
出 場 者 名

A チーム

菅野 洋子さん

佐々木真貴子さん

佐々木 英世さん

B チーム

常見 力さん

山崎 憲一朗さん

若杉 恵博さん

C チーム

坂本 正之さん

笹野井 寛さん

新保 三千雄さん

3 月 1 日に本所消防署 5 階体育館に於いて、平成 26 年度「本所防災コンクール」

が開催されました。

各町会から計 19 チームが出場し、防災基礎知識・災害伝達・身体防護・初期消火・

担架作成及び搬送・ＡＥＤ取扱等の訓練を競い合いました。どのチームも甲乙付けが

たい程、緊迫した競技内容でしたが、我が太平四丁目町会からＡ・Ｂ・Ｃの 3 チーム

が出場し、その３チームが、揃って見事に「優良賞」を頂くことが出来ました。おめ

でとうございます。町会始まって以来の快挙です。

参加された選手の皆様、応援に駆けつけてくれた町会の皆様、ありがとうございま

した。

防火・防災部長   村木  透

祝 ご卒業

尾崎 仁奈   久家 那稚  佐々木優希 常見 佳那   眞鍋 澪子   三浦 翔圭

祝 ご入学

伊集院陽子   翁 伸太朗  小田悠起子  木下  結菜  齋藤 朱里   寺西 凛起

寺西 璃紗   野田寿利亜  長谷川 梢     水原 小陽  茂手木香凛   山田 映葉

吉川 堅太  
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女性部より

女性部部長 永井 良江

4 月より、新年度が始まり、ピッカピッカの一年生や真新しいスーツに身を包んだ新入社員、桜の花びらがそ

よ風にひらひらと舞う風景など、町ではそこここらに春を感じ始めました。女性部では 3 月の手芸教室に 41 名

の方々が参加してくださり、お話に花が咲きました。この 2 年間町会の行事や女性部の活動に多大なご協力を

頂きました。各班の集金役員・副部長・会計そして町会の女性部の皆様に感謝申し上げます。5 月より新たな行

事のスタートとなりますので今後とも宜しくお願い申し上げます。

「献血」と「健康セミナー」の御礼

保健衛生部部長   田村 仁平

2 月 27 日に太平連合町会その他協賛で東京都赤十字血液センターの「献血運動」が賛育会病院前で行わ

れました。当日は朝から寒風の吹く中、献血に足を運んでくれた皆様、本当にありがとうございました。

又、町会役員・太平連合町会の皆様には朝早くからお手伝いをして頂き、御礼申し上げます。

     献血申込者 52 名 献血者 38 名 献血出来なかった方 14 名予防」の健康セミナー

3 月 27 日に太平四丁目会館に於いて本所保健センター主催「認

知症の予防」の健康セミナーが開催されました。昨年も「認知症」

のセミナーを開催したところ、大きな反響を

頂き、本年も開催することに致しました。簡

単なクイズを通し、食生活、運動そして知的

行動習慣・環境が如何に大事かを勉強させて

頂きました。料理・旅行を通して計画力・注

意分割・エピソード記憶を鍛える事や、町会

行事に参加し、多くの友人とおしゃべりをす

ることが脳を鍛えることになるそうです。35

名の方にご参加を頂き、大成功で終了する事が出来ました。ご協力頂いた役員の皆様、

大変にご苦労様でした。

知的行動習慣・環境が如何に大事かを勉強させて頂きました。町会行事する事が出来ました。ご協力頂

いた役員の皆様、大変にご苦労様でした。

安心安全な街をめざして町内パトロール

防犯部部長  神山 国忠

２月２７日町会会館で防犯部会を開き、新年度上期の活動スケジュール

を検討しました。来年度も、月２回午後９時からの夜間パトロールと、

第二土曜日午前中の青色パトロール車での町内巡回を実施します。

「不審者を寄せ付けない」「何事も起こらない」安心安全な街作りの一助

になるよう部員一同頑張りますので、会員の皆様には犯罪の被害にあわな

いよう十分な防犯対策をお願いいたします。

「春の全国交通安全運動」が始まります

            交通部部長  上原 健三

本年の春の「全国交通安全運動」は 5 月 11 日（月）から 5 月 20 日（水）までの 10 日間実施いたし

ます。本年も昨年同様、太平四丁目会館前で行います。太四ひまわり会・町会役員・交通部の皆様には又、

お世話になりますがご協力を宜しくお願い申し上げます。最近、自転車事故や高齢者の自動車事故等が多

発しています。交通ルールを守り、先々の用心をして事故にあわない様に注意してまいりましょう。

「自動車」も「人」も「自転車」も「思いやりの心」が大切ですね。

※基本テーマ：子どもと高齢者の交通事故防止

5 月 20 日（水）は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。
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子ども会会長  佐々木 真貴子

がんばってるよ、太四っ子

2 月 3 日、天祖神社にて豆撒きが行われました。本年より近隣の子ども会から子供

たちが 2 名ずつ招待されることとなり、太四柳島子ども会からは三浦翔圭君と久家伽

耶さん（共に 6 年生）が参加しました。事前にお経を聞き、お祓いをして、それから

設置してある台の上から豆まきをしました。豆まきに使った升は記念に頂けたそうで

す。貴重な体験でしたね。

「SSAWS」１月号の、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

れたという記事の中で、「伊集院伯文君（3 年生）が型で優勝」という情報が漏れてお

りました。申し訳ありませんでした。

お子様の活躍に関する情報を募集しています。

6年生寄せ書き

  子ども会リニューアル（太平四丁目子ども会 会長 佐々木真貴子）

4 月 1 日から子ども会が変わります。柳島小に通うお子さん中心の太四柳島

子ども会から、太平四丁目子ども会に改編し、学校問わず、太平四丁目に暮ら

す小学生～18 歳のお子さんと親御さんが、楽しく交流できる子ども会にパワー

アップします。お祭りや、餅つき大会等々、町会行事には、伝統文化や地域の

つながりを実感できる楽しさがあります。お子さん達が大きくなった時に、「子

供の頃の太四の思い出」がたくさんできるような子ども会にしたいと役員一同

思っています。この街で、一緒に子育てし、一緒に年を重ねていきましょう。

子ども会入会のお問い合わせ先 ： ppcgb759@ybb.ne.jp

3 月 27 日に東武レバントホテルヴェルデュールにて、6 年生を送る会が行わ

れました。卒業生のみなさん、おめでとうございます。中学生になっても一緒

に太平四丁目を盛り上げていこうね！         文責 早瀬絵美
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町会行事報告

1/ 7(水) 本所警察署武道はじめ式

1/ 9(金) 錦糸中学校賀詞交換会

1/11(日) 本所消防団始め式

1/12(月) 本所消防団合同賀詞交歓会

1/16(金)     ふれあい連絡協議会

1/17(土) 錦糸小学校PTA新年会

1/18(日) 町会新年会

1/30(金)    柳島小賀詞交歓会

2/02(月) 正副会長会議

2/10(火) 代表役員会

2/12(木) 春の火災予防説明会

2/12(木) 柳島小連絡協議会

2/19(木) 錦糸小防災拠点会議

2/27(金) 献血

3/ 1(日) 本所消防コンクール

3/ 3(火) 正副会長会議

3/10(火) 代表役員会

3/11(水) ザウス編集委員会

3/19(木) 錦糸中学校卒業式

3/20(金) 役員慰労会

3/21(土) 子ども会新旧役員会

3/25(水) 柳島小学校・錦糸小学校卒業式

3/26(木) ザウス編集委員会

3/27(金) 健康セミナー

みなさん！「チェーンメール」って知っていますか？

「このメールを受け取った人は○日以内に○件に送らないと不幸になる」

という内容で送られてくるものです。

手紙からメールに時代は変わりましたが、今でもこういう嫌がらせはあります。

送らないと呪われるなんて、絶対にありません！不審なメールが来たら、すぐ親に報告してくださいね。

信じない！嫌がらせにのらない！強い気持ちを持ってくださいね！

チェーンメールは転送しないことがマナーです。 チェーンメールを受け取った時は、すみやかに削除して止めましょう。

ザウス編集委員に新しいメンバーが入り、代わりましたので改めて全委員を紹介致します。

  武知 鱗次郎   村木 透    大澤 修一   金子 里子    
   上原 紀代子     菅野 洋子   早瀬 絵美 花沢  仁美

    齋藤 理奈

     １月０４日  海下 圭子  様（６０才）  太平4－2－1－412

１月１８日  若林シズエ  様（９５才）  太平4－11－5

２月０３日  村越  徹  様（７７才）  太平4－20－5－401

３月１５日  渡辺 誠一  様（７１才）  太平4－16－8

  逝去されました方々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。

3月1日の防災コンクールに太平4丁目の代表として、参加させて頂きました。大人になってからは、子どもの応援く

らいで、自分自身が何かのコンクールに挑むことになるとは思わず、毎日必死にセリフを覚えました。見事、優良賞を頂

き、心からに嬉しかったです。

これからもこの町で、皆さんと楽しく生きて行きたいと、ザウスを通して強く思いました。

K委員
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