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発行日 令和3年3月20日 №69 
二葉幼稚園 『開園40周年記念式典』 

1月23日(土)、二葉幼稚園開園40周年記

念式典が挙行されました。 

式典は新型コロナウイルス感染症対策

のため規模を縮小して行われました。当

日は年長児が参列し、年少組は同時配信

で参加しました。式典では、事前収録し

た子どもたちによる「お祝いの歌と言

葉」が披露され、和やかな雰囲気に包ま

れました。 

子どもたちは40周年のお祝いを「幼稚

園が40才になるんだ！」ととても喜び、

年長組は自分の人形、年少組はバース

デーケーキを作り、みんなでお祝いしま

した。他にも、フラワーアレンジメン

トの作成やパンジーや球根の鉢植えを

行うなど子どもと保護者が年間を通じ

てお祝いの気持ちを盛り上げていま

す。 

二葉幼稚園は、昭和55年4月に品川区で

8番目の区立幼稚園として開園しました。

平成14年9月からは幼保一体施設「二葉す

こやか園」となっています。 

 

「二葉幼稚園の40年の歴史を振り返る

中で、二葉幼稚園に携わった皆さんが大

切にしてきたものは、幼児教育への情熱

と遊び文化の継承です。これからも、こ

の伝統を未来につなげ、

地域に愛され続ける園で

あるよう、一層努力して

まいります。今後とも本

園への変わらぬご理解と

ご支援を賜りますよう、

お願い申し上げます。 」 

二葉幼稚園山﨑園長ご挨拶 



令和2年12月末から令和3年1月初めにか

けて、「親子で挑戦！荏原第五お年玉ク

イズ☆」が開催されました。これは、新

型コロナウイルスの影響により今まで通

り外に出ることが出来なくなった子ども

たちに、家族で楽しみながら地域を知っ

てもらうことを目的とした、荏原第五地

区委員会主催のイベントです。 

今回は、荏原第五地区管内にある戸越

小学校と豊葉の杜学園の児童および生徒

の皆さんを対象に、冬休みの間ご家族一

緒になって難解なクイズ問題に挑戦して

いただきました。 

クイズの出題数は全部で50問。各町会

や学校からも独自のクイズを出題しても

らいました。中にはインターネットで調

べても答えが見つからない問題もあり、

実際に現地へ出向いてくれた参加者も見

受けられました。ボリュームのあるクイ

ズに、皆さん苦戦した様子でした。 

上位成績を獲得できた皆さんには、そ

れぞれの学年ごとに豪華賞品が渡されま

した。「親子共に、自分の地域について

大変勉強になった。」「家族みんなでた

くさん調べ、家にいながらも楽しむこと

ができました。」「次は全問正解を目指

したい！」など、参加者の皆さんからは

たくさんのお声をいただくことができま

した。 

今回のお年玉クイズは、荏原第五地区

委員会では初めての試みでしたが、9月に

開催したオンライン事業同様、おかげさ

まで多くの皆様のご参加をいただきまし

た。誠にありがとうございました。クイ

ズの正解発表と上位成績発表は、どちら

も荏原第五地域センターのホームページ

にて発表していますのでぜひご覧くださ

い。※下記QRコード参照 

荏原第五地区委員会 『荏原第五お年玉クイズ☆』 

 ←【QRコード】 

  荏原第五地域センター   

   HPはこちらから 



戸越小学校 学校地域コーディネーター 

矢吹  陽子さん 

次回は、二葉神明町会にバトンタッチ 

「私と戸越」 

 みなさんは「戸越」と聞いてどこを

思い浮かべますか？私には3つの大切

な戸越があります。1つ目は「戸越銀

座」です。都内最長の商店街としてよ

くテレビでも放映され、今では多くの

みなさんに知られた商店街だと思いま

す。幼い頃の私にとって戸越銀座は母

と買い物をする大切な場所でした。今

みたいにスーパーなどは殆どなく、八

百屋、魚屋、肉屋と一軒一軒回るので

1時間位かけて買い物をしました。 

 2つ目は「戸越公園」です。春にな

ると公園中の桜が満開になり緑が多く

大きな池もありとても大好きな場所で

す。子どもの頃は友達と基地を作った

りして遊んだ思い出があります。 

 そして私の一番大切な戸越は「戸越

小学校」です。母、私、二人の子ども

の親子三代でお世話になりました。公園

に囲まれた自然豊かな戸越小。ここで私

は品川コミュニティ・スクールのコー

ディネーターとして仕事をしています。

とてもご縁を感じております。 

  

 1人暮らしの方や、日中独居の方などが

安全で安心に暮らしていく為に、救急代

理通報システムについてご案内します。  

 65歳以上の方を対象に、緊急時に警備

会社の警備員が24時間365日いつでも駆け

付けて必要に応じて救急車の要請など行

います。 

①救急ペンダント 急な発作な

ど体の具合が悪くなった時、ボタ

ンを押すだけで通報が可能なペ

ンダント型無線機です。  

②生活リズムセンサー トイレ

の扉や冷蔵庫などの開け閉めを

感知し、一定時間反応が無い場

合に自動で通報します。  

③火災センサー 火災時にセンサーが反応

し、自動的に通報されます。  

 設置費用は区が負担します。利用料は

月々300円～1,000円と通信料がかかりま

す。詳細はお問い合わせください。  

●要介護認定を受けている方はお近くの

在宅介護支援センターへお問合せくださ

い。 

●介護保険を利用していない方は支え

愛・ほっとステーションで受付をしま

す。  

   支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 
相談 

無料 

救急代理通報システムのご案内 
FAX 03-3785-2016 

主
装
置 



学 校 
■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
4月6日(火) 1学期始業式 

  7日(水) 入学式、後期課程始業式(1,7年生) 

  9日(金) 新入生を迎える会 

 12日(月) 安全指導日 

 14日(水) 避難訓練 

 17日(土)     土曜授業日 

5月6日(木) 避難訓練 

  7日(金)     離任式 

  10日(月)     安全指導日 

 15日(土)     土曜授業日 

 19日(水)～21日(金) 日光移動教室(6年生) 

 21日(金)     音楽鑑賞教室(8年生) 

 26日(水)     品川教育の日 

4・5月の行事予定 

 

 

 

 

 

（ゆたか児童センター） 
 児童センターは現在一部制限を設けて開館して

おります。詳しくはホームページをご参照いただ

くか、各館までお問い合わせください。 

 

■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 

                   Fax3785-2016）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

4月6、13、20、27日(火) 

      5月4、11、18、25日(火) 

行   事 みんなニコニコおはなし会  

     4月17日(土)、5月15日(土)10:30～10:50 

休 館 日  4月8日(木)、5月13日(木) 

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

   4月7、14、21、28日(水) 

   5月5、12、19、26日(水) 

 行   事 0,1,2歳おはなし会 

   4月24日(土)、5月22日(土)11:00～11:30 

  「つぶやきふたばちゃんをさがせ！」  

 4月10日(土)～30日(金) 

 「しながわECOフェスティバル2021」出展  
   5月30日（日）10:00～15:00 

  場所：しながわ中央公園  
 休 館 日 4月8日(木)、5月13日(木) 

 4月の特集展示「時を忘れて、にんまり春」 

1日(木)～30日(金) 

5月の特集展示「自然に癒されて 」1日(土)～31日(月) 

両館共通  春の子ども読書の日フェア  

「ふんわり ちいさな はるが いっぱい」 

   4月1日(木)～4月30日(金) 

開館時間 

月曜日～土曜日 9：00～20：00 

日曜日、祝日  9：00～19：00 

※新型コロナウイルス感染の影響に配慮し、 

 各種事業を中止する場合がございます。  

ゆたか児童センターのページ 

品川区児童センターホームぺージ 

「パパママ応援サイト」 

ゆたか児童センター連絡先 03-3786-0633  

児 童センター 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
4月6日(火) 始業式、入学式 

 12日(月) 安全指導日 

 17日(土) 土曜授業日 

 21日(水) 避難訓練 

 27日(火) 消防写生会(1,2年生) 

 30日(金) 公園写生会(3～6年生) 

5月6日(木) セーフティ教室 

 10日(月) 安全指導日 

 14日(金) 避難訓練 

 15日(土) 土曜授業日 

 21日(金) 交通安全教室(1～3年生) 

 26日(水) 品川教育の日 

 27日(木) 全国学力調査(6年生) 

 28日(金) 遠足(1,2年生) 

次回えばごReportの発行は5月20日となります。 

4月は新入学・進級に伴い子どもの歩行中の交通事故が増加し

やすい時期です。歩行者の保護、安全運転を心がけましょう。 

交通事故からかけがえのない命を地域全体で守ろう！ 

令和3年4/6（火）～15（木） 令和3年春の全国交通安全運動 

みんなで交通ルールとマナーを徹底しよう！


