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荏原第五地区総合防災訓練 
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10月29日(日)に、荏原第五地区総合防災訓練

が実施されました。当初は、しながわ中央公

園で訓練が実施される予定でした。しかし、

台風の影響で屋外の訓練は中止となり、荏原

第五地域センターにおける物資配布訓練とな

りました。訓練は、8時30分から開始され、管

内の各町会の防災担当者が荏原第五地域セン

ターから各町会まで物資を運びました。 

配布物資は、アルファ化米、カンパン、マ

スクおよび救急セットでした。各町会が参

集人数を報告後、配布分を受け取り、持ち

帰りました。雨の中、リアカーにより、物

資を運んだ町会もあり、災害時に即した有

意義な防災訓練となりました。 

戸越公園 「松のこも巻き」 

11月7日(火)に、戸越公園で松のこも巻きが行

われました。 

こも巻きとは、松を害虫から守る手段の一つ

です。木の幹にわらを巻きつけ、寒さの苦手

な松毛虫などの害虫をわらの中におびき寄

せ、3月上旬ごろにわらを取り外し、わらごと

焼却して駆除することを目的としています。 

戸越公園は、大小さまざまな松が34本植樹さ

れています。この松には、例年、立冬を迎え

るこの時期にこも巻きを実施しています。わ

らを巻かれた松の木は、冬の定番景色と

なっています。 



二葉二丁目町会 

副会長 渡邊 貞男 さん 

次回は、戸越小学校 矢田校長先生にバトンタッチ 

高年者懇談会 「あやの会」 
10月26日(木)に、高年者懇談会が開催されま

した。今回は、朗読サークルあやの会さん

の、紙芝居です。 

昔ながらの紙芝居を2本、懐かしく聞かせて

いただきました。 

3D紙芝居という斬新な演目は、おしりをなで

るとおしりが歌ってしまう「へら」のお話で

した。 

コミカルな動きやお芝居に、参加者は、おおい

に楽しんで、一緒に掛け声をかけていました。 

15年前、町会の歌を作詞し、今では町の愛唱

歌となっています。メロディーは、鶴田浩二

さんの「町のサンドイッチマン」です。 

 ♪品川二葉の2丁目は 初春祝う杵の音 夏

は広場で盆踊り お神輿だ 太鼓山車 笑顔

が並ぶ神社前 今日もご近所の底力♪ 

歌詞の意味は、次のとおりです。毎年、成人

の日を祝う「餅つき大会」で、約50㎏の餅を

搗きます。初夏の頃、ＮＦ広場をお借りし、

町会・商店街・成年会の総合力で、且つては

盆踊り、最近は、これに代わる行事を盛大に

行っています。昭和36年購入の山車は、大事

に修理しながらも今も健在。又、大人御輿は

43年前、町会有志の手作りで、シンボルの鳳

凰の代わりに、纏の上の部分を乗せているユ

ニークで、味のある自慢の神輿です。会館

は、天祖神社の大鳥居の前に位置し、お祭り 

には、神酒所となり、神輿・山車の巡行で笑顔

が並ぶわけです。防災・防犯上からも、普通の

ご近所のお付き合いは『イザ』というときの大

きな底力になると思っています。 

今回は、一番だけのご紹介です。 

豊町四丁目町会 「いも煮会」 

11月3日(金)に、ゆたかしいのきひろばでい

も煮会が開催されました。 

いも煮は、班に分かれて参加者みんなで力を

合わせて作りました。大きな里いもにコン

ニャク、豆腐、長ネギがたっぷり入っていま

す。同じ材料とレシピで作ってもそれぞれの

班で味が異なり、おかわりをして色々な味を

楽しむ人もいました。 

豊町四丁目町会恒例のアメ取りジャンケンや

バルーンアートのお楽しみイベントで大盛り

上がり。おやつにポップコーンも振る舞われ、

晴天の下、子どもも大人もとても楽しいひと時

を過ごしました。 
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うるおい塾終了後に出来たグループです。 

10年になります。 

本間先生のご指導にて、線の練習からはじま

りました。 

下手でいい、下手がいいに魅せられて今日ま

で続いております。 

葉書に絵を描き、色をつけます。 

花・果実等、季節により折り紙、押花等、画

材は自由です。 

短い言葉を添えております。 

              川島 喜佐子 

楽しい絵手紙 

絵手紙 ふたば会 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 

絵手紙 ふたば会 
 

対  象：どなたでも 

活動場所：荏原第五区民集会所 

活 動 日：第1・3金曜日 午後1：30～3：30 

参 加 費：月2,500円 

問い合せ： ☎03－3492-0479 （川島） 

地域支援員(ボランティア)募集！ 

支え愛・ほっとステーションでは高齢者や障

害者の方を対象に、日常生活でのちょっとし

た困りごとを、30分200円で地域支援員(ボラ

ンティア)がお手伝いするほっとサービスを

行っています。 

踏み台に上がるのが怖く

て、高いところの作業がで

きない、重たいゴミを拠点

回収場所まで運べなくて

困っている、などのちょっ

とした困りごとをお手伝い

してくれる地域支援員(ボランティア)を募集

しています。 

少しの時間で、ご自分で無理なくできる範囲

の、地域の支え合いにご協力いただけません

か？ 

活動内容の詳細やわからないことなど、お気

軽にご連絡いただくか、地域センター内の支

え愛・ほっとステーション窓口でお尋ねくだ

さい。住み慣れた町がもっと住みやすくなる

よう皆様の力をお貸しいただきたいと思って

います。 

※年内12月28日まで、年始1月4日より 

 支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 
相談 

無料 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
1日(金) 避難訓練        

2日(土) 土曜授業日 

4日(月) 安全指導日、児童生徒会朝会 

7日(木) 保護者会 

  (1、3、5年生、5組前期) 

8日(金) 職場体験(5組) 

  保護者会(2、4、6年生) 

11日(月) 全校朝会 

14日(木) CAP(3年生) 

15日(金) 校外学習(5組前期) 

18日(月) ブロック朝会 

25日(月) 2学期終業式 

 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
1日(金) 社会科見学(5年生) 

4日(月) 全校朝会 

5日(火) 社会科見学(6年生) 

6日(水) 体育朝会 

8日(金) 安全指導日 

11日(月) 全校朝会 

12日(火) 避難訓練 

13日(水) 音楽朝会 

18日(月) 全校朝会 

20日(水) 児童集会、お話し会 

22日(金) 給食終 

25日(月) 終業式 

12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） 
 
ボルダリングスペシャル 

 2日(土)14:00～16:00 

 

ボルダリング・卓球タイム   

 7日、14日、21日(木)16:00～17:30 

 

ゆたかっこネット講演会 

 9日(土)10:00～11:30 

 

ウィンターステージ 

 16日(土)14:00～終了時間未定 

   

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
荒巻シャケちゃんと遊ぼう 

 1日(金)10:30～11:30  

  対象:3歳児～5歳児親子 

  演者:荒巻シャケ氏(保育シンガーソングライター) 

 

パパのベビーマッサージ 

  2日(土)10:30～11:30 

 対象:0歳児親子 

 
親子のひろば合同 年末おたのしみパーティー 

 8日(金)10:30～12:00 

 対象:親子のひろばの乳幼児親子、地域の乳幼児親子 

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)・29日(金)～31日(日) 

 

■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)・29日(金)～1月3日(水) 

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 


