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27年12月11日から28年1月13日まで、ゆたか

図書館内にて戸越の歴史、町歩き、開館40

年に関連する特集・展示を実施しました。 

40年前を振り返る写真展とともに、貸出用

と し て 品 川 区立 図書 館 の 地 域 資料 や  

当時の話題の資料を収集し、館内閲覧用と

し て 戸 越 公 園や 文化 財 な ど に 関す る  

資料をファイルにまとめました。また、町

歩きのために商店街のパンフレットや観光

マップを配布しました。ご来館の方から

「面白い展示だ」「昔住んでいたから懐か

しい」というお声をいただきました。    

今後も生涯学習の場としてご利用いただけ

高年者懇談会 「手品」 
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ゆたか図書館「歴史・町歩き戸越」展示 
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クリスマスイブの12月24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38人が参加し、品川区在

住の小澤正さんが手品を披露してください

ました。ハンカチがステッキに変わる手品

やスプーン曲げ等を楽しい会話を織り交ぜ

ながら披露してくださいました。 

会場は大いに盛り上がり、笑いと拍手が絶

えない楽しい時間を過ごすことができまし

た。 

るよう地域サービスを提供したいと  

考えております。 

      ゆたか図書館長 古瀬 佳世子 

  ひもを使ったマジックを披露 



二葉神明町会会長 中尾 力さん 

次回は、豊町4丁目町会にバトンタッチ 

二葉すこやか園 「ふれあいどうぶつえん」 

12月11日に二葉すこやか園に移動動物園が来

園しました。 

学級ごとに動物の扱い方を教えてもらい、実

際に触ったり、えさをあげたり色々な経験を

しました。 

毎年冬に開催することで、動物の温かさを肌

で感じ、生きているってこういうことなんだ

なということを子供たちに肌で感じ取っても

らっています。動物に聴診器をあてて心臓の

音を聞く体験も行われました。 

園児たちは、へびやぞうがめなどなじみのな

い動物を見てびっくりしたり、うさぎやモル

モットなどのかわいい動物を見てうっとりと

していました。 

初めて動物に触れる子供も多く、とても貴重

な体験となりました。 

 

昭和 19 年 4 月大間窪小学校入学後、戦争が激

しくなり、水戸と小山に疎開しました。昭和

20 年 8 月に終戦となり、東京に戻るのに小山

から無蓋貨車で上野まで行き、国電に乗り換

え大井町まで辿りつきました。あの頃は食糧

難でひもじい思いをした事を今でも覚えてい

ます。 

私は、定番の言葉でいうと仕事が趣味です。

都立港工業高校で鉄道模型をやっていたの

で、今ではささやかながら乗り鉄を自負して

います。昭和 61 年 4月 2 日の西大井駅開業パ

ンフレットと切符、8 － 8 － 8 末広がり切

符、9 － 9 － 9 サンキュー切符、14 － 12 － 1

りんかい線開通パンフレットなどをコレク

ションしています。機会があれば見に来てく

ださい。 

小川まき子前会長の後、私が町会長をお引き

受けして現在に至っております。神明町会で

は三役の他、美化衛生部、女性部、青尐年

部、交通部、町内安全部、高齢者支援対策部

があり、部長さんのもと、部員の皆さんが和

気藹々とボランティア活動に精進されてい

らっしゃいます。 

豊町4丁目町会 「おたのしみクリスマス会」 

  中尾会長のコレクションの一部 

12 月 17 日に杜松ホームで豊町 4 丁目町会の

「おたのしみクリスマス会」が開催されまし

た。サンタクロースも訪れ、楽しくにぎやか

に行われました。 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

私達「荏原第五地区

健康づくり推進委員

会」は毎月一回講師

の原先生と木村先生

の指導のもと「ふれあい健康塾」を実施して

います。今年7年目になるふれあい健康塾で

は前半に高齢者さん全

員の血圧、脈拍、日常

生活での体調を委員が

記録し木村先生が親身

な対応とフォローをし

て下さいます。その

後、原先生による健口

体操、ゴムボールを

使った指先足裏刺激運

動、ロコモ体操、リズ

ム運動をします。後半

は全員でカルタ、トラ

ンプ、折り紙、輪投

げ、ガラッキー、ペタンクゲーム等でリフ

レッシュします。又、年2回は三味線伴奏で

童謡を歌ったり、マジックショー、フラダン

ス鑑賞、歌謡ショーと盛りだくさんの企画に

高齢者の皆さんは毎回喜んで下さいます。年

間行事では、6月に「ガラッキー大会」、7月

に「地区まつり」での握力測定、11月に

「ウォーキング」を開催しています。恒例行

事のガラッキー大会では出場者一人ひとりの

レベルが年々上がり、白熱した試合に大興奮

しています。ウォーキングにおいては紅葉を

鑑賞しつつ品川区、大田区、目黒区の史跡め

ぐりを堪能しています。これからも多くの

方々に参加して頂ける様、推進委員は努力し

てまいります。そして、地域の皆さん、高齢

者の皆さんのお役に立てる様、住み良いまち

づくりを目指してまいります。ぜひご意見、

ご要望をお聞かせ下

さい。楽しみにお待

ちしております。 

     島田 律子 

地域の健康づくりのお手伝いをしています 

 荏原第五地区健康づくり推進委員会 

学 
楽 

今年も多くのカモが戸越公園に 

訪れていました 

(2016年1月4日撮影) 

「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 

「ふれあい健康塾」 
対  象：65歳以上の足腰が弱ってきた方 

活動場所：荏原第五地域センター 

活 動 日：毎月第4金曜日(変更あり) 

参 加 費：無料 

問い合せ：品川区健康課健康づくり係  

     ☎5742-6746  

  ガラッキー大会の様子 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 2日(火) 交流給食(4、5年生) 

 4日(木)～5日(金) 職場体験(8年生) 

   交流給食(4、5年生) 

 6日(土) 親子交流会(3、6年生) 

  地域安全マップ作り(5年生) 

   寺子屋(7年生) 

 9日(火) 新入生保護者説明 

12日(金) 社会科見学(6年生) 

18日(木) 品川区学力向上調査(4、7年生) 

22日(月) 全校朝会 

23日(火) 校外学習(中5組) 

25日(木) 学年末考査(7～9年生) 

26日(金) 学年末考査(5～9年生) 

  たてわり班あそび 

29日(月) 学年末考査(5～9年生) 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 5日(金) 新一年生入学説明会 

 6日(土) 地域班下校 

 8日(月)  安全指導日 

15日(月)    CAP(3年生) 

16日(火)  避難訓練 

           CAP(5年生) 

17日(水)  教育会研究発表会 

19日(金)       遠足(6年生) 

20日(土)  小中一貫教育フォーラム 

  公開授業 

24日(水)  6年生を送る会 

25日(木)  学校保健委員会 

2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、11、18、25日(木)16：00～17：30 

  命と語る絵画ワークショップ 

    21日(日)13：00～16：00 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  小学生チャレンジクラブ 

    1、8、15、22、29日(月)16：00～16：45  

  幼児リトミッククラブ  

     3、10、24日(水)13：30～15：00 

  小学生ヒップホップダンスクラブ  

     5、12、19、26日(金)15：30～17：00  

  小学生一輪車クラブ 

    6、13、20、27日(土)14：30～16：00 

 

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 

      2日・9日・16日・23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) 

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 


