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二葉幼稚園 『ふれあい感謝状21』 優秀賞受賞 
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 1月11日(金)、公益社団法人東京都教職員互

助会の第15回教育振興事業「ふれあい感謝状

21」にて、二葉幼稚園が＜体験活動・社会貢献

活動部門＞優秀賞を受賞しました。 

 この賞は、二葉幼稚園の園児たちが、荏原第

五地域センターの管内で行われている様々な行

事に参加することで、地域との関わりが継続的

に行われていることが認められたものです。 

 二葉幼稚園が民生委員協議会主催の「高年者

懇談会」に出演させていただいて15年になりま

す。幼児が、高年者をはじめ、地域の人々など

自分の生活と関係が深い人と触れ合ったり、交

流したりすることは、人と関わる力を育てる上

で重要です。この会では、園児が歌を披露した

り、高年者と一緒に手遊びや触れ合い遊びを楽

しんだりします。交流の場面で、高年者から笑

顔を向けられたり、温かい声掛けをされたりす

ることにより、高年者から人に対する優しさや

愛情を学ぶとともに、人の役に立つ喜びを感じ

るようになります。将来のボランティア精神の

基盤を幼児期に経験させる教育活動になってい

ます。 

 また、地区委員会主催の「荏原第五地区大運

動会」では園児が万国旗を描いて参加していま

す。これは運営に関わることでもあり、園児が

地域に参画する意識をもつことにつながってい

ます。これからも地域の方々との関わりを大切

にし、心豊かな幼児を育んでいきたいと思いま

す。 



豊町二丁目親和会 『只今、夜警巡回中』 
 本年度も町会内で火の用心、防犯パトロール

の巡回を実施しております。平成30年12月28日

から平成31年2月28日迄の間、正月、日曜祭日

を除いて巡回を行っております。 

 平日は大人を中心に夜8時半から9時頃まで、

土曜日は夕方6時から6時半頃まで中学生以下の

子ども達と保護者、防火・防犯部員が付き添っ

て巡回を行っております。 

 巡回中は住民の方々から「ご苦労様です」と

声がかかり、巡回者は「ありがとうございま

す、お帰りなさい」と声を掛け合い和やかに

行っております。 

 12月28日の夜警本部詰所の立ち上げ時には、

荏原消防署戸越出張所より職員の方も激励にお

見えになりました。 

 この夜警巡回は40年以上続いていますので、

これからも頑張って続けていきます。 

豊町五丁目町会 『クリスマス会ともちつき大会』 
 12月23日(日)、豊町五丁目町会の「クリスマ

ス会ともちつき大会」が、豊町五丁目町会会館

で行われました。 

 師走にしては風も吹かず穏やかな日曜日、未

就学児を中心に50名を超える子どもたちとその

保護者をはじめ、多くの高齢者も参加され盛大

に行われました。 

 屋外での親子揃っての「もちつき大会」のあ

と、屋内での「紙芝居」･「人形劇」やクイズ

などのお楽しみイベントを通じて、親子同士、

保護者相互の交流が見られました。 

 参加者には、最後に「つきたてのお餅」とク

リスマスプレゼントをお配りしました。 



豊町四丁目町会 

副会長 成田 洋さん 

次回は、二葉三丁目町会さんにバトンタッチ 

 “忘れ去りそうな思い出” 

 

 豊町六丁目で生まれ、品川区大原国民学校

に昭和16年4月入学した。この校舎から戦地に

つく先生を、生徒みんなで道路に出て見送っ

た。3年生のとき、米国による帝都空襲がひん

ぱんになってきた。日毎に生徒が危険な東京

から地方へ疎開しはじめ、我が家も父の郷

里、鶴ヶ城のある会津若松へ引っ越した。 

 終戦、一家は山奥へ引っ越したが毎日の通

学に一里歩くのはきつかった。冬は特に最

悪、滑る雪道に悩まされた。残念ながらゴム

長ぐつなどは悲しいかな持ってるはずがな

い。 

 姉がすでに着るのを飽きたオーバーコート

を着て通学、そのコートの裏地は正にピンク

色。ピンクを見た教室のみんなは、口ぐちに

からかい始めた。男のくせに赤を着ている

ぞ、と正に泣き面に蜂。 

 昭和20年ごろは東京に住みたくとも制限があ

り、会津若松から豊町に戻った時は昭和23年の

春で、新制度の荏原三中に転校した。校舎は中

延小学校に間借りだった。 

私だからできること！ 

  私にもできること！ で地域デビュー 

支え愛・ほっとステーションは、身近な福祉

の相談窓口として、日常生活の「ちょっと困っ

た」を解決する入口になれるよう努めていま

す。ちょっとした困りごとを解決する「ほっと

サービス」や、隣近所での「ゆるやかな見守

り」など地域の皆さんの手助けがあってこその

サービスです。私にもできる事で人の役に立

ち、私が出来ない時は助けてと言える、そんな

関係が出来ればいいな、と思います。住み慣れ

たこの町で暮らしていくために、共に協力しあ

うことで「助け合いの輪」を広げ「住み続けた

い町」に繋げていくことが出来るよう一緒に地

域づくりをしましょう。 

「こんなことなら私にもできる」「どこに相

談すればいいのかな？」と思ったときは支え

愛・ほっとステーションに電話をするか、窓口

においでください。お待ちしています。 

また「支え愛・ほっとステーション」では地

域の皆様に事業ご案内をさせていただきたいと

思っています。サロンや高齢者クラブ、町会の

催しなど何人かお集まりの機会にお声かけいた

だきお邪魔できればと願っています。 

   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 
 2日(土) 学校公開(土曜授業) 

   立志式(3～5年生) 

 4日(月) 安全指導日・児童生徒会朝会 

 5日(火) 遠足(9年生) 

 6日(水) 9年生を送る会 

 7日(木) 保護者会(1～4年生、5組) 

 8日(金) 保護者会(5～8年生) 

11日(月) 避難訓練・児童生徒会朝会 

19日(火) 大掃除 

20日(水) 卒業式 

22日(金) 前期課程修了式 

25日(月) 修了式 
 

■戸越小学校  ３７８１－２８５６ 
 1日(金) 感謝の会 

 2日(土) 1/2成人式 

 5日(火) 避難訓練 

 6日(水) 卒業遠足(6年生) 

 8日(金) なかよし給食 

12日(火) 保護者会(奇数学年) 

13日(水) 保護者会(偶数学年) 

20日(水) 大掃除 

22日(金) 卒業式（5、6年生） 

25日(月) 修了式（1～5年生） 

3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mini 

  日時:2、23日(土) 10:30～12:00 

  スラックラインRideOnLine 

   日時:5日(火) 10:00～11:00 

   対象:幼児親子～高校生 定員なし 

  JUMP-JAM  

   日時:6、13、20、27日(水) 16:00～17:00 

   対象:小学生 

  チャレンジボルダリング&スラックラインタイム 

   日時:7、14、21、28日(木) 16:00～17:30 

   対象:小学生以上 定員なし ※うわばき持参 

  ゆたかスプリングステージ 

   日時:9日(土) 13:00～15:00 

   対象:幼児親子～高校生 定員なし 

 ゆたかキッチン 

  日時:13日(水) 15:00～16:00 

  対象:小学生以上 定員15名 

   持物:エプロン、三角巾、ハンカチ、費用150円 

    申込:受付中 

  ボルダリングフェスティバル 

  日時:16日(土) 13:30～16:30    

  対象:小学生以上 定員なし ※うわばき持参 

  ボードゲームCafé  

   日時:21日(木) 16:00～18:00 

   対象:幼児親子～高校生 定員なし 

  親子で本気で遊ぼう！本気×マジボードゲーム 

   日時:23日(土) 14:00～16:00 

   対象:幼児親子～高校生 定員30名  

    申込:3月1日(金)より先着順 電話可  

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 
  みなゆたメッセージアート 

 日時:16日(土) 15:30～17:00 

 対象:乳幼児親子～高校生 

 持物:汚れてもよい服装 

 ＭＭＰ(みなみゆたか メモリアル プロジェクト) 

  日時:30日(土) 

     第一部 式典 13:30～14:30 

     第二部 南ゆたかの発表 15:00～16:00 

  対象:乳幼児親子～高校生 

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、12、19、26日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      16日(土) 10:30～10:50 

休 館 日  14日(木) 

 

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

   6、13、20、27日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   23日(土) 11:00～11:20 

休 館 日 14日(木) 

 

3月の特集展示   

ゆたか「平成をふりかえる」 

 二葉「一度味わってみたい春」 

※1日(金)～31日(日) 

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 


