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敬老の日に近い9月17日に、荏原第五区民集会

所で高年者懇談会が行われました。高年者懇

談会は、ひとり暮らしをしている高齢者の介

護予防と健康および生きがいの充実を目的と

して、民生委員さんが企画運営をしていま

す。 

今回は高齢者の方34人が参加し、二葉幼稚園

の年長さん約70人が来てくれました。 

歌のプレゼントから始まり、縄跳びなどの特

技を披露したり、高齢者の皆さんと一緒に手

遊びをしたりしました。 

子どもたちの元気な姿を見て、高齢者の皆さ
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秋の交通安全期間の9月30日、啓発運動に取

り組む町会の皆さんに感謝の気持ちを伝えよ

うと、濱野区長が警視庁のマスコットキャラ

クターのピーポくんとピー子ちゃんとともに

豊町2丁目親和会を訪問しました。 

サンサン防災広場前に立てられたテントに

は、上田会長をはじめ町会の方々が集まり、

濱野区長を笑顔で迎えました。 

濱野区長は「朝早くからご苦労さまです。ご

自身も交通事故に遭わないように気を付け

て、啓発活動をよろしくお願いします。」と

日ごろの活動をねぎらい、上田会長は「町会 

 

みんなでしっかりと安全を守っていきま

す。」と笑顔で応えていました。 

んも楽しそうでした。最後には、握手をし

て別れを惜しんでいました。 



豊町3丁目町会会長 橋本政德さん 

次回は、二葉2丁目町会 中島美惠会長にバトンタッチ 

杜松ホームで「のんきカフェ」開催 

9月30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」が開催されまし

た。今回のテーマは、気になる健康法。 

身体測定をおこなった後、杜松ホームの看護

師長さんから健康へのアドバイスを受け、

座ってテレビを見ながらでも毎日出来る頭と

体の運動を教えていただきました。その後

は、参加者から看護師さんへの質問を受け付

け、普段悩んでいることやみんなの健康自慢

について意見がとびかいました。健康自慢で

は、毎日8000歩を目標に歩いている参加者や

毎朝中央公園でラジオ体操を行うことが健康

法だという参加者もいました。最後にお茶を

飲みながらのお話タイムがとられ、とても良

いかたり合いの場となりました。 

次回は、10月26日(月)13：00～15：00、次々回

は、11月24日(火)13：00～15：00に杜松ホーム

「のんき庵」にて開催予定です。 

私事ですが、私が町会長に選ばれてから、三

年が経ちました。まだまだ、わからないこと

も多いですが、就任したときも前会長が、ご

逝去され急なことだったこともあり、引き継

ぎ無く戸惑う日々だったことを思い出しま

す。そんな中、連合町会の会長を始め皆皆様

方、また町会役員の方々の助言を戴き、ここ

まで務めることができました。 

私が町会に入ったのは、現役の町会長だった

父親が亡くなり家業を継いだ昭和 44 年。祭禮

にむけ、半ば強制的に入れさせられ現在に至

ります。町会の役職も色々と経験し、その

分、たくさん苦労もしましたが、皆様とのお

付き合いは大変勉強になり、今でもそのとき

のことが役に立っています。平成元年には民

生児童委員を委嘱され、地域の高齢者や児童

の諸問題など行政とのパイプ役として活動を

して参りました。毎年区民まつりでは、地域

の皆様に民生児童委員が、どの様な活動をして

いるか周知して戴く為に啓発活動を行っていま

す。これからも微力ではございますが、地域の

皆様のお役にたてればと願っております。 

区民まつりにて濱野区長と民生児童委員の皆さん

と記念撮影(前列中央) 



  荏五再発見 
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「二葉三睦会」は、

二葉三丁目町会の御

神輿を通じて、祭礼

と神輿の巡行に協力

し、良き習慣と指導者

を次代に残すことを目

的にしています。 

35年前「町に大神輿が

出来れば、もっと盛り

揚がるだろう。」と町

の有力者の方から多大

な御奉納があったのが

きっかけと聞いていま

す。多くの皆さまの共

感とご協力を得て現在

の大神輿の誕生となり

ました。そして、その

時に発足したのが「二

葉三睦会」です。 

当町会の大神輿は、行

徳の十五代浅子周慶
あさこしゅうけい

の手によるもので、有名

な深川富岡八幡宮の一之宮神輿（十六代浅子

周慶）、富岡八幡宮御本社神輿をはじめ多く

の歴史ある神社の御神輿と兄弟筋にあたりま

す。 

この大変価値ある大神輿を守り続けることは

正に、町のため、地域のため、未来の子供達

のためと信じています。当町会は、「例大

祭」と「こどもの日」の二回、神輿を担ぐ機

会があります。ぜひ、この御神輿を観て触っ

て担いで頂きたいと思います。 

二葉三睦会会長  

武内達治 

伝統ある町の神輿を担ごう 

 二葉3丁目町会「二葉三睦会」 

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 

「二葉三睦会」 
 

対  象：二葉3丁目町会員、会が認めた人 

活動場所：二葉3丁目町会 

活 動 日：不定期 

参 加 費：月600円 

問い合せ：青木 ☎3771-1171  

  例大祭での神輿 

杜松のぎんなん。樹齢90年を越える

大木は地域のシンボル！ 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 4日(水)       安全指導 

 5日(木) 理科発表会 

           避難訓練 

 6日(金) 学習成果発表会児童鑑賞日 

  7日(土) 学習成果発表会保護者鑑賞日 

  9日(月)～13日(金) 進路面談 

 10日(火) 英語学習成績発表会(7～9年生) 

 13日(金) 就学時健診(14時～) 

 14日(土) CAP大人向けワーク(10時～) 

 16日(月)～20日(金) 職場実習(中5組、9年生) 

 17日(火) 生活科見学(2年生) 

   NHK見学(5年生) 

 18日(水) 期末考査(7～9年生) 

 19日(木) 期末考査(5～9年生) 

   たてわり班あそび 

 20日(金) 期末考査(5～9年生) 

 21日(土) PTA豊葉もちっこまつり 

 27日(金) 主張発表会(8年生) 

   CAPS(7年生) 

 30日(月) CAP(5年生) 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 2日(月) 社会科見学(3年生) 

 5日(木) ハローグッドジョブ！(5年生) 

 6日(金)～7日(土) 展覧会 

10日(火) 避難訓練 

     体育館耐震工事開始(解放なし) 

10日(火)～13日(金) 個人面談 

19日(木) 就学時健診 

25日(水) ユニセフ集会 

27日(金) 校内研究会 

 

11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&卓球タイム   

      6、13、20、27日(木)16：00～17：30 

  ボルダリング講習会               

      15日(土)14：30～16：30 

  親子のひろば合同運動会 

    15日(土)10：30～12：00 

  母親講座「アクセサリービーズ教室」 

    17日（月）10：00～12：00 

  季節のお花に触れよう！「花育講座」 

     21日(金)16：00～17：00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  みなゆた☆こどもまつり 

     7日(土)13：30～15：30 

  歯科衛生士講座「0歳からはじめるむし歯予防」 

     9日(月）10：30～11：30 

  遊びの王様「みんなでバスケットボール大会」 

    10日(火)15：00～16：00 

  ドッカン!!巨大空気砲で遊ぼう！ 

    17日(火)16：00～17：00 

  单ゆたか☆ミニピザパーティー 

    24日(火)15：00～16：00 

  カラースライム作り 

    26日(木)14：30～15：30 

  

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 

      3日・10日・17日・24日 

休館日    12日(木) 

 

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

       4日・11日・18日・25日 

休館日 12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。 
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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 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 

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&卓球タイム   

      5、12、19、26日(木)16：00～17：30 

  抱っこボランティア講座 

    6日(金)13：30～14：30 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  みなゆた☆こどもまつり 

     7日(土)13：30～15：30 

  歯科衛生士講座「0歳からはじめるむし歯予防」 

     9日(月)10：30～11：30 

  遊びの王様「みんなでバスケットボール大会」 

     10日(火)15：00～16：00 

  ドッカン!!巨大空気砲で遊ぼう！ 

     17日(火)16：00～17：00 

  单ゆたか☆ミニピザパーティー 

     24日(火)15：00～16：00 

  カラースライム作り 

     26日(木)14：30～15：30 

  

  


