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12月10日(日)に、荏原第五地区委員会主催の

「えば五リンピック de New Sport」が豊葉の

杜学園アリーナで開催されました。 

今回は、地域の参加者と地区委員の方がチー

ムを組み、ボッチャとドッヂビー2種目の試合

がトーナメント形式で行われました。 

ボッチャは、白いジャックボールにめがけて

自チームの球を投げ、より近くに投げられた

チームに得点が入るゲームです。負けている

チームでも一球で形

勢を逆転することが

できることがボッ

チャの面白いところ

であり、試合中にミ

ラクルショットが起こると、会場内で

「おぉ～」という歓声が沸きました。 

ドッヂビーでは、子ども達が素早い動きで

大人を翻弄していました。 

普段、馴染みのない種目に新鮮さを感じた

ようで、子ども達は楽しそうにしていまし

た。今年最後の楽しい思い出になったよう

です。 

 

区内一斉防災訓練 

12月2日(土)に、品川区内の各地区の避難所で

区内一斉防災訓練が行われました。区内一斉

防災訓練は、大地震を想定し、同一の時間帯

に区内の様々な場所で、防災関係者および区

民が、それぞれの立場状況に応じた訓練を実

施することで、防災に対する意識や災害時の

行動力を高めることを目的として実施されて

います。 

荏原第五地区では、戸越小学校、豊葉の杜学

園、旧荏原第四中学校、杜松ホームの管内す

べての避難所で訓練が実施されました。 

10時の訓練開始のサイレンを受けて、各避難

所で、避難所運営を中心として地震発生か

ら2～3時間以内に想定される内容について 

各避難所で地域の特性に合った訓練を実施

しました。 

 



二葉神明町会 

会長 矢﨑 之浩さん 

次回は、豊町四丁目町会さんにバトンタッチ 

高年者懇談会「カントリー＆ウェスタン演奏会♬」 

12月21日(木)に、高年者懇談会が開催されま

した。今回は、Silver-ridge(シルバーリッ

ジ)さんによるカントリー＆ウェスタン音楽

の演奏会でした。 

懐かしいレコードジャ

ケットが展示され、目で

見て聞いて楽しめる演奏

会でした。 

 

今年度より二葉神明町会の町会長を拝命致し

ました矢﨑之浩と申します。まだまだ慣れな

い会長職ですが尽力して参ります。よろしく

お願いいたします。 

今日は私の愛犬の話をさせていただきます。

我が家には「のび太」という6歳の雑種の犬が

います。先代の犬が突然亡くなり、私は思っ

てもみなかったペットロス状態になりまし

た。そもそも犬は苦手な方でしたが息子がど

うしても飼いたいというので大型犬を飼い始

めました。面倒を見るつもりはなかったので

すが、いつの間にか朝の散歩は私の生活の一

部になって、体調がよくなり不摂生な生活か

ら脱出したのです。職場の部下達も驚くほど

の改善ぶりに、職場でもペットブームになっ

たほどです。そして今2代目の「のび太」は学校

帰りの子ども達にも人気者になり、私の楽しみ

を増やしてくれています。 

これからも、のび太と共に健康第一で活動して

いきたいと思います。 

葭原勝之
よしはらかつゆき

さんに感謝状 

平成29年度東京都青少年育成協力者等感謝

状贈呈者に荏原第五地区の葭原勝之さんが

選ばれ、12月13日(水)に、都庁大会議場で

贈呈式が開催されました。 

葭原さんは昭和55年から現在まで37年以上 

青少年対策地区委員として積極的に活動さ

れ、荏原第五地区の青

少年健全育成活動に多

大な貢献をされている

ことが認められたもの

です。 

レオン(トイプードル)くんとのび太くん 



仲間と楽しくトリム体操(うるおい塾)の修了

生で立ち上げ、その折の小林先生に引き続き

ご指導いただいて、5年になります。 

会の活動もスッカリ定着して、寄る年波など

何のその、トリムの成果か？衰えを知らぬ勢

いで…イヤ、鈍化ゆえに下り坂に気づかない

だけなのか、何れにしても、先生はじめお互

いに気心も知れ、手足のトリムよりも口のト

リムが多くなりつつあります。 

また、有難いことに、会場は和室、時間帯は

午前ということで、身体はゴロゴロ伸び伸

び、終わった後の時間も悠悠、おまけに懐ぐ

あいも軽軽と、全く窮屈なところ無し。 

投稿に際して、美人揃いとの一筆を要請され

ましたが、どうぞご確認にお越しを！ 

身体・口・脳、三位一体の若返り！ 

 トリム宙 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 

トリム宙 
 

対  象：60歳以上、品川区在住 

活動場所：荏原第五区民集会所 

活 動 日：毎週金曜日、午前10:00～11:30 

参 加 費：月1,000円、入会金1,000円 

問い合せ： ☎03-3491-3321 (大嶋) 

地域の相談窓口支え愛・ほっとステーション 

荏原第五地域センターという身近なところ

で、高齢者を中心に「福祉の相談窓口」を開

設しています。普段の生活の中で「ちょっと

困ったな」「ちょっと気になることがある」

と思った時、どんなことでもご相談いただけ

れば、職員が解決方法を一緒に考えさせてた

だきます。 

支え愛・ほっとステーションは13の地域セン

ター全てに開設しました。ご自宅の近くや行

きやすい地域センターにあるほっとステー

ションでご相談ください。地域センターの近 

 

くを通った、用事があって地域センターに来

たなど、ついでの時にもお声かけください。

また、電話でのご相談も受け付けています。 

お互いに助け合える関係づくりはこれからま

すます必要になってきます。支え愛・ほっと

ステーションでは、日常生活での困りごとの

お手伝いをしていいただける「地域相談員

(ボランティア)」を募集しています。どんな

ことするの？と思ったら電話でお問い合わせ

ください。皆様の参加を心から歓迎します。 

平日午前9時から午後5時まで開設中 

   支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 
相談 

無料 

FAX 03-3785-2016 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(木) 職場体験(8年生) 

 2日(金) 避難訓練 

 3日(土) 土曜授業日、寺子屋(6、7年生) 

 5日(月) 安全指導日、全校朝会 

 9日(金) 新入生保護者説明会 

13日(火) 児童生徒会朝会 

15日(木) 社会科見学(6年生) 

17日(土) 土曜授業日 

  音楽発表会(1～6年生、5組前期) 

19日(月) ブロック朝会 

20日(火)～21日(水) 学年末考査(5～9年生) 

22日(木) 学年末考査(7～9年生) 

23日(金) 都立一次入学学力検査日 

24日(土) 品川区立小学校音楽祭 

26日(月) 校外学習(5組後期)  

 

■戸越小学校   ３７８１－２８３３ 
 5日(月) 全校朝会、安全指導日 

 7日(水) 体育朝会 

 9日(金) 新一年生入学説明会 

13日(火) 避難訓練 

14日(水) 児童集会、お話し会 

17日(土) 音楽発表(金管バンドクラブ) 

19日(月) 全校朝会 

21日(水) 6年生を送る会 

23日(金) 遠足(6年生) 

26日(月) 全校朝会 

28日(水) 児童集会 

 

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） 
 
  ボルダリングタイム・卓球タイム 

  日時:1、8、15、22日(木)16:00～17:30 

  対象:小学生以上 

 しながわ小学生バンドフェスタ2018 

     ～紅白バンド合戦～ 

  日時:18日(日)12:00～18:00 

  場所:スクエア荏原ひらつかホール  

 卓球すぺしゃる 

  日時:21日(水)16:00～18:00 

  対象:小学生以上 

  講師:柴田 紀子さん(品川区卓球連盟) 

 ボルダリングスペシャル 

  日時:24日(土)14:00～16:00 

  対象:小学生以上 

   

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  みなゆた鬼退治 

 日時:3日(土)15:00～16:00 

 対象:幼児親子以上 

 ママヨガ 

  日時:14日(水)10:30～11:30 

  対象:乳幼児を持つ母親(保育あり) 

  定員:20名(先着順) 

  申込:2月1日(木)10:00から電話または窓口にて  

   

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 

      6日・13日・20日・27日 

休館日    8日(木) 

 

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

       7日・14日・21日・28日 

休館日 8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 


