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荏原第五地区委員会 『春のイベント いちご狩り』 

 5月19日(日)に、荏原第五地区委員会主催

の春のイベントが開催されました。 

 五月のすがすがしい天気に恵まれなが

ら、埼玉県秩父郡にある小松沢レジャー農

園と長瀞の岩畳へ行ってきました。 

今回は、地域の親子など123名が参加しまし

た。 

 バスの中では、地区委員の方が恒例のビ

ンゴ大会と到着時間当てゲームを開催しま

した。 

子どもたちは自分がビンゴになると大きな

声で「ビンゴ！」と叫び、豪華な景品をも

らって喜んでいました。 

 小松沢レジャー農園では、まず初めに餅

つき体験を行い、つきたてのお餅と新鮮な

いちごで大福を作りました。子どもたち

は、重たい杵を振りながら必死にお餅をつ

いていました。 

 その後はメインイベントのいちご狩りを

行いました。農園には2種類のいちごがあ

り、子どもたちは「こっちの方が甘い

よ！」と友達と食べ比べをしながら、美味

しいいちごを堪能していました。 

 昼食は富士山の溶岩石を使ったバーベ

キューを行い、参加者は沢山のいちごを食

べた後にも関わらず、美味しそうに食べて

いました。昼食中、バスの中で行われた到

着時間当てゲームの正解者発表があり、正

解した参加者はステージに呼ばれ、恥ずか

しそうにしながらも喜んでいました。 

 長瀞の岩畳の見学では、現地のガイドの

方の説明を聞いた後、子どもたちは美しい

川のほとりで見たこともない大きな岩畳の

上を歩き回るなどして楽しんでいました。 

 農園で旬の美味しいいちごを堪能し、長

瀞で自然を感じることができ、楽しいひと

時を過ごしました。 

 



『防災体験フェア』 
 5月25日(土)に豊町四丁目町会、豊町五

丁目町会、二葉中央町会、二葉三丁目町

会、光陽産業株式会社、太豊建設株式会

社の共催により、のんき通り沿いで防災

体験フェアが実施されました。このフェ

アは、平成26年から始まり6回目の開催で

す。今年度は地震体験車、煙体験ハウス

を使った地震・煙体験をはじめ、スプ

レー消火器や水消火器を使った初期消火

体験、スタンドパイプを使った放水体験

などが行われました。地震体験車では、

家族や中高生の参加が多く、日常では体

験したことのない大地震の揺れを体感

し、とても驚いた様子が印象的でした。

初期消火体験では、多くの子どもたちが

バーナーの火を目がけて真剣な表情で消

火訓練を行っていました。 

 また、都立大崎高校の防災活動支援隊

によるAED操作講習や三角巾を使った応急

手当講習が行われました。今後の将来を

担う若者たちによる指導に参加者は感心

しながら、話を聞いていました。 

 さらに、同校の高校生による和太鼓、

吹奏楽の演奏、縄跳びを使ったダブル

ダッチ、ダンスのデモンストレーション

が行われ、若い力によって会場内を大き

く盛り上げました。 

 昨年に引き続き、支え愛ほっとステー

ションも開設され、会場を訪れた方に身

近な福祉の相談窓口をPRしました。 

 この日はとても暑かったうえ、近隣の

学校では運動会が催されており例年より

参加者は少なめでしたが、子どもからお

年寄りまで幅広い世代での参加があり、

防災訓練を通じて、防災意識を高めると

ともに地域の絆を一層深めることができ

ました。 

荏原第五地区 『区民まつりのお知らせ』  
 今年も区民まつりの季節がやってきまし

た。ご家族やお友達、ご近所お誘いあわせ

の上、ぜひご来場ください。両日とも子ど

もたちのステージと盆踊りを実施。ゲーム

コーナーやおいしいものを用意してお待ち

しております。 

 

日時：7月20日(土)、21日(日) 

 ※7月21日が投票日の場合、7月27、28日 

  に実施   

 20日（土） 午後3時～午後7時50分 

 21日（日） 午後4時～午後7時20分 

会場：杜松ホーム （旧杜松小学校） 

  ※駐輪場はありません 



豊町一丁目町会 防犯部長 

成瀬 雄一さん 

次回は、二葉一丁目町会さんにバトンタッチ 

 豊町一丁目町会の特色の一つとし

て、戸越銀座銀六商店街を擁している

ことが挙げられます。 

 私自身父の代から５０年近く商店街

に店を構えており、現在はこの商店街

の理事長を務めさせていただいて５年

目になります。町会の役員には商店街

役員より以前私が店に戻った２０年位

前からさせていただき、現在は防犯部

長（私の店は牛乳屋で早朝から稼動し

ていることもあって）として町会の安

全のお手伝いをしております。 

 銀六商店街には個人起業されたユ

ニークなお店がたくさんあります。ア

イルランドの方が経営する料理店や塩

専門のお店、ハワイで営業されてた弁

当店等、次々と個性的なお店が出店し

ています。 

 銀六商店街を含む戸越銀座商店街連

合会では今年も6月下旬の中元売り出

し、7月13日のぼんぼん廻り、8月24、25

日のとごしぎんざまつり等、地域の皆様

と楽しく盛り上げていきたいイベントを

予定しております。ぜひご参加くださ

い。 

 「支え愛ほっとステーション」では、

ご高齢の方が生活する中で、「ちょっと

した困りごと」にボランティアさんに手

助けをお願いする「ほっとサービス」

（３０分２００円）を行っています。 

 ●電球を交換してほしい、また高い       

  所のものを取ってほしい。 

 ●買い物に行くのが一人では不安なの  

  で、一緒に行ってほしい。 

 ●掃除をしてほしい。ゴミ捨ての拠点    

  まで不要な衣類を運んで欲しい 

このような日常生活での困りごとを、

「地域支援員（ボランティア）」にお手

伝いをお願いしています。 

 「地域の助け合い活動」は高齢社会の

今、欠かせなくなりました。ご自身の趣味

活動や用事の他に少し空く時間があった

ら、これくらいならお手伝いできるかな、

という連絡を待っています。「ほっとサー

ビス」を通じて、地域の皆さんが繋がるこ

とを願っています。住み慣れたこの町で暮

らし続けるために、「助け合いの輪」を一

緒に広げていきましょう。「こんなことな

らできる」という

連絡お待ちしてい

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 
ボランティアさん募集中！！  



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 1日(月) 安全指導日 

 4日(木) 社会科見学(3年生) 

 5日(金) 避難訓練 

                  主張発表会(9年生) 

 6日(土) 土曜授業日 

 8日(月) 開校記念日 

 9日(火) 安全指導日 

12日(金) 租税教室(9年生) 

    漢字検定 

13日(土) わくわく豊葉の杜フェスタ 

15日(月) 海の日 

16日(火) 租税教室(6年生) 

19日(金)      1学期終業式 

28日(日)      富山林間学園(5年生) 

29日(月)      富山林間学園(5年生) 

30日(火)      富山林間学園(5年生) 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
 1日(月) 授業参観保護者会 

     (4,5,6年生) 

 2日(火) 避難訓練 

 5日(金) 授業参観保護者会 

    (1,2,3年生) 

12日(金) 学校110番通報訓練 

19日(金) 終業式 

 

7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） 
 
  チャレンジボルダリング 

  日時:2、9、16、23、30日(火)  

      16:00～17:30 

  対象:小学生以上、定員なし 

  申込:当日受付 

  ※うわばき持参、スカート不可 

 JUMP－JAM（ジャンジャン） 

  日時:3、10、17、24、31日(水) 

      16:00～17:30 

  対象:小学生以上、定員なし 

  申込:当日受付 

  やってみよう！ボードゲーム 

  日時：4、18、25日(木) 

        16:00～18:00 

  申込：当日受付 

  ※定員なし 

  ボルダリングスペシャル 

  日時：11日(木) 16:00～18:00 

        27日(土) 14:00～16:00 

  対象：小学生以上、定員なし 

  申込：当日受付  

  ※うわばき持参、スカート不可 

 

 「えばごReport 5月号」(令和元年5月20日発行） 

 4ページ“6月の行事予定 ボルダリングスペシャル” 

 の日時に誤りがありました。 

 

   誤） 6月29日(土) 

   正） 6月22日(土) 

 

 読者の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけ 

 しましたことを深くお詫び申し上げます。 

 

  

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、31日(水) 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   27日(土) 11:00～11:30 

7月の特集展示「夏をプロデュース」 

 1日(土)～31日(日) 

休 館 日 11日(木) 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


