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8月6(土)～7日(日)、荏原第五地区委員会主催

のえば五林間1泊体験が開催されました。 

地域の親子など86人が参加し、静岡県長泉町

の桃沢野外活動センターに一泊。川遊びや

キャンプファイヤーなど、様々な体験をしま

した。 

1日目は川遊び・すいか割り・バーベキュー・

キャンプファイヤー・花火を行いました。 

センターからほど近い桃沢川では、冷たく透

き通った綺麗な水を堪能。大人もこどもも夢

中になって水鉄砲を撃ち合っていました。 

すいか割りでは目隠しをした子に「こっちだ

よ！」「違う反対！」などと呼びかけ、ギャ

ラリーも白熱。すいかが砕けると大きな歓声

があがりました。 

バーベキュー場では地区委員さんの補助のも

と、こども達が火おこしに挑戦。一生懸命う

ちわを扇いで焼いたお肉は格別だったようで

す。 

夕食後は、しばふ広場でキャンプファイヤー

と花火を開催。『燃えろよ燃えろ』の歌にあ

わせて空高く昇る火を囲み、『マイムマイ

ム』や『品川音頭』を踊りました。花火はこ

どもたちに大人気で、中には一日中楽しみに

していた子も。全部まとめて火をつけてみた

り、一本一本大事にしたりと思い思いに楽し

んでいました。 

 

2日目はラジオ体操でスタート。 

この日のメインイベントはハイキング＆ク

イズラリーです。仮装した地区委員さんが

出題する○×ご当地クイズめがけて、こど

も達は我先にと走っていました。 

帰路では、沼津港に立ち寄り自由行動の時

間も。各町会ごとに土産物や市場を見学し

ました。 

水と緑豊かな自然の中、楽しく充実した2日

間となりました。 

 

ハイキング＆クイズラリー後記念撮影 

 桃沢川で川遊び 



二葉中央町会 川名 義男さん 

二葉一丁目町会 「第一回 葉いち夏の映画祭」   

平成28年度新規事業として「第一回 葉いち

夏の映画祭」を実施しました。 

夏休み中の子供が集まり「ベイマックス」を

鑑賞後「アミダクジ」抽選会で盛り上がりま

した。 

今後も、定期的に映画会を企画していきま

す。 

会場：荏原第五区民集会所 第一集会室 

主催：二葉一丁目町会青尐年部 

「第５つうしん」最終号で29年間の思いを書

きましたが、編集委員として15年経過した平

成13年に、古文書を読む「寺子屋品川宿」と

区内の史跡を巡る「品川郷土の会」に入会し

ました。 

「寺子屋品川宿」では、江戸を楽しむ会とし

て江戸時代の古文書を読んで時代背景を考

え、社会・経済・文化を学んでいます。 

今は「環海異聞
かんかいいぶん

」を読んでいます。「環海異

聞」は、1782年伊勢の船頭の大黒屋光太夫
こうだゆう

が

アリューシャン列島に漂着、10年後ロシア船

に送られて根室へ帰国した翌1793年、石巻の

水主
か こ

の津太夫
つ だ ゆ う

がアリューシャンに漂着、ロシ

ア船でバルト海から大西洋、单米のホーン岬

を廻って太平洋のマルケイサス島を通り、

1804年に長崎に戻る漂流譚です。仙台藩の蘭

学者大槻玄沢
おおつきげんたく

が記録し、光太夫が校閲した古

文書で、ペリー来航50年前の当時の世界情勢が

よくわかります。 

「郷土の会」では毎年1月3日荏原七福神を巡り

ますが、町会員2人を誘って去年は立会川源流、

今年は品川用水路跡をたどって25000歩歩きまし

た。 

 

津太夫らの漂流記 環海異聞 

 
いつもえばごReportをご愛読いただき、ありがとうございます。 

えばごReport17号(平成28年8月20日発行)のリレーエッセイで、23行目に『いと考えております。』 

が抜けておりました。お詫び申し上げます。 

これからも、えばごReportをどうぞよろしくお願いいたします。 

お詫び 

次回は、豊町３丁目町会さんにバトンタッチ 



  荏五再発見 

みぃ
つけ
た 

豊町四丁目町会は、

高齢者等見守り活動

をはじめてから6年目

となりました。 

孤立死を起こさないことを町会活動の中心の

ひとつと位置づけて、路地ごとの担当スタッ

フが声かけをしてきましたが、2015年3月か

ら杜松ホームの地域開放施設で高齢者サロン

「遊んで 楽しく 若がえる？」を高齢者ク

ラブ（ちとせクラブ）と共催で

開催しています。 

日常生活での声かけは基本です

が、年4回のサロン「遊んで 

楽しく 若がえる？」は、施設

のスタッフの協力で健康に役立

つ話、健口体操（誤嚥予防）、

3グループに分かれて夢中にな

る「品川かるた」、会員による

ハーモニカやギター演奏、参加

者が大きな声で懐かしい歌を唄

うなど、内容も豊富になり、参加者が、回を

重ねるごとに増えています。 

豊町4丁目には、”災害時に安否確認に来て

下さい”という要援護者の方が40人以上いま

す。自助、次に共助といわれますが、そのた

めには、何よりお互いに知り合い、仲良いお

つきあいが大切です。町会はそうした関係を

築く上で一番大事な組織だと感じています。 

「遊んで 楽しく 若がえる？」 

 豊町四丁目町会 高齢者サロン 

学 
楽 

戸越銀座のマスコット戸越銀次郎 

特技はお買いものだゴシ♪ 

「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 

豊町四丁目町会 高齢者サロン 

「遊んで 楽しく 若がえる？」 
 

対  象：豊町四丁目にお住いの60歳以上の方  

活動場所：杜松ホーム地域開放施設 

活 動 日：年４回開催 

参 加 費：無料 

問い合せ：豊町四丁目町会長 唐澤 英行  

     ☎3785－6772  

健口体操（誤嚥予防） 

夢中になる「品川かるた」 

ギンちゃんっ

て呼んでね！ 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 

 3日(月) 演劇鑑賞教室 

           (1～6年生、5組1～6年生) 

  4日(火) 全校朝会 

  5日(水) 避難訓練 

  6日(木)～7日(金) 中間考査(7～9年生) 

 13日(木) 都障害者陸上大会(5組7～9年生) 

   社会科見学(3年生) 

  14日(金) 学校説明会 

 14日(金)～15日(土) 学校公開 

 18日(火) 連合体育大会(6年生) 

 21日(金) 児童生徒会総会 

            (5～9年生、5組5～9年生) 

 24日(月) ブロック朝会 

 31日(月) 振り替え休業日 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 

 4日(火) 避難訓練(3、5年煙体験) 

  6日(木) 秋の歯科検診 

 11日(火) なかよし給食 

 13日(木) 歯みがき指導(1年) 

 13日(木)～14日(金) 英語成果発表の日 

 13日(木)～15日(土) 学校公開 

 14日(金) 租税教室(6年) 

  新一年生学校説明会(AM) 

 15日(土) セーフティ教室 

  新一年生学校説明会(PM) 

 18日(火) 連合体育大会(6年) 

  ふれあい給食(1、2年) 

 28日(金) 生活科見学(2年) 

 31日(月) 社会科見学(3年)  

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   

 6、13、20、27日(木)16：00～17：30 

  インラインスケートタイム            

 3、17、24、31日(月)15：00～17：00 

  小中高生対象会議子ども実行委員会 

 5、12、19日(水)16：00～17：00 

 ゆたかっこまつり 

 22日(土)13：00～15：30 

  学習会 

    5、12、19、26日(水)16：00～19：00 

  ハロウィンパーティー 

 29日(土)13：30～15：00 (申込み：10/1～) 

 

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  食育講座「美味しくて簡卖なおやつづくり」  
  4日(火)10：30～11：30  

  後期プチリトミック講座（全3回コース）  

 10月13、27日、11月10日(木)13：30～14：40 

  パパのためのベビーマッサージ講座 
  15日(土)10：30～11：30 

  人形劇「ばんばとにしき」 

    19日(水)10：30～11：30 

  ０歳からはじめる虫歯予防 

    24日(月)10：30～11：30 

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 

      4日・11日・18日・25日 

休館日    13日(木) 

 

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

       5日・12日・19日・26日 

休館日 13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 

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 

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 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


