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『令和元年度 荏原第五地区区民まつり ～グラウンド～』 

 7月27日(土),28日(日)に杜松ホームに

て、「荏原第五地区区民まつり」が開催さ

れました。今年は、豊葉の杜学園の金管バ

ンドクラブによるオープニング演奏でお祭

りが始まりました。開会式の前から、大勢

のお客さんたちがステージ前にスタンバイ

していました。 

 開会式の後には、ステージ上で子どもた

ちによる演目が披露されました。はじめ

に、大崎高校和太鼓部による和太鼓の演奏

で幕開け。続いて、ゆたか児童センターに

よるこどもステージが始まりました。ダン

スや秩父屋台囃子の演奏、クイズ大会など

プログラムはバラエティーに富んでいて、

大勢の方が写真を撮りながら楽しんでおり

会場は盛り上がりに包まれていました。 

 模擬店・啓発活動のブースでは、焼きそ

ばやポップコーンなどの食べ物をはじめ、

スーパーボールすくいや輪投げなどの縁日

コーナーもありました。子どもボランティ

アの皆さんは「いらっしゃいませ！」

「ありがとうございました！」と元気よ

く呼び込みをしてくれました。そのおか

げもあり、どのお店の前にも行列ができ

ていました。 

 夕方からは、恒例の盆踊りが始まりま

した。荏原第五地区の10町会が順番に、

「東京音頭」「大東京音頭」「炭坑節」

「品川音頭」の曲目をやぐらの上で踊り

ました。やぐらの頭頂部では大井権現太

鼓保存会の皆さんが、全身を使った力強

い太鼓の演奏をしてくれました。そのや

ぐらを囲むように、お祭りに来場した皆

さんが大きな円を作って盆踊りを踊って

いました。暗くなるにつれて会場が提灯

で点灯され、お祭りの雰囲気が一層に増

しました。また、町会ごとに異なる浴衣

で踊る姿が綺麗でした。お子さんから年

配の方まで、年齢問わず一体となって踊

る様子はとても素敵でした。 



 体育館では子ども向けの催しがたくさん

用意されていました。 

 豊葉の杜学園・戸越小学校PTAはサイコ

ロ投げやまとあて・宝釣りなどのミニゲー

ムコーナーを出店しました。みんな真剣な

表情でゲームに参加していて、景品をも

らった子どもたちはとても嬉しそうでし

た。 

 豊葉の杜学園の生徒たちはボーリング・

コップ倒しのブースを出店しました。子ど

もたちにボールの投げ方をわかりやすく教

えてあげている生徒たちの姿が印象的でし

た。 

 大崎高校ダブルダッチ部の生徒は、ダブ

ルダッチ体験コーナーを担当しました。2

本の縄の中に入るにはなかなか勇気がいり

ますが、子どもたちは積極的にチャレンジ

していました。 

 ゆたか児童センターのプラレールコー

ナーでは、自分の好きな電車を選び自由に

レールを付け足して遊ぶことができまし

た。最後には、立体的で大きなレールが完

成しました。 

 どのブースの前にも行列ができていて、

みんな順番を待ちきれない様子でした。

「もう1回やりたい！」とたくさんの子ど

もたちがゲームに参加してくれて会場はに

ぎやかな雰囲気に包まれていました。 

南ゆたか保育園 『さくらの木お別れ会』 

 7月20日(土)、旧南ゆたか保育園で「さ

くらの木お別れ会」が開かれました。南ゆ

たか保育園は老朽化のため建て替えられる

ことになり、園庭の中心から広がる大きな

桜の木も切られることになりました。8月

からの工事前最後の機会として、49年間の

旧園舎の思い出を振り返ってもらうため、

この度地域の方へ園内が開放されました。 

 園内は物がほとんど無くなった状態で

すっきりとしていましたが、壁や床一面に

は3月に開催された「南ゆたかメモリアル

プロジェクト」の際、保育園へ通い親しん

だ園児たちの描いたイラストやメッセージ

が彩られていました。お別れ会に参加した

卒園児たちは、“懐かしい！”“こんなの

あったね！”と楽しそうに思い出を振り

返っている様子でした。また、調理室内や

避難用すべり台といった普段は立ち入れな

い場所を回ることもでき、園を訪れた方々

は興味深そうに見学しました。 

 会場では桜の苗が配られていました。約

50年の歴史ある桜の木とはもうお別れです

が、この小さな苗が別の場所で、南ゆたか

保育園の桜の木に負けないくらい大きく

育ってくれることを願っています。 

『令和元年度 荏原第五地区区民まつり ～体育館～』 



豊町五丁目町会  

鈴木 祐二さん 

次回は、二葉中央町会さんにバトンタッチ 

 大正2年、赤坂で創業を開始。初代

は祖父の鈴木松次郎、2代目が父の壽

雄、3代目には兄の盛雄と受け継ぎ、

兄の引退後、私が4代目として継承と

同時に豊町五丁目に移転して参りまし

た。 

 すだれは100年以上も前から、ほぼ

変わらない手法と材料で製作されてき

ました。昭和58年には、「江戸簾」と

して、東京都より伝統工芸品の指定を

受けることができました。私も4代目

として、初代からの技術と“思い”を

しっかりと継承していきたいと思って

おります。 

 師匠である父からは、“仕事は見て

覚えろ”と言われてきました。「手作

りとは、手で物を作るということだけ

ではなく、『物を作れる手』を作ると

いう意味もあるんだ。」と言われた言

葉が今でも心に残っています。 

 これからも、伝統工芸の技術を継承

しつつ、現代の生活様式にも合ったす

だれを追及していきたいと思っており

ます。 

 そして皆さまには、単なる「日除

け」としてだけではなく、すだれの掛

かった景色を楽しんでいただけたら嬉

しいです。 

 いつでも、どこでも、だれもが条件次

第で熱中症にかかる危険性があります。

熱中症は正しい予防方法を知り、普段か

ら気をつけることで防ぐことができま

す。 

①暑い日は決して無理はせず、日陰を選 

 んで歩き、適宜休憩を取るようにしま 

 しょう。 

②カーテンやすだれを垂らして窓から射 

 し込む日射を遮り、向き合う窓を開け 

 るなど風通しをよくしましょう。 

 また、暑い日は我慢せずにエアコンや    

 扇風機を使い室内で涼しく過ごすせる 

 工夫をしましょう。 

③ゆったりした吸汗・速乾素材の衣服を  

 選び、襟元はゆるめて通気をよくしま 

 しょう。 

④のどの渇きを感じなくてもこまめな水 

 分補給と塩分摂取を心掛けましょう。 

⑤急に暑くなった日は特に注意しましょ 

 う。暑いときには無理をせず、徐々に   

 暑さに慣れるように工夫しましょう。 

⑥熱中症の予防には、個人の努力ととも 

 にまわりの配慮や注意も必要です。お 

 互いの体調に注意して、声を掛け合い 

 ましょう。 

熱中症にならないための工夫をし

て快適な夏を過ごしましょう！！ 

   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  「快適な夏を過ごすために」 

～江戸すだれ(有)鈴松商店～ 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
2日(月) 始業式 

     引き取り訓練(避難訓練) 

4日(水),5日(木) 職場体験(5組9年生) 

7日(土) セーフティー教室(1,2年生) 

9日(月) 安全指導日 

     発育測定(1,2年生) 

10日(火) 児童生徒会役員選挙 

   発育測定(3,4年生,5組前期) 

11日(水) 発育測定(5,6年生) 

13日(金) 連合スポーツ大会(5組後期) 

19日(木),20日(金) 中間考査(7～9年生) 

28日(土) 運動会(1～4年生) 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
2日(月) 始業式 

5日(木) 着衣水泳(6年生) 

6日(金) 授業参観保護者会 

7日(土) 引き渡し訓練 

9日(月)～11日(水) 発育測定 

9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:3、10、17、24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:4、11、18、25日(水) 

      16:00～17:30 

  対象:小学生以上、定員なし 

  申込:当日受付 

  ボルダリングスペシャル 

  日時：12日(木) 16:00～18:00 

        28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 

  やってみよう！ボードゲーム 

  日時：5、19、26日(木) 

        16:00～18:00 

  申込：当日受付 ※定員なし 

  プラ電車天国mini 

  日時：7、21日(土) 

     10:30～12:00 ※定員なし 

      

■南ゆたか児童センター  
 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。 
 

    

   

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 

      3、10、17、24日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

      21日(土) 10:30～10:50 

9月の特集展示 東京でおもてなし 

      「東京のススメ」 

 1日(日)～30日(月) 

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、11、18、25日(水) 

 行   事 0、1、2歳スペシャルおはなし会 

   28日(土) 10:30～ 

   荏原第五区民集会所 第四集会室 にて 

      ※20組先着順 

9月の特集展示 東京でおもてなし 

      「おもてなし『わたし流』」 

 1日(日)～30日(月) 

休 館 日 12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 


