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地区委員会「えば五リンピックｄｅ夕涼み」開催 
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8月22日、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ｄｅ夕涼み』が開催

され、およそ180人が参加しました。 

ラジオ体操で体をほぐした後、体育館とグラ

ウンドで健康づくり推進委員の協力のもと、

ガラッキーとわなげを楽しみました。ガラッ

キーはチーム対抗戦を行い、優勝チームには

豪華賞品がプレゼントされました。子どもか

ら高年者までチーム一丸となり、初めて会っ

た人同士でも自然と会話が弾み笑顔があふれ

ていました。 スポーツを楽しんだ後には、グラウンドで

地区委員さんお手製カレー・コロッケ・か

き氷、そして杜松ホームからの差し入れで

デザートをいただき、施設利用者の方も美

味しそうに食べていました。 

辺りが暗くなってきた頃を見計らって花火

を実施。初めて手持ち花火をしたという子

どももいて大いに盛り上がりました。 

子どもから高年者まで存分に体を動かし、

杜松ホームに笑い声が絶えない日となりま

した。 
チーム対抗ガラッキー大会 

荏原消防団第五分団の皆さんに協力して頂いて

花火を楽しみました 

地区委員会「荏原第五地区 大運動会」のお知らせ 

日程：10月18日(日) 9：00開会(予定) 

会場：戸越小学校 

内容：町会の子どもから大人までを参加対象                            

      とした運動会。 

   町会リレーや玉入れ等を実施予定。 

この大運動会は、スポーツを通

して地域の絆を高めることを目

的に開催されています。 

10月上旬にポスターが掲示されますので、是非

ご確認の上、足をお運びください。 



二葉中央町会会長 大渕綾子さん 

次回は、豊町3丁目町会 橋本会長にバトンタッチ 

今年は戦後70年、高校野球100年目、その他節

目を迎える事が多いように感じます。 

この夏、東京は35度を超える猛暑日が観測史

上初の連続8日間、異常気象といわれて久しい

とはいえ堪えました。私の子どもの頃は30度

を超えると特別暑いと感じたのに、今は32・3

度で今日は尐し過ごしやすいと思うのは、体

が慣れてきたのか、または年のせいでしょう

か。 

子どもの頃といえば、空襲が日常化した中、

昭和20年3月10日の東京大空襲、怖さにふるえ

ながらも焼夷弾
しょういだん

の赤い火の玉がゆらゆら落ち

てくるのに見とれていたこと、戦後2年目の

夏、疎開先から戻ってきた時の東京の夜空に

輝く満点の星、特に天の川がきれいだったの

が思い出されます。今年も8月15日は、高校野

球を応援しながら今の平和が長く続くことを

祈りました。 

夏の行事の区民まつり、昨年工事中で出来な 

かった杜松ホームでのラジオ体操も大勢の方に

参加していただき無事終わりました。今後ます

ます町内の絆を深めていきたいと思います。 

ラジオ体操で町内の子どもたちとの交流を楽しむ 

大渕会長(右から2番目) 

豊町1丁目町会 かやの木の広場で防災訓練 

8月18日にかやの木の広場にて、豊町1丁目

町会の防災訓練が行われました。この日は

朝早くから、町内100人以上の方が訓練に参

加し、豊町1丁目町会としては初となる、大

規模な防災訓練を実施することができまし

た。片桐会長のあいさつをうけて訓練が開

始すると、まずは簡易トイレの組立につい

て学びました。その後、班ごとにスタンド

パイプ接続訓練を行い、大人から子どもま

で、実際に放水を体験しました。訓練の後

は広場で炊き出しを行い、みんなでカレー

を試食しました。 

荏原第五地区 総合防災訓練のお知らせ 

日程：10月25日(日) 9：00～ 

会場：旧荏原第四中学校 

内容：スタンドパイプ取扱訓練、 

   応急救護訓練、初期消火訓練、 

   ミニポンプ放水訓練、炊き出し訓練 

総合防災訓練は、自分たちの町は自分たちで守

るという町ぐるみの防災意識の高揚と配備され

ている防災資機材の使用について、技術の向上

を図る訓練です。 

荏原消防団第六分団の皆さんに指導して頂きました 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

平成に年号が変わっ

た頃、故三橋町会長

にお願いをして、子

供神輿巡行後にその

子供神輿を担がせてもらっていました。数年

が過ぎこれでは満足出来なくなり、平成5年

に神輿会を作ろうと、賛同者名簿と会則作り

をしました。私達は、町会と青尐年との繋が

りが、お神輿を担ぐことで出来るとの思いが

有り、青尐年育成まで考えま

した。町会の承認を得てよう

やく豊四みこし会を発足しま

した。平成6年に初代会長佐

藤さんの知人の神輿で町内を

初渡御
と ぎ ょ

しました。翌年からは

浅草のレンタル神輿で楽しん

でいましたが、二代目会長八

木さんの時から戸越・豊連合

渡御に参加する事になり、現

在も続いています。平成10年

私(丸山)が三代目会長になりました。以前よ

りマイ神輿が欲しくて、町会の仕事は豊四會

会員でなんでもお手伝いしました。夏の薬剤

散布、地区まつりの焼きそば、かき氷、芋煮

会、星空映画会、プールで釣る会・食べてみ

る会、餅つきなど色々とさせていただきまし

た。理解のある町会の皆様に応援されて、仲

間達と会を盛り上げて来ました。 

そして平成12年祭礼終了後、夢の様な大神輿

造営の話が出てきました。すぐに神輿造営実

行委員会を立ち上げ、翌平成13年7月にお披

露目する事ができました。豊町四丁目町会の

宝物として豊四會で大切にお守りしていま

す。また、災害の時は、神輿の仲間を中心に

結束して対応するつもりです。 

         豊四會会長 丸山幸二郎 

お神輿で町会と青少年を繋ぎます 

 豊町四丁目町会「豊四會」 

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 

「豊四會」 
 

対  象：豊町四丁目在住・在勤、その仲間 

活動場所：豊町四丁目町会、下神明天祖神社 

活 動 日：一年中 

参 加 費：半纏 8,000円(初年度会費免除) 

     年会費3,000円(2人以降は2,000円) 

問い合せ：丸山幸二郎 ☎ 03-3784-1341 

下神明天祖神社祭礼での神輿 

この遊具はどこにあるでしょうか？ 

 答：のんき通り広場 



学 校 
■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 2日(金)       避難訓練 

 3日(土)～5日（月） 修学旅行(9年生) 

 5日(月) 音楽鑑賞教室(1～6年生、小5組) 

   9日(金) 生活科見学(1年生) 

14日(水)～15日(木) 中間考査(7～9年生) 

15日(木) 社会科見学(3年生) 

           都障害者陸上大会(中5組) 

16日(金) 連合学習発表会(小5組) 

 茶道教室(3年生) 

17日(土) 市民科授業地区公開講座 

20日(火) 連合体育大会(6年生) 

22日(木) 社会科見学(3年生) 

23日(金)       児童生徒総会(5～9年生)    

28日(水)       連合音楽会(5年生、吹奏楽部) 

31日(土)        学習成果発表会開会式(1～9年生) 

           学習成果発表会舞台発表(5～9年生) 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 2日(金) 避難訓練 

 3日(土) 新1年生学校説明会①10：30～ 

 6日(火)  なかよし給食 

 9日(金)    安全指導日 

           ハローグットジョブ(6年生) 

15日(木)～17日(土) 学校公開 

17日(土)  セーフティ教室 

           新1年生学校説明会②14：00～ 

20日(火)  連合体育大会(6年生) 

           ふれあい給食(1、2年生) 

23日(金)  イングリッシュキャンプ(4年生) 

27日(火)    連合音楽会(5年生) 

29日(木)   社会科見学(3年生) 

 

10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  

      1、8、15、22、29日(木)16：00～17：30 

  母親のアクセサリー教室               

      19日(月)10：00～12：00 

  ゆたかっこまつり 

    24日(土)13：00～15：30 

  ハロウィンパーティー 

    31日(土)13：30～15：00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  品川栄養士講座｢お弁当作りについて」 

     2日(金)10：30～11：30  

  品川栄養士講座 

  ｢離乳食完了期から幼児食への食事」  

      6日(火)10：30～11：30 

  ベビーマッサージ  

      8日(木)13：30～14：30  

  品川栄養士講座 

  ｢どうしたらいいの？子どもの食生活(2～3歳)」 

     15日(木)10：30～11：30 

  ハロウィン!！2015☆单ゆたか 

     24日(土)14：30～16：30 

  おはなし会 

     29日(木)14：45～15：15 

  プチリトミック 

      8、22、11月12日(木) 

     1歳児コース    13：30～14：00 

     2、3歳児コース 14：10～14：40 

 

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 

      6日・13日・20日・27日 

｢ゆたか図書館ツアーに参加しよう！」 

          25日(日) 14：00～15：00 

休館日    8日(木) 

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

       7日・14日・21日・28日 

休館日 8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 

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 


