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豊葉の杜学園 『地域清掃』 
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3月3日(土)に、豊葉の杜学園の７年生が、地

域(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)の皆さんと一緒に、地

域の清掃を行いました! 

これは学園の美化委員が地域貢献の一環で、

学園の周りをきれいにしようと発案し、初め

て行った行事です。 

最初に、小泉校長先生のお話しを聞いた後、

生徒たち自ら注意事項を読み上げ、整列して4

町会の地域に分かれ、清掃しました。 

生徒達の掃除姿を見ていた地域の方が「偉い

ねぇ」と褒めていました。 

一見綺麗に見える道路ですが、植木や隠れた

場所にペットボトルなどがあり、あっという

間にごみ袋はいっぱいになり、皆びっくり

しました。 

最後に、地域の方へ今回の感想や反省を伝

えて掃除は終了しました。春らしい暖かな

日、地域と生徒のとても有意義な交流事業

でした。 

高年者懇談会 『防災』と『手品』 

2月22日(木)に、高年者懇談会が開催されまし

た。 

荏原消防署戸越出張所の小山所長による「防

災啓発」のお話しは、ストーブのつけっぱな

しによる火災の危険性や、救急相談センター

(#7119)の説明などで、参加者は時折メモを取

るなど、真剣に聞き入っていました。 

『マジックと腹話術のミスターポリック』こ

と大塚隆弘さんによる「手品」を交えた詐欺

防止の啓発も行われました。ハットから物を

取り出す手品や、4桁のランダムな数字を予言

する手品等を披露して頂き、「ハート」だと

思っていたカードが「ジョーカー」に変わ

り、思っていない手口で人を騙すのが「詐

欺」だと説明してくれました。騙すプロに

対抗するのは家族や地

域の絆です。周りに相

談することが大切だと

話してくれました。 

 



二葉三丁目町会 

  北邨
き た む ら

 美智子さん 

次回は、豊町二丁目親和会さんにバトンタッチ 

二葉神明町会 『しながわ防災学校』 

2月18日(日)に、二葉神明町会会館で「しなが

わ防災学校」が開催されました。 

今回、総計34名の参加者が、地域で発生しう

る災害(地震・風水害)の被害や、とるべき対

応について学びました。 

研修後には、学んだ内容をもとに地域防災力

の向上のために何ができるか、積極的な意見

交換が行われました。 

一年半程前になりますが、上神明小学校で学

校地域コーディネーターの小宮さんから、ミ

シンの実習のお手伝いをしてくれる人はいな

いかしら、と声をかけられました。保護者の

方の協力が得られなくて困っている様子でし

たので、引き受ける事にしました。 

初めて教室に入ると、1クラス20名程ですが、

まあ元気いっぱいの子ども達に圧倒され、先

行きが不安でした。バッグ作りではミシンの

調子が悪く大変でしたが、作品作りに励むう

ちに、子ども達と徐々に溶け込んでいきまし

た。先日お手伝いした６年生の調理実習は、

各班ごとに献立や調理方法を考えて作るとい

う授業でした。真剣に取り組んでいる子ども

達の姿を見て感慨深いものがありました。 

一度だけのつもりが小宮さんから、今度は図

工の実習のお手伝いがいませんとメールが届

けば、ついかわいい子ども達の為ならとボラ

ンティアをしています。 

皆さんも一緒にお手伝いしてみませんか。学校

と地域の助け合いの輪が、もっともっと広まっ

ていけたらと思います。 

 

二葉一丁目町会 『葉いち冬の映画祭』 

2月24日(土)に、荏原第五区民集会所で「葉

いち冬の映画祭」が行われました。 

第四回目となる今回は、映画「ズートピア」

を上映し、総計50名の参加がありました。 

映画上映終了後は、お楽しみ抽選会を行い、

参加者で盛り上がりました。 

町会の新しいイベントとして定着するよう 

に、今後も夏・冬と続けていく予定です。 

 



「うるおい塾」修了者で結成し、月2回荏原第

五区民集会所に於いて、「うるおい塾」講師

の三谷昌子先生の指導のもと、筆ペン書道を

学び合い、技術の向上と親睦の輪を広げてい

ます。明るく生きがいある生活の実現を目指

し、「何よりも楽しく・仲良くやって」10年

になります。 

ペン習字の競争誌である「ペンの光」の月々

の課題の重点説明と、筆ペン、ペン字、かな

の指導・練習をし、次回の開催日に各人添削

をうけ、毎月第四水曜日に作品を提出しま

す。二か月後の「ペンの光」に名前が掲載さ

れると昇級(10級～師範)が判明します。「昇

級よかったね」「悔しい」と言いながら、次

回も頑張っていこうを合言葉にやっていま

す！ 

又、年1回8月に開催される全日本書道展に提

出する作品を2月～4月に先生から指導・添削

してもらい、学んだ成果を展覧会で発揮出来

るように、皆で協力しながらやっています。

尚、入会希望者の体験入学や見学などを受け

入れています。  

手書き文字の魅力は人の心を動かす！ 

 筆ペンクラブ「かすみ」 学 
楽 

筆ペンクラブ「かすみ」 
 

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：第二・第四水曜日 13:30～15:30 

参 加 費：2か月3,000円 入会費0円 

問い合せ： ☎03-3786-6216（丸山）  

支え愛ほっとステーション便り(仮) 

春は花粉症の季節！ 

まだまだ寒い日が続きますが皆さんは体調を

崩したりなどされていませんか？ 

寒いながらも春が近付いてきていますが、春

は花粉の季節でもあります。 

花粉症の方にはつらい時期になりますが、実

は花粉の時期が過ぎたあとにも注意が必要で

す。 

普段はなかなか掃除のできない

狭い隙間、網戸などの細かい隙

間のあるものなどに花粉が付着

し、窓を開けて風を受けた時に 

 

そこから飛び散ることでも症状が出るそうで

す。花粉症の方に限らず、なかなか掃除ので

きないところを掃除したいから少し手助けが

欲しいと思ったことはありませんか？ 

支え愛・ほっとステーションでは日常の

ちょっとした困りごと、ちょっと手助けして

欲しいことを地域のボランティアさんが手助

けする「ほっとサービス」を行っています。 

相談は無料ですので、まずはお気軽に地域セ

ンターの窓口か電話でご相談ください。 

 

   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 

「学ぶ楽しむ」のコーナーは

今月で終了します。 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 6日(金) 始業式（2～6、8、9年生） 

 9日(月) 入学式(1年生) 

  後期課程始業式(7年生) 

12日(木) 保護者会(1～4年生) 

13日(金) 保護者会(5～9年生、5組) 

  部活動説明会 

17日(火) 全国学力状況調査(6、9年生) 

19日(木) 品川区学力定着度調査(2～9年生) 

20日(金) 新入生を迎える会 

23日(月) 交通安全教室(1～4年、5組前期) 

27日(金) 自転車教室(2年生) 

  消防写生会(2年生) 
 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
 6日(金) 始業式、入学式 

 9日(月) 全校朝会、安全指導日 

12日(木) 1年生を迎える会 

  保護者会(1・3・5年生) 

13日(金) 保護者会(2・4・6年生) 

17日(火) 全国学力・学習状況調査(6年生) 

19日(木) 品川区学力定着度調査(2～6年生) 

20日(金) 避難訓練 

21日(土) 地域班編成・地域班下校 

24日(火) 遠足(5年生) 

27日(金) 遠足(3・4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） 
 
   プラ電車天国inゆたか  

 7日(土)13:30～15:30 

 ゆたかこども会議(ゆた会) 

 11日(水)15:30～17:00 

 対象:小学4年生以上 

 親子のひろば合同説明会 

  18日(水)10:30～12:00 

  対象:未就園児親子 

 ボルダリングスペシャル 

  21日(土)14:00～16:30 

  対象:小学生以上 

   

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
 
  <入園・入学進級お祝いウィーク>  

 

 プラバンづくり 

  9日(月)、10日(火)15:00～16:30 

 みなゆたクイズ王決定戦 

 11日(水)15:00～16:30 

 風船バレー大会 

 12日(木)15:00～16:30 

 アイロンビーズづくり 

 13日(金)、14日(土)15:00～16:30 

  対象:乳幼児親子以上 

   

 

 

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 

      3日・10日・17日・24日 

休館日    12日(木) 

 

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

       4日・11日・18日・25日 

休館日 12日(木) 

 

春の子ども読書の日フェア ブックフェア 

ゆたか図書館「みんなニコニコ はるがきた」 

二葉図書館「おひさまにっこり おはなしびより 

 ～ぽかぽか おひさまのしたで 

  おはなし さいはっけん！」 

※4月13日(金)～5月9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 


