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武 知 鱗 次 郎

創刊100号に寄せて

墨田区長  山本  亨

太平四丁目ニュース「SSAWS（ザウス）」が創刊100号を迎えられましたことをお祝い申し上げます。

太平四丁目町会の皆様には、日頃から地域コミュニケーションの推進をはじめ、区制の伸展に多大な

ご支援・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。貴町会機関紙「ザウス」は、平成7年の創刊以

来24年の長きにわたり、町会活動の近況ほかに多岐にわたる情報の発信を通じて、地域コミュニケー

ションの醸成に大きく貢献されてきたものと推察致します。平成26年からはホームページ上に電子版

の掲載をスタートされ、時代の変化に応じた新たな発信手段を加えられるとともに、常に紙面の充実

に努められ、地域の皆様に愛される機関紙となっています。「 人 つながる 墨田区 」をスローガンにシティプロモ

ーションを展開し、地域力日本一を目指す本区としまして、皆様の情報発信の取組は大変心強く、歴代の町会長をはじ

め編集・発行に携わってこられた方々のご努力に心から敬意を表します。今後も四季折々の様々な地域情報の発信なら

びに会員の皆様の身近な情報交換ツールとして、「ザウス」のさらなる充実をご期待申し上げます。結びに太平四丁目

町会のますますの御発展と会員の皆様のご健勝・ご活躍を祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。

武知町会長挨拶

会員の皆様のご支援とご協力のおかげで広報誌「ザウス」が故青沼三郎会長の発案により、平成

7年に創刊され、令和元年10月号をもって「100号」を迎えることが出来ました。創刊当時は、ワ

ープロで原稿を打ち込み、写真を貼り付けて、錦糸公園プール脇の区施設で、夏は汗をかきながら、

冬は寒さの中、印刷機を動かしました。その後は、コピー機で印刷をしたことが昨日のように思い

出されます。今はパソコンにて原稿・写真等は処理することが出来、時代の流れを痛感します。又

いろいろ試行錯誤をしながら紙面を作って参りましたが、本年からは業者に依頼し、カラー版でお伝えすることが出来、

今まで以上に見やすくなっていると思います。これからも会員の皆様に行政からのお知らせや各部の活動や行事に取り

組む姿など解りやすくお伝えできるように一層努力してまいりますので今後ともご支援ご指導のほどよろしくお願い申

し上げます。結びに創刊以来編集に携わってこられた多くの編集委員並びに関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

祝！区内男性最高齢 染谷八郎さん

大正3年生まれ、今年105歳になられた「山一米店」の染谷八郎さん。墨田区の男性

最高齢者となられました。ご長寿おめでとうございます。16日の敬老の日に表敬訪問さ

せていただきました。店先に現れた染谷さんは、髪も身なりもおしゃれに整えられ、肌

艶もよく、しっかりとした足取りです。とても105歳とは思えないお元気さでした。毎

日歩くことを心掛けられ、近所の銭湯に行く。つい数か月前までお店に立ち、102歳ま

で自転車に乗っていたとか。病気もなく、飲んでいる薬は一日たったの1つだけ。身体

で痛いところも全くないそうです。長寿の秘訣を伺うと「軍隊にいたから何でも食べる」

とおっしゃいました。「私は運がよかった。戦争で外地へ行ったら死んでいた。幸い生

き永らえている」と、謙虚な語り口でお話ししてくださいました。戦中、戦後と、過酷

な時代を生き抜き、お米の供給事情が時代とともに変化する中、16歳から約90年間も

お米屋さんを続けてこられた染谷さん。これからもお健やかに過ごされますことをお祈り申し上げます。
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平 成 7 年 1 月 1 日 創 刊 号

ザウス１００号発刊を記念して創刊号を掲載いたしました

藤塚陸子さんからお借りいたしました

ザウス創刊号（平成7年1月発行）をご紹介します。そうそうたる方々から祝辞が寄せ

られたページ、それとは対照的に、写真がメインの「あらかると」では、奔放でひねりの

あるコメントが満載！右の「QRコード」から是非ご覧ください。期間限定で町会会館にも

掲示中です。

女 性 部 か ら

女性部部長   鈴木 文子

猛暑の夏が過ぎ去り、ようやく秋の兆しとなり、皆様いかがお過ごしですか。今年

７月20日に手芸教室を開催致しました。25名の参加者があり「ハーバリウム」とい

う作品を作りました。皆様素敵な作品が出来上がりとて

も喜んでいました。又、今年も「日帰りバスレクリエー

ション」を企画致しました。10月26日（土）に行く予

定です。場所は、ひたち海浜公園で壮大な「コキア」を

見て「果物狩り」や「買い物」を企画しております。皆様のご参加をお待ちしております。

近日中に回覧で詳細をご連絡申し上げます。

潮風ウォーキングの旅」に参加しよう！

文化部部長   唐澤  宏

町会文化部では、10 月13 日（日）に「プロバンス風三浦半島【潮風ウォーキングの旅】」
を企画致しました。ソレイユの丘で「浜焼きバイキング」を楽しみましょう！朝７時に町会会

館前に集合です。会費は、大人1.000 円、子ども500 円です。10 月6 日（日）までに文化部
の唐沢・米満までお申し込み下さい。先着40 名で締切とさせていただきます。
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太平四丁目子ども会会長  立石 美鈴

ラジオ体操

7月22日から8月1日まで「ラジオ体操」が柳島小学校で開催さ

れました。初めの 2 日間は小雨が降っていましたが、1 日も中止に

なることなく、32名の子ども達が参加し、23名の皆勤賞が出ました。

最終日には参加賞のお菓子や皆勤賞をお土産に帰りました。

夏のお楽しみ会

7月23日にお楽しみ会行事で「映画鑑賞会」を開催しま

した。当日は46名の子ども達が参加して、楽天地の映画館

で「トイ・ストーリー4」の映画を鑑賞しました。映画が

始まるまでは賑やかだった子ども達も、映画が始まるとと

ても静かに映画を観ていました。終わってから、ジュース

とお土産をもらって解散となり

ました。夏休みの楽しい思い出

が出来た1日となりました。

頑張ってるよ太四っ子

菅沼 莉子さん(左)、渡辺 一花さん(右)

墨田区民体育祭水泳大会 小学女子4×50M メドレーリレー3位

常見 昇汰くん

墨田区民体育祭水泳大会 中学年男子の部 平泳ぎ、バタフライ 大会新記録 優勝

墨田区民アクアスロン大会  4年の部  優勝

第42回全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 フリーリレー8位入賞

+

神明会お祭り

9 月 14日。お天気にも恵まれて出発した子供神輿と山車。「わっしょい、

わっしょい」の掛け声と、山車の太鼓の音が町内に響き渡り、無事に町内会

館に到着しました。お土産のお菓子を手にした満足そうな子ども達の笑顔を

今年も見られてよかったです。

14日、15日。「盆踊り」ではベテランの方々を真似て踊る子ども達、恥ず

かしそうに踊る男の子達に、会場は笑いの渦に包まれました。

16日。あいにくの雨の中行われた「模擬店」。今年はP4の有志の方々もお手伝いに来てくださいました。

射的、夢のつかみどり、一円玉落とし、わなげ、スーパーボールすくいと、たくさんの傘が

並び大盛況でした。多くの景品を手に入れて喜ぶ子ども達は、雨などお構いなしに楽しんで

くれました。焼きそば、フランクフルト、かき氷、ラムネを食べたり飲んだり。嬉しそうに

見守るびしょ濡れのスタッフの姿は、神々しく見えました。

流 鏑 馬

8月16日に、天祖神社の「流鏑馬」が行われました。太平四丁目から

5年生の翁 伸太朗くんが参加しました。勇ましくも凛々しい姿です。
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太平會納涼会の御礼
太平會会長 牛久 茂巳

8 月 24 日に太平南アパート中庭にて太平會主催の祭禮行事「納涼会」を開催いたし
ました。「納涼」にふさわしくカラッとした晴天に恵まれ、太平南アパートにお住まい

の方々を中心に多くの皆様にご来場頂きました。今年はゲームも復活し、幸い事故も

なく子供大人共々和気あいあいと夏の終わりのひと時を過ごしました。ご協力頂きま

した皆様に改めて感謝申し上げます。

神明会祭礼の御礼
神明会会長 藤塚  収

令和初の天祖神社の「祭礼」が9月14日から9月16日までの3日間行われました。

残念ながら16日の「模擬店」は雨となりましたが、子ども達には雨も苦にならない

ようで、多くの参加者でにぎわいました。15日の午前に「神社神輿渡行」、午後は「町

内神輿渡行」と無事に行われました。担ぎ手は150名以上の参加を頂きました。全て

の行事が無事に終了する事が出来たのは全ての会員・役員の皆様のご協力のおかげで

す。厚く御礼申し上げます。又、今後とも宜しくお願い申し上げます。

米 寿 （８８才）  １２名                        敬称略

青木トシ子  市原 榮子  井手  司  印南 勝彌  上島 初代  沓名 豊子

後藤 勝利  髙橋けさの  宮地  豊  村井 孝子  山崎 一男  和田 花子

喜 寿 （７７才） ３８名                    敬称略

荒木美代子  有馬 睦子  井上 慶子  印南 節子  植木 博江  大槻 久雄

大平  勲  神山香代子  北島 邦男  木村 晴美  熊谷 靖子  黒岡 洋子

狐塚 邦男  坂井美代子  阪野 満枝  坂本 正之  迫田 隆子  佐々木光子

芝田  操  高田 洋子  武知ふみ江  田村テル子  中澤かつ子  長谷川テル子

服部美笑子  深澤 良昭  藤塚 陸子  古城 淳子  古澤 一彦  古澤 芳恵

見角 弓子  水間 雪絵  三ツ泉定男  三ツ泉美惠子 山中 幸枝  山中 政義

吉野 正豊  若林 經夫

７月 ３日 早坂  滋子様  （８６才） 太平４－２－１－１１０８

８月２３日 白鳥  文枝様 （８０才） 太平４－４－２

9 月 9 日 内田 壽恵子様 （９７才） 太平４－１６－６

逝去されました方のご冥福をお祈りするとともに、謹んで哀悼の意を表します。

ザウスが第100号を迎えました。スタートは1995年、四半世紀前です。パソコンで「1995年」と検索すると、主な出来事は、阪

神大震災、地下鉄サリン事件…大変な年でしたね。明るいニュースでは、野茂投手が米大リーグで新人王、プロ野球選手のメ

ジャー挑戦に先鞭をつけた年でもあります。ザウスと同時期に活躍していたのは何か、調べてみました。「1995年～2019年」で

検索すると…まずは「ポケモン」。2019 年現在、世界大会が開催されたり、11 月には新作ゲームが販売されたり、映画も上映さ

れています。次に「トイ・ストーリー」。1995 年、世界初のフル CG 長編アニメーション作品として公開されました。今年に第四作

目「トイ・ストーリー4」が公開されています。そして、皆さんご存じのとおり「ザウス」も 79 号からはカラー版になり、進化していま

す。これからもザウスの活動が末永く続いていくよう願っています。                             H 委員


