不定期（メール連絡） 

参 加 費：イベント毎での徴収 

問い合せ：會長  平林  ☎ 090-3206-6973 

     事務局 松澤  ☎ 090-5779-6235 

  お祭りの後はみんなで記念撮影 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(月) 安全指導 

 2日(火) 避難訓練 

 3日(水)～5日(金) 日光移動教室(小5組） 

 8日(月)～10日(水) 移動教室(7年生) 

 9日(火) 音楽鑑賞教室(5年生) 

19日(金) 1学期学校公開 

  音楽発表会(1～6年生、小5組) 

23日(火) 社会科見学(4年生) 

24日(水)～26日(金)  日光移動教室(6年生) 

27日(土)       スチューデント・シティ(5年生) 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 1日(月)～3日(水) 移動教室(6年生) 

 5日(金)～8日(月) 学校公開 

 9日(火)  音楽鑑賞教室(5年生) 

       マナーキッズテニス(3～4年生) 

13日(土)    スチューデント・シティ(5年生) 

16日(火)  避難訓練 

18日(木)  社会科見学(4年生) 

20日(土)  中学校体験(6年生) 

23日(火)  交通安全教室 

28日(日)    開校記念日 

30日(火)        授業参観・保護者会(4～6年生) 

 

6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 

    4日(木)、11日(木)、18日(木)、25日(木)   

    16：00～17：30 

  親子のひろば合同運動会   

      6日(土)10：00～12：00 

  花育講座「季節のお花に触れよう！」               

      10日(水)15：30～16：30 

  母親講座「手作りビーズアクセサリー教室」 

    22日(月)10：00～12：00 

  乳幼児プール開放 

     ピンテープ配布 1日(月)～ 

    ピンテープ回収 16日(火)～19日(金) 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  親子のひろば合同「すくすくうんどうかい♪」 

     6日(土)10：30～12：00  

  遊びの王様「ふうせんバレーをしよう！」  

    8日(月)15：30～16：30 

  ハンドメイド「おしゃれこもの入れをつくろう」  

     18日(木)15：30～16：30 

  ベビーマッサージ 

    22日(月)10：30～11：30 

  あそんでミルミル「タッチdeポン！」 

      25日(木)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 

      2日・9日・16日・23日・30日 

休館日    11日(木) 

 

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

       3日・10日・17日・24日 

休館日 11日(木)・29日(月)～7月1日(水) 

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。 
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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 

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 


