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2月27日から28日の2日間にかけて、荏原第五

地区委員会主催の「雪遊び」が行われまし

た。素晴らしい青空のもと、地域の親子など

およそ70人が参加。バス2台で福島県の「国立

那須甲子青少年自然の家」へ向かいました。 

バス内では、レク係の皆さんの進行のもとビ

ンゴゲームや到着時間あてゲームを実施。大

人も子どもも和気あいあいと到着までのひと

時を楽しみました。 

雪遊びの時間になると、地区委員さんの先導

で町会ごとに無料のそりや長靴を借りて雪遊

び場へと向かいます。遊び場に到着すると、

目の前に広がる雪景色に子ども達は大喜び。

我先にと山の上へ向かっていき、何度も何度

もそりですべって遊びました。そりすべりが

ひと段落したら、今度は雪合戦の時間です。

斜面の上と下に分かれて、大人も子どもも元

気に雪玉を作って投げ合いました。 

日が暮れると、今度はもう一つのお楽しみで

あるナイトハイクの時間です。地区委員さん

が作ってくれた星座表と光る棒を手に持

ち、夜の雪山へと向かいます。真っ暗な山

道をゆっくりと歩いていき、広場に到着し

て空を見上げると、東京では見たこともな

い満天の星が広がっていました。この日は

星空から雪も降っており、普段は味わえな

い貴重な体験をすることができました。 

退館式では、平林会長から「親子が仲良く

遊んだり、湯船に並んで浸かっている姿を

見ると、地域でこういう行事をやっていて

良かったと実感します。これからもこう

いった行事を行っていきますので、ご協力

お願いいたします」というお話がありまし

た。 

帰りのバス内で子ども達は口々に「そりす

べり楽しかった」「雪がさらさらで気持ち

よかった」「また遊びに来たい」と笑顔で

話してくれました。 



二葉3丁目町会会長 上村 和雄さん 

次回は、豊町2丁目親和会にバトンタッチ 

二葉神明町会『春の火災予防運動』 

毎年3月1日から3月7日は、春の火災予防運動

週間です。 

3月3日、二葉神明町会の御園生
み そ の お

さんと矢﨑さ

んがたすきを肩に地域を巡回し、火災への注

意を呼びかけました。 

海外（ヨーロッパ）に行くと必ずその地の美

術館や教会を訪れることにしています。 

歴史や美術の教科書で見た絵が目の前にある

のです。感動です。西洋絵画は古典絵画や宗

教画が多く、その絵の歴史的背景を想像する

と頭が痛くなる程ですが、数年来夢中になっ

ている画家がいます。日本でもレンブラント

やゴッホと並び人気のある十七世紀のオラン

ダの画家、ヨハネス・フェルメールです。生

涯で僅か三十数点しか残さず、その作品が欧

米各都市の美術館に散在しています。彼の絵

は年齢・性別に拘わらず広く受け入れられる

魅力があるのです。一方では贋作・盗難・ナ

チスの略奪などの過去を持ち、私にとって好

奇心をそそられる画家の一人です。 

過日、オランダ デン・ハーグのマウリッツ

ハイス美術館で出会った「真珠の耳飾りの少

女」、「デルフトの眺望」が私にとってフェ

ルメールの十五、十六番目の絵画でした。以前

に訪ねた美術館の十数点の作品と共にその魅力

に更に強い衝撃を受け、その後も、ひたすら

フェルメールの絵画を所蔵する美術館を訪ね歩

いています。最近、残り十数作品を踏破しよう

と決心しましたが、日常の忙しさにかまけ、な

かなか実現できていません。元気なうちに、こ

の至福の旅を完遂しようと思っている今日この

頃です。 

高年者懇談会『雅楽』 

2月25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

らしをしている高年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、民生委員の

皆さんが企画運営をします。今回は33人が参

加し、『雅楽道友会』の皆さんが、雅楽の演

奏に舞が伴う舞楽を披露してくださいまし

た。楽器体験も行われ、とても素敵な時間と

なりました。 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

楽しいひと時を「茶

話会」で過ごす!! 

平成24年7月からス

タートした高齢者見

守り活動、75歳以上のひとり暮らしの方を対

象に月1回家庭訪問を行っています。その見

守り活動の行事の一環として茶話会を開催し

ています。 

この茶話会は、毎月第三土曜日

に開催し、当町会の老人クラブ

「三寿クラブ」のご協力をえ

て、三寿クラブの会員さんと見

守り活動の対象者である一人暮

らしの方たちに町会会館にお集

まり頂き、お茶を飲みながら町

会の情報、三寿クラブの情報等

を各会長から伺った後に懇親会

に入ります。 

この茶話会では、年三回ほど様々な団体のご

協力を得てイベントを開催しています。 

イベントの内容としては、これまでに荏原警

察署の方からは『振り込め詐欺と自転車によ

る安全運転』、荏原消防署の方からは『いざ

という時のための消火器の取扱い、ＡＥＤ使

用訓練』、ケアマネージャーさんを囲んで

『おなやみ相談』また、品川区清掃事務所、

品川区消費者センターの方をお招きし『出前

講座』、『ＡＬＳＯＫほっとライフ講座』等

を開催して来ました。また、当町会の健康づ

くり推進委員の皆様に企画して頂いた『笑っ

て笑って 健康づくり』と題した落語演芸会

では凡从亭志ん功
ぼんじゅうていしんこう

さんをお招きしました。こ

のイベントは大変好評で沢山の方が参加され

楽しい茶話会と成りました。これからも色々

な企画を考えて楽しい茶話会にして行きたい

と思っています。 

      清水 秀夫                

笑顔があふれる楽しいひと時を過ごしています 

 豊町5丁目町会『茶話会
ち ゃわかい

』 

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 

「茶話会」 
 

対  象：豊町5丁目町会内にお住いの75歳        

     以上の一人暮らしの方 

活動場所：豊町5丁目町会会館 

活 動 日：毎月第三土曜日 午後1時～ 

参 加 費：無料 

問い合せ：清水 秀夫 ☎ 03-3782-0215 

  凡从亭志ん功さんによる落語演芸 

踏切では、ちゃんと止まりましょう！ 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 6日(水)   始業式(2、3、4、5、6、8、9年生) 

 7日(木)   入学式(1年生) 

      義務教育学校後期課程始業式(7年生) 
 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 6日(水)   始業式(2～6年生) 

      入学式(1年生) 

 7日(木)   大掃除 

       給食開始(2～6年生) 

11日(月)   1年生を迎える会 

13日(水)   給食開始(1年生) 

14日(木)   授業参観(1、3、5年生) 

       保護者会(1、3、5年生) 

15日(金)   授業参観(2、4、6年生) 

      保護者会(2、4、6年生) 

16日(土)   地域班下校 

19日(火)   全国学力調査(6年生) 

      避難訓練 

22日(金)   遠足(5年生) 

25日(月)   遠足(3、4年生) 

26日(火)   交通指導(1年生) 

 

 

4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   

      7、14、21、28日(木)16：00～17：30 

  屋上リニューアル記念スポーツ交流会               

      9日(土)11：00～16：00 

  屋上リニューアル記念インラインスケート教室 

    13日、20日、27日(水)15：00～16：00 

  親子のひろば ありんこクラブ(0歳児)受付説明会 

    19日(火)11：15～12：00 

  おやつクラブ 保護者受付説明会 

    20日(水)15：00～15：30 

  親子のひろば こあらクラブ(1歳児)受付説明会 

    21日(木)11：00～12：00 

  親子のひろば ぞうさんクラブ(2～3歳児) 

  受付説明会 

    22日(金)11：00～12：00 

  親子わいわいクラブ受付説明会 

    22日(金)15：00～15：30 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
   单ゆたか児童センターの行事予定に関しては、 

  『单ゆたか児童センターのお知らせ4月号』を確 

   認していただくか、直接児童センターまでお問 

   合わせください。 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 

      5日・12日・19日・26日 

休館日    14日(木) 

春の子ども読書の日フェア 

「みんなでスペシャルおはなし会」  

30日(土) 14：00～14：45 

 

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

       6日・13日・20日・27日 

休館日 14日(木) 

春の子ども読書の日フェア 

「はじめての赤ちゃんおはなし会」 

16日(土) 11：00～11：20 

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 


