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年頭の挨拶
あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、新春を健やかにお迎えの事と心からお慶び申し

上げます。

新春にあたり一言ご挨拶申し上げます。昨年は会員の皆様のご協力により、諸行事を無事故大成功で終える

ことができ、又、地域の防火・防犯を周知する為の「のぼり旗」、会館には「ＡＥＤ」を設置することが出来

ましたことを心より感謝申し上げます。ＡＥＤの操作講習も、女性部・青年部 11名が受け、緊急の際、少し

でもお役に立てればと思っています。

11 月に長野北部地震により、46 名が負傷し、家屋・道路・インフラに多大な被害が発生しましたが、不幸

中の幸いに死者が一名も出なかったことです。報道によると主な要因は「地域の絆」だそうです。地域全員が

顔見知りであり、その家に何人住んでいるかが解り、崩壊した家から、すぐ助けることが出来たそうです。私

たちが住む町は、農村と環境は異なり、多くの人々が住み、一軒家・集合住宅と様々ですが、災害は場所を選

ばずに発生します。私達も、もともと住んでいる方の状況は把握していますが、近年、住まわれた集合住宅の

方々の状況は、なかなか掴めていません。このような環境で、如何にして「絆」を深めていくかが大きな課題

です。行政も「なりひら高齢者センター」と「消防署」が中核となり、①みまもりリスト（65 歳以上全員の

住所・年齢・世帯・介護サービス利用状況等の情報）②リストを基に、みまもり相談員・消防署署員が訪問し、

状況の確認（個人情報審議会の承認を得る）をし、災害時役立てる努力をしています。当町会も行事の一つ一

つが皆様と最初の「絆」の一歩となるように心がけています。毎年繰り返しのように見える各行事も参加する

度、新しい出会いが生まれ、多くの事を学べる事も喜びです。11 月 9日の「太平連合町会防災訓練」は 、朝

から、あいにくの雨で、他町会では参加人数が大幅に落ち込みましたが、当町会では、災害はどのような天候

でも起こるとの意気込みで 132 名の方々が傘を差しながら寒さをものとせず参加し、スタンドパイプ・ＡＥＤ

等の操作訓練を行い、常日頃の訓練の大切さを改めて痛感しました。これも防火防災部・防犯部並びに全役員・

全会員の皆様のお蔭と感謝しています。又、少しずつでは有りますが、マンションの住民参加が増えているの

も嬉しいかぎりです。日々お忙しいとは思いますが、是非多くの皆様に町会行事に参加をして頂きますように

お願い申し上げます。本年が災害に見舞われることがない平穏無事な年になることを祈念申し上げ、新年のご

挨拶にかえさせて頂きます。

老後に、わかき時より月日の早き事、十ぱいなれば、一日を十日とし、十日を百日とし、

一月を一年とし、喜楽して、あだに、日を暮すべからず、（貝原益軒）

発行：太平四丁目町会長

武知 鱗次郎

昨年 11 月 30 日に、中里酒店前で恒例の「家族慰安もちつき

大会」が開催されました。大盛況で終わることができました。お

手伝いの皆さん本当にありがとうございました。

昨年 11 月 9 日に、錦糸公園で太平連合町会主催の「防災訓

練」が開催されました。我が町会からは 132 名の方が参加さ

れました。有意義な時間を過ごすことが出来ました。

町会長  武知 鱗次郎
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女  性  部
女性部部長  永井 良江

新年あけましておめでとうございます。

昨年は女性部の活動に御協力をいただきありがとうございました。9月末に恒例の「日帰りバス旅行」で南房

総に行って参りました。「サボテンの寄せ植え作り」を体験し、可愛らしく出来上がり、参加した皆様に大変

喜んで頂きました。11 月末には町会恒例の「もちつき大会」があり、子供会のお父様、お母様、そして女性

部の皆様に御協力を頂いたお蔭で、更にパワーアップし、大盛況でした。ありがとうございました。

今後、女性部では 3 月までに手芸教室を計画しておりますので、その際には、是非大勢の皆様に参加して頂

きたいと思っております。今年一年が皆様にとって良き年でありますよう役員一同心よりお祈り申し上げます。

ファミリーハイキング
                     文化青年部部長  山崎 晴康

11 月 16 日、町会会館前に 7時集合し「ファミリー

ハイキング」が約 30 名参加により挙行されました。今

回は、本年度発足した「パシフィック 4」とのコラボレ

ーション企画として開催いたしました。ハイキング当

日は 晴天に恵まれ、親子や小中学生も参加してくれま

した。9 時に北鎌倉到着後、建長寺まで歩き、ここまで

町会の役員の方々が送りに来て頂きました。建長寺裏

から天園への登山に出発し、約一時間登山道を上がっ

たり下ったりして休憩、稲荷弁当の昼食を食べました。

そうこうして登山を終え、13 時には鶴岡八幡宮に着き、

ここで解散。あとは各自自由に鎌倉の街歩きや海岸散

歩など、それぞれ楽しい時間を過ごしました。怪我も

なく大変有意義な企画だったと思います。参加して頂

いた皆様、大変にご苦労様でした。

ひ ま わ り 会   
ひまわり会会長  酒井 征一

新年あけましておめでとうございます。

ひまわり会も昨年 11月には墨老連の「演芸大会」、12 月は「古代の湯」と、会員の皆様に参加をして戴き、

楽しく過ごすことが出来ました。新しい年を迎え、私が「ひまわり会」の会長を受けてから 5 年の月日が過ぎ

ました。振り返って何をやってきたのだろうかと思い起こしています。今年も墨老連の「日帰り旅行」、4 月

は「花見宴」といろいろと行事があります。冬の寒さに負けず、風邪等ひかずに元気に乗り切って、その節に

は大勢の参加を待っております。

防火防災部・防犯部
防火・防災部部長 村木 透   防犯部部長 神山 国忠    

ご町内の皆様 、あけましておめでとうございます。昨年中は防犯

部・防火防災部の活動にご協力とご理解を頂き、心から感謝申し上

げます。昨年は防火・防災部・防犯部共同で「のぼり旗」を設置さ

せていただきました。又、恒例になっております「歳末警戒」につ

きましては、いろいろな方より沢山のご厚志を賜り、厚く御礼申し

上げます。お陰様で無事に終了いたしました。12 月 25 日には、子

ども会の皆さんに大勢のご参加を頂き、誠にありがとうございまし

た。本年も我が街の「安全と安心」を目指して頑張ってまいります。

本年もよろしくお願いいたします。
年末警戒風景
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  がんばってるよ、太四っ子

11 月 9 日、オリナスに大人気の女性お笑いコンビ「日本エレキテル連合」がやって来まし

た。5 年生の久力慶一郎君がエレキテルと共演し、流行語大賞にもなったギャグ「ダメよ～、

ダメダメ」を披露。会場を盛り上げました。緊張したけど、楽しかったね！

11 月 30 日、千葉ポートアリーナにて第 18 回「柳心館空手道選手権大会」が行われ、型（団

体）で篠木翔君、篠木心結さん（2 年生）が 3 位、自由組手で早瀬彰人君（5 年生）が準優勝でした。次回

も頑張ろう！

お子様の活躍に関する情報を募集しています。

バスハイク

9 月 29 日、総勢 92 名で「東京ディズニーランド」に行ってきま

した。パーク内はハロウィンムード一色でした。平日とは思えない混

雑の中、みんな思い思いの乗り物に乗り、パレードを観て、ディズニ

ー気分をいっぱい味わいました。

おもちつき大会

11 月 30 日は待ちに待った「もちつき大会」でした。前日の雨で天候が心配され

ましたが、幸い良いお天気に恵まれ、大変な賑わいとなりました。保護者の皆様に

も多数お手伝い頂き、磯辺や、きな粉など全 5 種類のお餅を振る舞いました。お父

さん、お母さんが作ってくれた美味しいお餅を、子ども達もお腹一杯おかわりしま

した。

キッズインタビュー
お仕事紹介Ｎｏ１４ ～ 「四ツ目ファクトリー」（模型製作） ～

今回の記者は田中杏果さん、佐々木桃さん（共に 5 年生）、取材相

手は模型製作のお仕事をされている米滿逸朗さんです。11 月 15 日、

工房の四ツ目ファクトリーにお邪魔してお話を伺いました。

Q. この仕事を始めたきっかけは？

A. 小さいころから模型やプラモデルが大好きだったので、もの

づくりを仕事にしたいと思いました。

Q. 制作時間はどのくらいですか？

A. 小さいものなら 1 日で終わります。大きなプロジェクトにな

ると半年かかることもあります。大きなジオラマは 15 人位で

作業しました。

Q. 何に使用するのですか？

A. 不動産関係（マンションの模型など）が多いです。博物館に展示する昆虫や植物の模型も制作しまし

た。学芸員さんにもこだわりがあり、博物学的見地からの指摘を受けながら作るので、とても時間が

かかりました。

記者の二人に感想を聞きました。

「ジオラマを制作する為の設計図が細かくて驚いた。」（田中さん）、「ジオラマの細かさと、製作するのに長

いと半年以上かかると聞いてビックリしました。あと、忙しいと一時間位しか寝られないなんて大変だなぁと

思いました。私は細かい物を作るのが好きなのでジオラマを作ってみたくなりました。」（佐々木さん）。初め

て触れる緻密な模型とお仕事の話に、刺激を受けたようです。廃材を利用して作品を作る、模型を完成させた

がドアから出せなかったなど、面白エピソードもたっぷり聞かせて頂き、とても楽しいインタビューとなりま

した。子供の頃から大好きだったものづくりを仕事にされたとの事で、お話の端々から大変ながらも充実感の

ある生活ぶりが感じられ、少しうらやましくなりました。インタビュー後には、記者へ人物フィギュアのプレ

ゼントも。米滿さん、ご協力ありがとうございました。                文責 早瀬絵美                                      

子ども会会長  佐々木真貴子

早瀬彰人君

田中杏果さん

佐々木花乃音さん
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町会行事報告
10/01(水) 副会長会議

10/08(水) 女性部防災研修会

10/09(木) 秋の防災予防運動説明会

10/14(火) 代表役員会

10/22(水) 柳島小学校拠点会議

10/27(月) 迷惑防止条例説明会

10/30(木) 防火防災部打合せ

10/31(金) 防火防災協会研修

11/01(土) ＡＥＤ会館設置

11/04(火) 副会長会議

11/06(木) 消防フェステバル

11/09(日) 連合町会防災訓練

11/11(火) 代表役員会

11/12(水) 防火の集い

11/15(土) 錦糸中 60 周年記念行事

11/16(日) 文化青年部鎌倉ハイキング

11/18(火) 地域教育懇談会

11/19(水) 錦糸町駅暴力追放委員会

11/26(水)・11/29(土)ＡＥＤ講習会

11/30(日) 町会もちつき大会

12/02(火) 副会長会議

12/03(水) 不法投棄防止パトロール

12/09(火) 代表役員会

12/10(水) ザウス編集委員会

12/11(木) 年末防犯連絡協議会

12/14(日) ひまわり会慰安会（古代の湯）

12/17(水) 錦糸中実行委員会

12/23(火) 歳末警戒テント設置

12/25(木)～12/30(火)歳末警戒

12/26(金) ザウス編集委員会

日 時  平成２７年１月１８日（日）「東武ホテルレバント東京」４Ｆ【錦】１の間

          午後６時～開会（カラオケ付）

会 費  ４，０００円 （参加の方は最寄の総務さんへ）

毎月のリサイクル、廃品回収で、町内会の皆様には日頃よりご協力頂きまして、誠にありがとうございます。

今回は資源物をお出し頂く際のお願いです。

子ども会で回収するものは、リサイクルは毎月第 2・第 4木曜日でアルミ缶。

廃品回収では、毎月最終日曜日（行事等がある場合、変更あり）で、古紙・段ボール・古着・アルミ缶です。

回収場所へお持ち頂く際、古紙、段ボールはひもで縛ってください。アルミ缶は洗って、出来るだけ潰してくださ

い。またスチール缶（缶詰め・缶コーヒーなどの固い缶）は回収出来ませんので、一緒に入れないでください。

あまりにも分別出来ていない場合は、回収出来ませんので、ご了承くださいませ。

子ども会父兄の皆様にもご協力頂いておりますので、皆様が気持ち良く回収出来る様、ご協力お願いいたします。

9 月 31 日    平野 昌利 様（72 才）   太平４－２－１－１２０１

10 月 07 日    小井戸 幸恵 様（68 才）   太平４－２０－２１６

10 月 10 日 角園 美和子  様（79 才）   太平４－２０－１０９

11 月 05 日 鶴見 金治 様（95 才）   太平４－１３－５

12 月 23 日 田中 マス  様（88 才）   太平４－２－１－６０７

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。

去る 12 月 6 日、上野の東京国立博物館で「国宝展」を鑑賞しました。縄文のビーナスや元興寺極楽坊五重小塔な

ど、時空を超えた文化財の数々は正に圧巻の一言。しかし何より、人々の文化的な営みが太古から現代まで連綿と

続いているという事実を目の当たりにし、しみじみと感動を覚えたのでした。皆様も体調に気を付けて、健やかで

穏やかな 1年をお過ごしください。 （H編集員）


