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9月の行事 4 

発行日 令和3年8月20日 №73 
荏原第五地区委員会 「目指せ名人！親子で俳句大会」 

 今年度最初の事業として、戸越小学校・豊

葉の杜学園・荏原第五地区にお住まいの親子

を対象に俳句大会を開催しました。 

 審査員には、「現代

俳句協会理事」や「伊

藤園お～いお茶新俳句

大会審査員」などでご

活躍のある今野龍二さ

んをお招きしました。   

 『夏』をテーマに俳

句を募集した結果、総勢203名の皆さんにご

応募いただき、合計255句の俳句が集まりま

した。また、優秀作品の「名人賞」には以下

の8句が選ばれました。 
 

〇戸越小学校 

・しろくまさん（4年生） 
 「あじさいが かさのわたしを お見送り」 

・りっちゃんさん（4年生） 
 「暑い夏 水てっぽうで うちまくれ」 

・かき氷さん（5年生） 
 「冷やっこ 梅とオクラの 土用波」 

・どんぐりさん（5年生） 
 「空蟬の 殻すき通る 炎天下」 
 

〇豊葉の杜学園 

・まおさん（1年生） 
 「7がつ たなばた たんじょうび」 

・クイックルワイパーさん（5年生） 
 「日焼けして マスクをはずすと またマスク」 

・リーナさん（5年生） 
 「今年もだ ゆかたがたんすで ねむってる」 

・みさきさん（6年生） 
 「夏祭り おめんかぶった 君はだれ」 

 今野先生からは、「五・七・五に収まら

ない場合や季語がなかった場合でも、感じ

たことや言いたいことを伝えた句やオリジ

ナリティのある句が良い句となります。思

い切りつくるのがよいでしょう。」「たく

さん俳句を作っているうちに上手な句がで

きてくるものです。」と、俳句大会への講

評をいただきました。 

 今回集まっ

た 255句すべ

ての俳句は、

8月末頃まで

荏原第五地域

センター 1階

事務室前に展

示してあります。お近くにお越しの際はぜ

ひご覧ください。 

審査員：今野龍二さん 

【次回予告】 
 

～夏休み企画～ 

  親子で楽しもう！えばごリアルクエスト☆ 
 

 地域を回り、スマホやタブレットを使ってクイズや   

 ゲームなどのミッションに挑戦！名誉ある賞や賞品  

 をゲットしよう！！ 
 

 開催期間：2021年8月16日(月)～8月31日(火) 

 参加対象：戸越小学校、豊葉の杜学園、 

      荏原第五地区にお住まいのお子さま 

 結果発表：9月上旬頃、各学校とイベントページ     

      にて発表予定 
 

   詳しくはQRコードからご覧ください！ 

   たくさんのご参加お待ちしてます！ 



二葉三丁目町会 『オリンピック・パラリンピック研修会』 
 7月14日(水)、二葉三丁目町会の皆さん

が町会会館で東京2020オリンピック・パ

ラリンピック研修会を行いました。 

 初めに東京都、品川区が作成したオ

リ・パラの歴史や競技についての映像を

鑑賞しました。 

 品川区が会場となるビーチバレー、

ホッケー、ブラインドサッカーのルール

を学習をした後、選手のインタビューを

観て、参加者からは「夏の暑い中であん

なに動けるなんてすごい。」「選手のプ

レー１つ１つに迫力があって楽しい。」

などの声が上がり、興奮した様子で鑑賞

されていました。 

 次に上村会長が作成した資料に沿って、

オリ・パラの起源、憲章、理念などを学習

した後、くじ引きによる景品の配布があり

ました。オリ・パラの公式グッズであるタ

オル、メモ帳、ボールペンなどの景品をも

らった参加者はとても喜んでいました。 

 17名が集った今回の研修会はオリ・パラ

に対する見識を深め、競技・選手のことを

を知ることで、より楽しんで観ることがで

きる良い機会になったと皆さんおっしゃっ

ていました。 

お家でパラリンピックを応援しよう 
パラリンピック開催期間 

2021年8月24日(火)～9月5日(日) 

競技数：22競技 

品川区で行われるブラインドサッカーの日程 

競技期間：8月29日(日)～31日(火) 

     9月2日(木)、4日(土) 品川区ブラインドサッカー応援キャラクター 

「 やたたま 」 



豊町二丁目親和会  

田口 順子さん 

次回は、豊町一丁目町会にバトンタッチ 

 豊町二丁目親和会婦人衛生部長に

なって12年目になります。最初は婦人

部の仕事の内容がよく分からずお祭り

のときに大勢のご婦人がお料理を作っ

ているイメージでした。 

 私にはとても務まらないなと思って

いましたが、幸いにも色々な簡素化が

進み、豚汁を作るお仕事がメインの担

当になり助かりました。 

 婦人部の皆様がテキパキ動いて家事

の苦手な私も何とか務めさせていただ

き、町会の参加された方達にも褒めて

いただいて豚汁作りは婦人部の恒例行

事となりました。しかし、コロナの感

染予防のため人が集まることは出来な

くなり婦人部も出番がなくなりまし

た。今はもう一つのお仕事、衛生部の

美化推進と資源回収に取り組んでいま

すが、美化清掃は密を避けて行う工夫

が必要で頭を痛めています。何より町会

の皆様との交流と町内の美化を図るため

のイベントですので感染予防をしっかり

として、また感染が収まったときには皆

様と楽しく集まりたいと今から夢見てお

ります。 

 本格的な夏を迎え暑さが厳しい日が続

いておりますが、荏原第五地区の皆さま

はお変わりございませんでしょうか？ 

 支え愛・ほっとステーションでは、高

齢者の一人暮らしや高齢者世帯を見守る

活動の一つとして、「定期電話」サービ

スを無料で行なっています。 

 「定期電話」は月に１回程度、ご自宅に

支え愛・ほっとステーションの職員がお

電話をし、お体の具合や生活上

の様々なご相談をお受けしてお

ります。ぜひ、お元気な声をお

聞かせください♪ 

 現在荏原第五地区では、14名の方が利

用されています。コロナ禍のため、外出

の機会が減りご自宅で過ごす時間が増え

た方もいらっしゃるのではないでしょう

か。「外出する機会が減って誰と

も話さない日が増えた」「定期的

に誰かに安否確認をしてほしい」

などの不安や悩みがありました

ら、お気軽に支え愛・ほっとステーショ

ンまでご相談ください。 

 定期電話について話が聞きたい、支え

愛・ほっとステーションの窓口について

教えてほしいなどありましたらお気軽に

ご連絡ください。鈴木と細目の2名で荏原

第五地区の支え愛・ほっとステーション

を担当しております。どうぞよ

ろしくお願い致します。 

   支え愛・ほっとステーション便り ☎03-6426-2625 
相談 

無料 

「定期電話」のご案内 FAX 03-3785-2016 



児 童センター 
 

 

 

■  

(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。 

 

 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のページ 

■南ゆたか児童センター  
 南ゆたか児童センターのページ 

南ゆたか児童センター 

 
 南ゆたか児童センターのページ 

学 校 
■豊葉の杜学園 ３７８２－２９３０ 
  1日(水)              始業式、引き取り訓練 

  2日(木)              安全指導日 

  3日(金)～ 5日(日)    修学旅行(9年生) 

  7日(火)       校外学習(5年生) 

  8日(水)              品川教育の日 

 14日(火)～15日(水)    第2回定期考査(5年生～9年生) 

                       日光移動教室(5組前期課程) 

 16日(木)～17日(金)  日光移動教室(6年生) 

 21日(火)       児童生徒会役員選挙 

 27日(月)              校外学習(7年生) 

 28日(火)              遠足(1年生) 

 30日(木)              遠足(2年生) 

                       校外学習(8年生) 

                       校庭芝生化工事終了予定 

 

■戸越小学校   ３７８１－２８５６ 
  1日(水)       始業式 

  4日(土)       土曜授業日 

                      避難訓練 

  6日(月)       安全指導日 

  8日(水)       品川教育の日 

 16日(木)       グローバルゲートウェイ見学 

            (4年生) 

9月の行事予定 

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

7、21、28日(火) 

行   事  みんなニコニコおはなし会 

   18日(土) 10:30～10:50 

9月の特集展示 
「SDGs ひとりひとりができること」 

1日(水)～30日(木) 

休 館 日  9日(木)、13日(月)～16日(木) 

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

   1、15、22、29日(水) 

 行   事 0,1,2歳おはなし会 

   25日(土) 11:00～11:30 

9月の特集展示 
「いくつ知ってる？ 未来を変える17の目標SDGs」 

1日(水)～30日(木) 

休 館 日  6日(月)～9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 

※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。  


