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発行日 令和元年11月20日 №56 
『第48回 荏原第五地区大運動会』～午前の部～ 
10月20日(日)、豊葉の杜学園グラウン

ドにて、令和元年度荏原第五地区大運動

会が開催されました。当日は爽やかな秋

晴れが心地よく、運動会日和の一日とな

りました。 

大勢の参加者による入場行進で大会は

幕開け。平林地区委員会会長の挨拶に

よって、会場はより一層盛り上がりを見

せました。そして、昨年の優勝チーム豊

町一丁目町会と豊町二丁目親和会が優勝

カップを返還し、競技前には、子どもか

ら年配の方まで参加者全員で準備体操を

行いました。 

いよいよ競技の始まりです。午前の

部、第一種目の競技は小学生によるか

けっこ。みんなゴールを目指して最後ま

で力いっぱい走り切りました。 

パン食い競争では、来賓の方々や町会

長の皆さんもレースに参加し、会場は賑

やかな雰囲気に包まれました。なかなか

思うようにパンをくわえることができず

苦戦している様子が多く見受けられまし

たが、皆さん最後まであきらめずに取り

組んでいる姿が印象的でした。 

大玉送りでは、競技者全員が声を掛け

合い、大玉を落とさず飛んでいかないよ

うにゴールまで繋げる息の合ったプレー

が一際目立ちました。 

ほかにも、玉入れや宝さがしなど、バ

ラエティーに富んだ数多くの種目に、参

加者の皆さんは全力で取り組んでいまし

た。上位の子どもたちは景品をもらい喜

んでいる様子でした。 



『第48回 荏原第五地区大運動会』～午後の部～ 
午後の部最初の競技は「Theチェアマン

をさがせ」。日本語で町会長の意味を持

つチェアマンは、それぞれ抽選カードの

入った宝箱を持っています。参加者の皆

さんは宝箱めがけて一斉に走って行き、

カードを引きました。競技後の抽選会で

は、当選した人へ豪華なプレゼントが贈

られ、会場は大いに盛り上がりました。 

運動会も終盤に差し掛かり、参加者の

皆さんの応援も白熱してきました。綱引

きは、豊町と二葉の対抗です。応援者側

は身を乗り出し、全身を使って大きな声

援を送っていました。 

プログラムの最後は、町会対抗リ

レー。子どもから大人まで、各町会の代

表走者が精一杯の走りを見せました。追

い越したり追い抜かれたりと順位の変動

が大きく、結果の分からないハラハラす

るレース展開となりました。参加者は最

後の力を振り絞って、声が枯れるくらい

大きな声を出して応援しました。 

今年の運動会は、大きな怪我に見舞わ

れることなく、無事終了しました。この

一日を通して、町会内はもちろん、各町

会同士でのチームワークが一段と深まっ

たことでしょう。 

二葉神明町会『敬老祝賀会開催』 

 敬老の日を記念して、10月2日(水)に祝

賀会を行いました。寿楽会では、80歳を

過ぎると5歳きざみで特別にお祝いされる

「特寿」が贈られます。今回の参加者で

は、卒寿2名、特寿85歳の方が4名。傘寿

が3名、喜寿が3名。合計12名の方々をお

招きして総勢48名。会場は満席の中、ご

来賓の皆様と盛大にお祝いをしました。 

 会長様より、ご祝儀と記念品のプレゼ

ントを頂いて皆々様とても嬉しそうでし

た。わたしも今年は「喜寿」を迎え、敬

老のお仲間入りをしました。 

 日頃、寿楽会ではカラオケや輪投げ、

健康体操、お茶会が開催されています。

また、毎月一回の理事会では、会員の皆

様に誕生日のお赤飯をお配りします。お

宅にお伺いすると、「もう喜ぶ年じゃな

いわよぉ～」と言いながらもニコニコと

した笑顔でお赤飯を受け取ってください

ます。その時に、健康状態や生活状態を

気にかけるようにしています。 

 寿楽会に参加することでわたしも皆か

ら元気を頂き、毎日楽しく充実した老後

生活を過ごしております。 

 

二葉神明町会神明寿楽会理事 伊藤素子 



二葉二丁目町会 副会長 会計部長 

佐野 寛 さん 

次回は、戸越小学校にバトンタッチ 

 「実直」という表現が最もふさわしい

副会長の佐野寛さん。町会の会計として

30年以上、明朗な会計で健全な町会運

営を支え、且つ黙々と町のために活動さ

れていますが、あまりご自分のことは語

られない方なので、直撃取材してみまし

た。 

 出生は新潟、三代続いた老舗酒屋の五

男坊として生まれ、学校を卒業後上京。

世田谷区のご親戚が経営する酒屋さんに

勤めた後、昭和43年に、以前からあっ

た「立昌屋酒店」を、屋号をそのまま引

き継いで欲しいという条件で譲り受け、

以来51年目になるそうです。なんと生

まれてこの方、お酒のなかで81年間過

ごされてきたことになりますね。でも、

お酒に飲まれることは一度もなかったよ

うです。 

 そして、ご主人の町会活動を陰で支え

ておられる奥様は、「地域の方にお世話

になっているのですから当然のことで

す。」と淡々と語られていましたが、そ

の素朴な言葉の中に、町を護る心意気を

強く感じることができました。 

支え愛・ほっとステーションでは地域

の皆さんとお会いし、直接お話しをさせ

ていただく機会をつくるために、地域交

流会を行っています。交流会では様々な

講座を行い、その後お茶を飲みながら情

報交換などを交え、自由におしゃべりす

る時間を設けています。   

私たちは交流会をもっと地域の方に

知っていただきたいと考えています。そ

こで、ほっとステーションの地域支援員

（ボランティア）さんと一緒に交流会の

企画をし、今年最後の交流会を12月に行

う予定です。地域の皆さんから認知症に

ついて学びたいという声もあり、認知症

を知るためのはじめの一歩!!として『認知

症すごろく』を楽しみながら学ぶ機会に

なればと思います。 

認知症ってよく聞くけれどどんなことか

ら気づくの？予防することは出来るの？

誰もがなる可能性がある認知症。だから

こそ地域でできることもきっとある!!地域

だからできる見守りについて皆さんと一

緒に考えてみませんか？興味があり交流

会に参加してみたい方はほっとステー

ションまで連絡してください。 

   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 「支え愛・ほっとステーション」 

～地域交流会～  



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
2日(月) 安全指導日 

3日(火)～4日(水) 職業体験(5組7年生、8年生) 

5日(木) 避難訓練 

7日(土) スチューデントシティ(5年生) 

     ファイナンスパーク(8年生) 

     全校防災日 

13日(金) 社会科見学(6年生) 

18日(水)  CAP(3年生) 

   ブラインドサッカー(5年生) 

20日(金) 校外学習(5組前期) 

25日(水) 終業式 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
3日(火) 避難訓練 

4日(水) 教育会 

10日(火) 社会科見学(5年生) 

25日(水) 終業式 

12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) 

      16:00～17:00 

  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 

        21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、12、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 

      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 

休 館 日 2日(月)～4日(水) 特別整理休館 

      12日(木) 

      29日(日)～1月3日(金) 年末年始休館 

【トイレ工事のお知らせ】12月1日(日)～ 

 2年3月31日(火)まで、一部使用できない予定です。 

 

■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) 

 ※18日はクリスマススペシャルおはなし会です。 

 行   事 0、1、2歳おはなし会 

   28日(土) 11:00～11:30 

休 館 日 12日(木) 

   29日(日)～1月3日(金) 年末年始休館 

 

12月の特集展示 障害者週間 2日(月)～28日(土) 

 ゆたか『絆 -ともに歩む』 

 二葉『みんなで歩んでいく地域へ』 

※両館ともブックポストは、12月28日(土)17:00～  

 1月4日(土)9：00までご利用できません。 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


