
Report 

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、是非ご来場ください。 

日時：7月19日(日) 午後3時～午後8時10分 

     20日(祝) 午後5時～午後7時40分 

会場：旧荏原第四中学校 

平成27年度のえばご(荏原第五地区） 
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区民まつりのおしらせ 

発行日 平成27年6月20日 №3 

4月8日、青少年対策荏原第五地区委員会の総

会があり、平成27年度役員ならびに行事予定

が決まりました。 

主な行事は次の通りです。 

また、5月29日に、荏原第五地区連合町会 

ならびに防災協議会総会が行われました。 

平成27年度の役員は昨年度に引き続き下記

のとおりです。 

19日は子どもたちのス

テージがあります。 

両日とも午後6時から

は盆踊り。地区委員さ

んや町会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。 

会長 平林 繁雄 豊町1丁目町会 

副会長 赤羽根 操 二葉1丁目町会 

〃 唐澤 ヒロ子 豊町4丁目町会 

会計 佐々木 武人 二葉1丁目町会 

〃 中山 雅子 二葉神明町会 

監事 葭原 勝之 豊町3丁目町会 

〃 富士原 成光 二葉中央町会 

春のイベント 5月23日 ※報告は2面 

ラジオ体操 学校・公園 7月21～31日 

えば五リンピック 杜松ホーム 8月22日 

大運動会 戸越小 10月18日 

雪遊び 福島県 2月27～28日 

会長 上田 健次 豊町2丁目親和会 

副会長 清水 義男 二葉1丁目町会 

〃 片桐 幸子 豊町1丁目町会 

会計 大渕 綾子 二葉中央町会 

監事 小林 政敏 豊町5丁目町会 

※内容は、変更になる場合があります。 



豊町1丁目町会会長 片桐幸子さん 

次回は、二葉1丁目町会 清水義男会長にバトンタッチ 

春のイベント 富士サファリパークへ 

5月24日、荏原第五地区委員会主催の春のイ

ベントが行われ、地域の親子連れなどおよそ

100人が参加しました。 

メインイベントは、富士サファリパークの

ジャングルバス。ライオンやゾウの迫力ある

姿を間近で見ることができ子どもたちは大興

奮。帰りのバスでは「エサをあげられて面白

かった」「ライオンが近くてびっくりした」

と、家族

や友達と

楽しそう

に話して

いる姿が

見られま

した。 

 

ファーストランナーの上田会長に続き、私も

兎年です。思えば半世紀前の鮫州自動車教習

所には女性の姿は見られず、教習中は緊張の

毎日でした。それでもブルーバードのハンド

ルを握った時の感激は、今でも忘れられませ

ん。近年世界各地の国際化は目覚しく、男女

共同参画の進展を願う此頃です。 

 

豊町1丁目は、東西に走る戸越銀座商店街を跨

ぎ、北に大崎中学校、单に戸越小学校、ゆた

か図書館、都立大崎高等学校、文庫の森公園

(国文学資料館跡地)、戸越公園と緑ゆたかな

文教と商業の街です。春夏秋冬、折々の町会

行事には若者達の参加も多く、活気に溢れて

います。 

また、独居高齢者の増加に「こだまシルバー

クラブ」を立ち上げ四年になります。健康体

操や手芸、ゲーム、講演会を企画し、六月の

第三日曜日には敬老会を開催。約４００人の高

齢者全員に学童からの祝メッセージカード、赤

飯、菓子折を配ります。そして会館で婦人部の

皆さんによ

る手作り料

理をふるま

い、交流す

ることで絆

を深めてい

ます。 

「こだまシルバークラブ」での 

交流を楽しむ片桐会長（写真中央） 

杜松ホームで「のんきカフェ」開催 

5月26日、杜松ホーム「のんき庵」で誰でも参

加できる「のんきカフェ」を開催しました。民

生委員さんにもご協力いただき、今回はティッ

シュの空き箱を使ったかわいい小物作り講座を

実施しました。「のんきカフェ」は高齢になっ

ても認知症になっても安心して住み慣れた地域

で暮らし続けていくことを応援しています。定

期的な開催にむけてただいま準備中です。 

問い合せ：杜松在宅介護支援センター ☎5750-7707 

カピバラに直接エサやり！ 

和気藹々と小物作りを楽しむ皆さん 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

二葉中央町会は昔か

ら の 伝 統 を 受 け継

ぎ、元旦9時に下神明

天祖神社へ初詣、そ

こから1年が始まります。神輿会は、大渕町

会町発案の「サロン・ド中央」、4月上旬の

「さくらまつり」を含め町会諸行事に参加し

ています。 

神輿会結成以前は、二葉

神輿連合に参加すると担

ぎ手不足を痛感していま

した。平成12年に氏子 

7町会の若手の集まりの

下神明天祖神社成年会が

でき、林さんの呼びかけ

で堀さんと私(川名)の3

人で出席した時、他町会

の神輿会や睦会の話を聞いて、神輿会の必要

性を実感しました。富士原さんや高橋健さん

など、今の中心メンバーや豊四会の丸山会長

に相談して会則を作り、林さんを会長に平成

16年6月、町会の傘下に「二葉中央神輿会」

を結成しました。当時の飯塚町会長がOKを出

して下さり、町会の行事にも積極的に協力す

るようにとの条件で助成金も頂きました。 

その後、倉橋副会長の助言で資源回収を開始

し、平成23年からは二葉中央商店会主催の品

川納涼祭に模擬店を出店。また、町会から 

1枚3万円の半天を作って頂き、年々メンバー

を増やしました。 

今の大渕町会長の時に、神輿会の中心メン

バーがそのまま町会の役員になり、より一層

町会との結び付きが深まりました。納涼祭で

は、婦人部の皆さんにもお手伝い頂くように

なりました。慰労会は、屋形船やハプナで行

い大いに親睦を深めていま

す。今後も町会に協力してい

くつもりです。 

町会に協力して町会を盛り上げる 

 二葉中央神輿会 

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 

二葉中央神輿会 
 

対  象：中央町会に在住・在勤の方と関係者 

活動場所：二葉中央町会・下神明天祖神社 

活 動 日：主に7月～9月 

参 加 費：年会費1000円 

問い合せ：林 正次 ☎3782-1821 

  下神明天祖神社祭礼での神輿 

このプリンはどこにあるでしょう？ 

答：豊町5丁目児童遊園 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 2日(木)    東京都学力向上調査(5・8年生) 

 4日(土) 避難訓練 

 6日(月) 保護者会(1・3・5・7・9年生) 

  7日(火) 保護者会 

            (2・4・6・8年生、小中5組) 

 8日(水) 開校記念日 

   11日(土) ファイナンスパーク(8年生) 

 14日(火) 主張発表会(9年生) 

 17日(金) 終業式 

  18日(土) 夏季休業開始  

 30日(木)～8月1日(土) 富山林間学園 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 3日(金) 授業参観・保護者会(1～3年生) 

 4日(土) 戸越の森コンサート 

         PTAサマーフェスタ 

 7日(火)  避難訓練 

 8日(水)    なかよし給食 

13日(月)  スクールステイ(ゆたか保育園) 

17日(金)  終業式 

18日(土)～20日(月) 日光林間学園(5年生) 

21日(火)  夏季休業日開始 

22日(水)・23日(木) サマースクール 

  

 

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と卓球タイム   

      2、9、16、23、30日(木)16：00～17：30 

  母親講座「アクセサリー教室」              

      13日(月)12：00～16：00 

  キッズビーズ 

    22日(水)15：30～ 

  幼児プール開放 

    15日(水)～8月31日(月)まで10：30～15：30 

  打ち水大作戦 

     15日(水)～8月31日(月)まで15：30～16：00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  あそんでミルミル＆ハンドメイド「マイうちわを        

  つくろう！」    

    14日(火)15：30～16：30 

  あそびの王様｢ウォーターバトルで対決しよう！」 

    29日(水)14：30～15：30 

  乳幼児対象「乳幼児プール開放」 

    21日(火)～8月31日(月)の月曜日～金曜日 

    10：30～12：00、13：00～14：00 

     

                

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 

   7日・14日・21日・28日 

休館日   9日(木) 

 

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

   8日・15日・22日・29日 

休館日   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。 

発行：えばごReport編集部 

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 


