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高年者懇談会 「二葉幼稚園」 
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9月14日(木)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、二葉幼稚園のみなさんにお越しいただきま

した。敬老の日を目前に控えた今回は、29名の参加

者が67名の園児との触れ合いを楽しみました。 

最初は園児たちが元気よくお歌のプレゼントをしてく

れました。 

お次は2つのゲームを園児と参加者が一緒に楽しみ

ました。 

まずは、参加者と2人の園児がペアになって手遊び

じゃんけんをしました。参加者が勝つと園児に肩たた

きをしてもらえ、園児が勝つと頭を撫でてもらえる

ゲームでした。普段することがない経験に、園児と参

加者は勝っても負けても嬉しそうにしていました。 

その次は、おやつを食べようゲームをしまし

た。このゲームは、園児たちが「おやつの歌」

から流れてくる歌詞に合った食べ物のポーズを

とるものですが、その可愛らしい姿に参加者か

ら笑顔が溢れていました。 

最後は、園児たちが「ドラえもんの歌」を大き

な声で歌いました。 

 

別れ際には、別れを惜しむように握手をした

り、抱き合ったりするペアもいて、心温まる30

分間となりました。 



豊町三丁目町会 

総務部長 依田
よ だ

 直樹さん 

二葉一丁目町会 「防災訓練」 

10月1日（日）に二葉一丁目町会会館前で、ミ

ニポンプ隊とスタンドパイプの訓練を行いま

した。晴れた空の下、17名が参加しました。 

参加した会員は、みな真剣に取り組んでいま

した。ある参加者の方は、「いざという時

は、地域の方々の力が必要です。定期的に訓

練を実施して日頃から備えていきたい。」と

語っていました。 

「豊町三丁目町会の 3名の副町会長」 
 

豊町三丁目町会では、3 名の副町会長が地域

のために活動しています。各担当の部・個人の

持ち味を生かして、町会長・役員を支えていま

す。 

葭原
よしはら

副町会長はベテラン副町会長、明るい性格

で町会の中では太陽のような存在です。高野副

町会長は町会行事においてなくてはならない存

在です。一番若い依田副町会長は、交通担当

で、2 名の副町会長のまとめ役です。もちろん 3

名の副町会長はそれぞれ性格が違いますが、あ

うんの呼吸で町会長を支え、町会長と町会役員

の潤滑油になっています。 

町会行事の賑やかな輪の中に、いつも 3 名の副町

会長が入っています。仲良し 3 人組の副町会長に

は、これからも町会の行事、活動を盛り上げていただ

きたいと思います。 

えばごの秋を発見 

朝夕が涼しくなり、日増しに秋の深まりを感じら

れる季節となってきました。 

荏原第五地区管内には、秋を感じられるスポット

がたくさんあります。 

戸越公園では、ハナミズキが秋色に色づき、池

には鴨が遊びにきていました。 

豊葉の杜学園の校舎の前に生えているイチョウ

は、銀杏がたわわに実っていました。 

皆さんも、お天気の良い日にえばごの秋を見つ

けにお散歩してみませんか。 

戸越公園の池 

豊葉の杜学園の校舎の  

前のイチョウ 

次回は、二葉二丁目町会さんにバトンタッチ 



 

結成は2007年。うるおい塾からのスタートで

す。講師は現在に至るまで中国出身の李原翔
りげんしょう

先生です。中国語会話が身につくように基礎

的な中国語学習を行っています。中国語の発

音は難しく、母国語講師からの指導は大変有

益です。学校の授業とは異なり、テキストの

授業をベースとしつつ、時事の話題なども取

り入れ飽きさせません。また、円卓形式によ

り活発な発言ができるのも好評です。先生と

会員相互の親睦も兼ね、餃子作り等の課外授

業や中国語歌詞によるカラオケなども行い楽

しく取り組んでいます。定員は14名で現在満

員状態です。欠員が出た段階で速やかに再募

集をかけます。宜しくお願い申し上げます。 

                園 幸彦 

宿題・テストもある愉快なはんゆう会 

 はんゆう会 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 

はんゆう会 
対  象： 品川在住60才～ 

   中国語に興味のある方 

活動場所：荏原第五区民集会所 

活 動 日：第2、第3、第4金曜日 

     午前9：30～11：30 

参 加 費：年会費2,000円、月会費2,000円 

問い合せ： ☎03-3782-5598(大島) 

   地域のご協力で「見守り」活動を！ 

地域の中では既に様々な見守り活動が行われ

ています。しかし「気になった事」「気がつ

いた事」があった時、連絡をいただけるとよ

り細やかな見守りができます。 

例えば、最近郵便物や新聞が郵便受けにた

まったままになっている。 

昨日と同じ洗濯物や布団が干したままだ、季

節に合わない服装をしている、挨拶をしても

返事をしなくなった、などの「おや？」と思

うことを私たちに教えてください。 

私たち職員も訪問などで地域の中を歩きます

が、毎日同じところを通るわけではありませ

んので、昨日とのちょっとした違いがなかな

かわかりません。 

買い物に出かけた時、散歩にでた時などの

日々の生活の中で、気になった事を伝えてい

ただき、監視にならないよう「ゆるやかな見

守り」をしていきたいと考えています。地域

で生活をする皆様方だからこそ出

来る見守り活動です。匿名OK・相

談無料です。「おや？」と思

う気づきをご連絡お願いしま

す。 

 支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 

-6426-2625  

相談 

無料 
FAX03-3785-2016 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(水)      避難訓練 

 6日(月) 安全指導日、全校朝会 

 8日(水) 英語学習成果発表会 

10日(金) 学習成果発表会児童生徒鑑賞日      

          (1～4年生) 

11日(土) 学習成果発表会保護者鑑賞日 

         (1～4年生) 

  学習成果発表会閉会式 

  セーフティ教室(7、8年生) 

13日(月) 振替休業日 

18日(土) 土曜授業日 

          豊葉もちっこまつり 

  品川交通安全フェア(7年生) 

  セーフティ教室(9年生) 

20日(月) 児童生徒会朝会 

22日(水) 委員長会(5～9年生) 

25日(土) PTA交通安全教室 

27日(月) ブロック朝会 

28日(火)～30日(木) 職場体験(5組、8年生) 

30日(木) 生活科見学(2年生) 

          遠足(8年生) 
   

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 1日(水) 保健朝会 

 6日(月) 全校朝会 

 7日(火) 避難訓練 

 8日(水) 児童集会 

10日(金) ハロー・グッド・ジョブ!(6年生) 

13日(月) 全校朝会 

15日(水) 体育朝会 

          お話し会 

22日(水) 音楽朝会 

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） 
 
  ボルダリングタイム・卓球タイム   

 2、9、16、30日(木)16:00～17:30 

  ボルダリングスペシャル 

 4日(土)14:00～16:00 

  パパのベビーマッサージ 

  12日(日)11:00～12:00 

 対象：生後8か月までの赤ちゃんと父親 

  母親育ちワークショップ 

 11月9、16、30日、12月7、14日(木) 

    13:30～14:30 

 対象：0歳児のお子さんのいる母親 

    5回とも母子で参加できる方 

   

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

  4日(土)13:30～16:00  

 

 ママヨガ  

  8日(水)10:30～11:30 

   対象：乳幼児がいる母親   

   

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 

      7日・14日・21日・28日 

休館日    9日(木) 

 

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

       1日・15日・22日・29日 

休館日 6日(月)～9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 

 

豊町一丁目町会 

豊町二丁目親和会 

豊町三丁目町会 

豊町四丁目町会 

豊町五丁目町会 

二葉一丁目町会 

二葉神明町会 

二葉二丁目町会 

二葉中央町会 

二葉三丁目町会 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


