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豊町五丁目町会 『年末行事』 

 昨年の12月22日(日)、恒例の「クリスマス会&

もちつき大会」が盛大に行われました。 

 昔からこの日は子どもたちのための1日です。

私も50年以上も前ですが、わくわくして過ごした

思い出があります。最近は少子化で参加者数

も危ぶまれましたが、今年はなんと50人以上の

子どもたちが集合！おもちも順番につき、ご両

親がスマホでパチリ。他にもフランクフルトや昔

懐かしいソースせんべいが振舞われ、外での

サイコロゲームも大いに盛り上がりました。 

 また会館の2階では、プロのマジシャンをお招

きし、マジックショーに大歓声が上がっていまし

た。よき伝統が形を変えつつも繋がっていく...

この日はそんな感動がありました。 

 昨年の歳末警戒パトロールは4日間行わ

れましたが、初日の12月24日(火)のみ、町

内の子どもたちにも協力してもらおうと、

親子での参加を募りました。 

 一昨年に初めての試みとして募集したの

ですが、3組の参加に終わりました。「今

年はもう少し増えたら嬉しいな」と思いつ

つ、回覧を回したところ、10組を超える申

し込みが次々と！町会長はじめ役員さんも

大喜び。「火のよーじん！」のかわいい声

と共に、クリスマスイブの町内を約1時間

巡回しました。 

 当日は荏原消防署戸越出張所の小山所長

はじめ、警察署、消防団からも多数応援に

駆けつけて下さいました。来年以降も、町

内の子どもたちが参加できる年末恒例の行

事にしていきたいと思います。 
 

町会伝統のクリスマス会&もちつき大会 

歳末警戒に「こどもパトロール隊」出動 !  

(副会長 岡井徹博 記) 

(副会長 岡井徹博 記) 



豊町二丁目親和会 『餅つき大会＆防災器具展示説明』 
 2月2日(日)、晴天の中、サンサン広場

（防災広場）にて毎年恒例の餅つき大会が

開催されました。当日は、約360名もの

方々にお越しいただき、例年の倍近くの参

加者で会場は賑わいを見せました。また、

そらのいろ保育園の園児たちも一緒におも

ちをついてくれました。 

 会場では、きなこやあんこ、辛味大根で

味付けされたおもちのほかに、温かい豚汁

も振舞われました。おもちに並ぶ行列は公

園の外までずらっと続いていました。おか

わりをする参加者もたくさん見受けられ、

みなさんお腹いっぱいになるまでおもちを

楽しんでいる様子でした。 

 会場では、防災器具の展示やアルファ化

米の試食も同時に行いました。参加者たち

は、おもちが出来上がるのを待っている間

に、ゴマや海苔のふりかけを白米にかけて

食べていました。みなさん、思い思いに餅

つきを楽しんでいました。 

  

二葉神明町会 『青少年部主催 もちつき大会』 
 1月19日(日)、毎年恒例「二葉神明町会

青少年部」主催のもちつき大会を開催いた

しました。当日は天候にも恵まれ、天祖神

社の境内をお借りして大勢の皆さんにお集

まりいただきました。 

 もち米は50kg。おもちの味付けの種類は

4種類「あんこ・きなこ・納豆・辛味大

根」です。その他に「洋食千里」㊙特製

スープのお雑煮400食を出しました。特に

お雑煮は大盛況で、皆さん「美味しい！！

美味しい！！」お陰様であっという間に完

売になりました。青空の元、おもちをつい

たり食べたりと、町会や地域の皆さんとの

親睦を深めることが出来ました。 

(青少年部 部長 中山雅子 記)    



豊町四丁目町会 

下野 暁美 さん 

次回は、二葉三丁目町会にバトンタッチ 

 豊町四丁目に越して、33年になりま

す。長く勤めていたこともあり、住まい

はあっても地域に溶け込んだという実感

がないままでした。 

 定年を迎え、これから何かをと思って

いた時に、町会掲示板で「すけっと品

川」の講座を見つけ参加しましたが、実

際の活動まではできないでいました。 

 そんな時に、町会の方に高齢者クラブ

の卓球に誘っていただき、生き生きと楽

しく身体を動かしていらっしゃる方々に

出会い、ちとせクラブ(高齢者クラブ)に

も入会し、時々集いにも参加するように

なりました。 

 昨年12月に、民生委員の委嘱を受けま

した。何となく住んでいる場所で何かを

と思っていたことが、やってみたかった

ことと結びついた気がします。 

 民生委員としては、まだ始まったば

かりで未熟な所もたくさんあります

が、少しでもお役に立つことができれ

ばいいなぁと思っている所です。 

 支え愛・ほっとステーションでは、高齢

者の方を対象に、日常生活での「ちょっと

した困りごと」を、30分200円で地域支援員

（ボランティア）がお手伝いするほっと

サービスを行っています。ちょっとしたお

困りごととしてこんなことはありません

か？ 

 電球交換が一人で出

来なくなった。高いと

ころのものが取れな

い。1人では通院が不

安、近くの病院まで一

緒に行ってくれる人は

いないだろうか。ちょっ

とした掃除ができない。

ゴミ捨ての拠点までゴミ

が運べないなど。そんな

とき支え愛・ほっとステーションまでご相

談ください。 

 ご相談をいただいた後に、状況の確認を

させていただくためご自宅にお伺いしま

す。ボランティアでは対応が難しいと思わ

れる場合でも、一緒に考えご紹介できる先

などお探しします。相談は無料です。「こ

んなことも頼めるのかな？」と思うことで

も、まずはお気軽にお電話ください。  

   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から 

～ほっとサービスのご案内～  

 



学 校 
 

■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
 2日(月) 安全指導日 

 3日(火) 保護者会(1～4年生,5組) 

 4日(水) 9年生を送る会 

    保護者会(5～8年生) 

 6日(金)  遠足(9年生) 

 7日(木) 立志式 

   セーフティー教室(6,9年生) 

11日(水) 避難訓練 

18日(水)   大掃除 

19日(木)   卒業式 

24日(火) 前期課程修了式 

25日(水) 修了式 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
 4日(水) 感謝の会(6年生) 

 6日(金)～7日(土)  宿泊体験学習(4年生) 

 9日(月)             避難訓練 

10日(火)             保護者会(2,4,6年生) 

10日(火),12日(木)    英語成果発表の日 

12日(木)             保護者会(1,3,5年生) 

13日(金)             遠足(6年生) 

24日(火)             卒業式 

25日(水)             修了式 

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） 

  チャレンジボルダリング※ 

  日時:3、10、17、24、31日(火) 祝日除く 

      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 

  対象：小学生以上、定員なし 

  申込：当日受付  

  ボルダリングフェスティバル※ 

  日時：28日(土) 14:00～16:00 

  対象：小学生以上、定員なし 

  申込：当日受付  

  ※ボルダリングは、 

   ・うわばき持参、スカート不可 

   ・初めての参加は登録が必要です。 

   ・1年生は毎回、2,3年生は初回のみ保護者同    

   伴での参加をお願いします。 

 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 

   プラ電車天国mini 

  日時：7、21日(土) 10:30～12:00 

  対象：どなたでも、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、31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 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歳おはなし会 

      28日(土) 11:00～11:30 

休 館 日 12日(木)  

特別展示「品川と作家たち 吉川 英治」 

 

3月の特集展示 春の読書フェア 1日(日)～31日(火) 

  ゆたか「図書館員の“ジャンル別”おすすめ本」 

  二葉  「はじめる春」  

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 


