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『南ゆたか ４９年間ありがとう。 みんなの思い、新しい児童センターへ届け！』
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1970年に開館した南ゆたか児童センターはこ

の度、建替え工事をすることとなりました。そ

のため2019年4月1日から2021年3月31日までの2

年間長期休館になります。開館から49年間、子

どもたち、親子、そして地域の多くの皆さまに

ご利用いただき、本当にありがとうございまし

た。南ゆたか児童センターではご利用者の皆さ

まに感謝の気持ち込めて、3月20日（水）から3

月30日（土）までＭＭＰ「南ゆたかメモリアル

プロジェクト」を開催します。日替わりで様々

なイベントを企画しておりますので、是非ご家

族で遊びにいらして下さい。 

3月28日（木）は絵画ワークショップ「思い

出を写して遊ぼう」を行います。イラストユ

ニット「ナカトミズ」で、代表の石井聖岳先生

をお招きし、長きに渡りたくさんの方々に親し

まれ愛された南ゆたか児童センターを遊びと思

い出の美術館にします。友だち、また親子で遊

んだたくさんの思い出を大きな紙に描き館内に

掲示します。その他開催中はクラフトや遊びプ

ログラムも企画しています。 

3月30日（土）の長期休館前最後の日は南ゆ

たか思い出の会として、式典と発表会を行いま

す。思い出の一言挨拶や地域の方々の発表、南

ゆたか児童センターのクラブの発表などがあり

ます。振り返りながら、楽しいひとときを過ご

しませんか。たくさんの方々のご参加をお待ち

しております。 

過ごされた世代で思い出は異なります

が、南ゆたか児童センターの心やすらぐ

アットホームな雰囲気は昔と変わらず受け

継がれています。継続的に行われている地

域の方々とのイベントを通し、長い年月を

経て築きあげられたものだと思います。心

より感謝申し上げます。 

尚、休館中はご不便をおかけいたします

が、ぜひ近隣児童センターをご利用くださ

い。2年後の新しい児童センターを楽しみに

してくださいね。 

今の姿のセンターが見れる

のもあと僅か。(写真左上) 

現在、利用者みんなで飾り

付けをしたカウントダウン

が進行中です。(写真左下) 

毎月模様替えして楽しませ

てくれた受付にも、子ども

達の作品が使われていま

す。(写真右下) 

みんなで作ってきた南ゆた

か児童センターをぜひご覧

ください。 



豊町二丁目親和会 『餅つき大会と防災訓練』 

 2月3日(日)に餅つき大会と防災訓練を開催しま

した。豊町二丁目親和会のサンサン防災広場は朝

から天候に恵まれ、役員、スタッフを含めて160

名以上が参加しました。 

 防災訓練としてはミニポンプ、スタンドパイ

プ、災害救助用器具を会場内に展示し、参加者は

実物を見学しました。また、アルファ化米の作り

方と試食会を行い好評でした。初めて試食した参

加者は、「意外に美味しい」と感心していまし

た。 

 餅つき大会では衛生面に気を付けるため役員、

スタッフは町会のベストを着用して一般の来場者

と区別できるようにしました。更に餅つき、トン

汁等の調理加工場所では、頭にバンダナを被り、

マスク、ビニール手袋、前掛け着用を徹底しまし

た。来場の皆さんに、つきたての餅とトン汁を味

わって頂きました。 

えばごのさくら 『南ゆたか保育園の桜の木』 
南ゆたか保育園の建物が老朽化したため建

て直しすることになり、50年近く園児たちと

共に育ってきた桜の木が切られることになる

と聞きました。旧荏原第四中学校に建設中の

仮保育園への移転は、5月の連休明けとの事な

ので現在の園児たちは最後の桜をいっぱい楽

しんでお別れをしていただきたいと思いま

す。 

この「えばごReport」を読まれる頃はちょ

うど桜の花が見ごろかと思います。私の家で

も3人の子どもがお世話になり園を巣立ってき

ました。近くや区内に住んでいる卒園児と保

護者の方々、桜の木の下で走り回る子供たち

にけがをしないように見守り、愛情をそそい

で下さった職員方々も時間があればぜひ桜

を見に来て下さい。大きく育った桜は、前

の道路からもよく見えます。 

そして2年後に新しい園舎ができたとき、

また新しい桜の木が植えられるとのこと。 

その木がまた根付いてたくさんの花を付

け、すてきな園になることを願っていま

す。 

豊町四丁目町会会長 唐澤 英行  



二葉三丁目町会 

川島  芳子さん 

花粉症のあれこれ！ 

 梅の花に春を感じ、桜のつぼみもほころん

で暖かい日が多くなってきました。まだまだ

寒暖の差が大きく寒い日もありま

すが、季節の変わり目と同時に、

この時期は花粉の季節にもなりま

す。花粉症の方にはつらい日々で

はないでしょうか。 

 実は花粉の時期が過ぎたあとに

も花粉症の方は注意が必要と言われます。普

段はなかなか掃除のできない狭い隙間や網戸

の目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症状が出る

ようです。花粉症で大変な思いをしながら、

高齢で足腰が弱くなり掃除が大変。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や、少し手伝って欲し

い時に地域のボランティアさんに30分200円

で「ほっとサービス」としてお手伝いしても

らっています。相談は無料です。お気軽に地

域センター内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 

次回は、豊町二丁目親和会さんにバトンタッチ 

 ♫トレモロに魅せられて♫ これは日本のマン

ドリン界を代表するマンドリニスト竹内郁子先

生のＣＤのタイトルです。 

 私とマンドリンの出会いは14才の秋の事。あ

る音楽会で高校マンドリンクラブの演奏を聴

き、トレモロの美しさに心を奪われてしまいま

した。まさに「魅せられた」瞬間でした。その

後、この高校に入学、即マンドリンクラブに入

部。高校三年間はマン

ドリン一筋。 

 私の青春そのもので

した。  

 結婚、子育て、両親

の見送りと責任を果た

し、還暦間近なある

日、ふと紙面を見る

と、あの憧れの竹内先

生が指導してる教室が

ありました。直ぐにマンドリンを抱え、竹内先

生の門下生に。現在は門下生発表会、ミニコン

サートに備え練習の日々。故郷の仙台では、高

齢男声合唱と共に、叙情歌を演奏しました。 

 竹内先生の厳しいお稽古も幸せな時間です。 

 趣味を続けられる事を家族に感謝しつつ、音

楽を通して地域と関われたら嬉しく思います。 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 8日(月) 始業式 

 9日(火) 入学式、後期課程始業式 

   学校休業日(2,3,5,6,8年生) 

10日(水) 二葉すこやか園入園式 

11日(木) 保護者会(1～4年生) 

12日(金) 新入生を迎える会 

15日(月) 避難訓練 

20日(土) 土曜授業日  
  

■戸越小学校  ３７８１－２８５６ 
 8日(月) 始業式・入学式 

11日(木) 保護者会(5、6年生) 

12日(金) 保護者会(3、4年生) 

15日(月) 保護者会(1、2年生) 

17日(水) 1年生を迎える会 

19日(金) 避難訓練 

26日(金) 遠足(5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 

  日時:6日(土) 13:30～15:30 

  対象:どなたでも 

 ゆたかこども会議(ゆた会) 

  日時:10日(水) 15:30～17:00 

  対象:小学4年生以上 

   申込:当日までに事務室で議員登録してください 

 チャレンジボルダリング 

  日時:11、18、25日(木) 16:00～17:30   

  対象:小学生以上 定員なし ※うわばき持参 

  親子のひろば合同説明会＆お楽しみ会 

   日時:17日(水) 10:30～12:00 

   対象:未就園児親子 

   

     

■南ゆたか児童センター ３７８１－３５７７ 

 
 南ゆたか児童センターは建替え工事のため、2019年4月

1日～2021年3月31日まで長期休館となります。 

 建替え後は便利で使いやすい児童センターに生まれ変

わりますので、しばらくの間は近隣の児童センターをご

利用ください。    

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 

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 

      2、9、16、23、30日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      20日(土) 10:30～10:50 

休 館 日  11日(木) 

 

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

   3、10、17、24日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   27日(土) 11:00～11:20 

 特集展示「花と読書」 

 1日(月)～30日(火) 

休 館 日 11日(木) 

 

「春の子ども読書の日フェア」ブックフェア   

ゆたか「みんなで おでかけ たのしいな♪」 

 二葉「わくわく ドキドキ！ はじまるよ！」 

※4月12日(金)～5月8日(水) 

 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


