
武 知 会 長 挨 拶

この都度、平成 26 年度定期総会において町会長に再任されましたが、重責

で心が引き締まる思いで一杯です。この 2年間不慣れでありましたが、先輩方

や皆様方のご協力のお蔭で諸行事を事故なく推進出来ましたこと心より感謝申

し上げます。今年度は組織改革を行い、新たに広報部が誕生し、総務が 1名任

命され 9名になり皆様のご意見を、より多く取り入れることが出来ると思いま

す。子ども会も柳島子ども会から町会のお子様が誰でも参加できる太平子ども

会として発足し、文化部も今までのバス旅行が大きく変わり、若い方や子ども

たちが多く参加するバーベキューやハイキング等の行事が好評です。各専門部

も事業計画の推進をそれぞれの立場で皆様と協力し合い、今まで以上に住みよ

い街にしていきたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。

最近、日本各地や世界中で気候変動により気温が上昇し大型台風が多発し大

きな被害が発生し、桜島や口永良部島等の火山の噴火、それに最近頻繁に起きる地震、特に心配な関東直下

型地震、マスコミ等では、今に大きな災害が起きそうな報道がされていますが、それらを私達に対しての警

告ととらえ、町会としても防災訓練に例年以上に力を入れて参りたいと思います。

11月に行われる予定の連合町会防災訓練に一人でも多くの方に参加して頂くため、個々の家庭を訪問させ

て頂きたいと思っていますので、是非ご協力の程お願い申し上げます。各

ご家庭におきましては、食糧品・飲料水・簡易トイレ・防災用具、（食糧品・

飲料水）は最低でも 3日分、マンションのご家庭ではエレベーターが止ま

り、階段の上がり降りが困難になるので 5日分以上準備するように勧告さ

れています。皆様におかれましては準備していると思いますが、もしされ

ていない方がいましたら是非準備をお願い致します。

この一年間皆様と協力し合い住みよい街作りに役員一同努力してまいりま

すので、お力添えを宜しくお願い申し上げます

人に物をほどこせば我が身のたすけとなる、譬えば人のために火をともせば、

                      我がまへあきらかになるがごとし       「食物三徳御書」

町会の新役員を紹介します

町会長：武知鱗次郎、町会副会長：酒井征一・藤塚 収・大塚伸也、会 計：加藤善久、副会計：櫻井健二、

会計監事：藤塚陸子・田村郷子、町会総務：関 永司・村木 透・柴田敏明・泉 正彦・小堺康一・唐沢 宏

忍足晴夫・岡野郷子・澤田益男、防犯部部長：神山国忠、防犯部副部長：田中省一、交通部部長：上原健三、

交通部副部長：柴田敏明、防災部部長：村木 透、防災部副部長：藤塚 明・武内 明、広報部部長：

村木 透、広報部副部長：忍足晴夫、文化部部長：山崎晴康、文化部副部長：唐沢 宏・米満逸郎、

厚生部部長：田村仁平、厚生部副部長：酒井美佐子・金子里子、女性部部長：永井良江、女性部副部長：

鈴木文子、ひまわり会会長：酒井征一、ひまわり会副会長：薄倉とみ・鈴木俊子・植木博江、町会会館会館

長：酒井征一、太平子ども会会長：佐々木真貴子、太平子ども会副会長：尾下信子・羽田優美・三浦美穂、

太平子ども会地区長：瀬能桂子、民生・児童委員：真中美恵子・植木博江、育成委員：武知鱗次郎・植木博

江・真中美恵子・小堺康一・田中省一・岩田大輔、区保健衛生協力員：田村仁平、リサイクル清掃：大塚伸

也。
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太平四丁目ニュース      ２０１５．７月号  （１）

太平四丁目ニュース VOL .８３

ザ ウ ス



女 性 部 よ り

女性部部長 永井 良江

いよいよ蒸し暑い寝苦しい季節になりました。

5月の総会を迎えて、もう一期 2年間女性部部長をお引き受けすることになりました。又、長年女性部にお

力添えを頂きました酒井美佐子さんが役員を退くこととなりました。後任を鈴木文子さんにお願いすること

になりました。新たなメンバーを迎えて女性部はスタートを切りました。

今年も 9月に日帰り旅行を行いたいと思っています。計画が具体化しましたら回覧にてお知らせいたしま

すので是非参加をお願い致します。

今年度も女性部にご協力頂きます様宜しくお願い申し上げます。

墨田区クリーンキャンペーンの御礼

厚生部部長   田村 仁平

新緑そして草花が咲き乱れる中、雲一つなく又、汗ばむ程

の陽気の中、5 月 17 日に毎年恒例の「すみだクリーンキャンペ

ーン」が開催されました。

朝早くから各自が掃除用具持参でアカシア児童遊園に集ま

ってスタート致しました。子ども会・ひまわり会その他大勢の

皆様のご協力で街の中がとて

もきれいになりました。子供

たちが約 47名、大人が約 101

名と多くの方々の参加をいた

だき、無事に終了することが

出来ました。 普段出来ない

「コミュニケーション」も大いに図ることができ、本当にありがとうござ

いました。

    明年も多くの方の参加をよろしくお願い致します。

ひ ま わ り 会

ひまわり会会長  酒井 征一

平成 26 年度ひまわり会の総会も皆様のご協力により無事終えることが出来ま

した。ありがとうございました。

4 月からは 27 年度の行事、初めに墨老連の桜まつり、6 月には誕生日会、墨老

連の日帰り旅行がありました。

うっとうしい梅雨も終わり、暑い夏に向かいますが、会員の皆様には熱中

症、又、振り込め詐欺等に気を付けてお過ごしください。
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太平四丁目子ども会会長  佐々木 真貴子

小一～中高生を迎え、79 名のお子さんと、新生！ 太平四丁目子ども会がスタートして、三カ月が経ちます。

今年から、クリーンキャンペーンに中学生が参加してくれて、頼もしい限りです。夏～秋は地域の行事が続きま

す。みんなで、楽しく盛り上げていきましょうね。

〇5月17日、夏を思わせる良い天気のなかクリーンキャンペーンが行われました。

今年も大勢の方々が集まって下さり、楽しく会話しながらも一所懸命に手を動か

していました。今年度より結成されたパシフィック４JR.の中学生たちも積極的に

活動に参加してくれました。皆さま、ご参加ありがとうございました。

4 月 7 日、墨田区立錦糸中学校で平成 27 年度入学式が行われ、三浦翔圭君が新入生代表の言

葉を述べました。とても誇らしい出来事です。三浦君をはじめパシフィック 4 ジ

ュニアの皆さん、充実した中学 3 年間を過ごしてください。おめでとう！

5月 6日、礼和流柳心館第5回少年空手道選手権大会、

自由組手（小 6）の部で早瀬彰人君が優勝しました。

5 月 9 日、わんぱく相撲墨田区大会で、早瀬彰人君（小 6）が第 4

位に入賞しました。

キッズインタビュー

お店紹介 Ｎｏ１３ 喫茶店 ～ 墨 田 珈 琲 ～
今回の記者は齋藤菜乃さん（5 年生）花沢瑠斗君（5年生）小野二葉さん（5 年生）後藤太一君（2 年生）

後藤司君（5歳）鐘ヶ江智仁君（2 年生）です。

6 月 18 日、墨田珈琲さんにて店主の濱田さんにお話を伺いました。

Ｑ（後）お店はいつからありますか？

  Ａ．2010 年 12月 22 日からです。

Ｑ（齋）コーヒーは何種類あるんですか？

Ａ．７種類です。          

Ｑ（鐘）一日にコーヒーは何杯売れますか？

Ａ．日によって違いがありますが今日は 50 杯くらいです。

Ｑ（鐘）お店にはコーヒーの他に何がありますか？

Ａ．ジュースや紅茶、トーストやスイーツもあります。

Ｑ（齋）コーヒーの豆はどこの国で作っていますか？

Ａ．グアテマラ・ブラジルやコロンビア・タンザニアなどたく

さんの国で作られています。

Ｑ（花）豆はどのように運ばれてくるんですか？

  Ａ．色々な国で人気になっていて個人では輸入しにくいので商社を通して輸入しています。

Ｑ（後）お店で一番高いものはなんですか？

Ａ．カフェオレとココアです。（笑）

Ｑ（小）コーヒーの値段の決め方は？

Ａ．生豆の仕入れ価格に応じて決めています。

Ｑ（小）おいしいコーヒーを入れるコツはありますか？

Ａ．美味しい生豆で香りとコクを引き出すことです。

Ｑ（花）家でも美味しいコーヒーを入れる工夫はなりますか？

Ａ．美味しい豆を飲む直前に引くことです。

Ｑ（後）僕はまだコーヒーが飲めません。いつから美味しくなりますか？

Ａ．（笑） 難しい質問ですね。あと、10 年かな？（笑）

スタッフの方々はとても明るく笑顔が素敵でした。

お店は、すみだモダン認定証の楯があり、地元の常連さんや観光客の憩いの場に

なっていることがわかりました。素敵なお店のインタビューができました。ありがとうございました。
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4月 6日(月)  柳島小学校入学式

4月  6日(月) 錦糸小学校入学式

4月  7日(火) 錦糸中学校入学式

4月  7日(火)  正副会長協議会

4月14日(火) 太平四丁目町会代表役員会

4月16日(木)  錦糸地区暴力追放協議会総会

4月21日(火) 町会長・交通部長会

4月24日(金) 墨田区ラジオ体操総会

5月11日(月）～20日(水)春の交通安全週間

5月14日(水)  太平四丁目町会定期総会

5月17日(日)  クリーンキャンペーン

5月21日(木)  太平連合町会総会

5月22日(金)  本所防火防災協会定期総会

5月24日(日)  柳島小学校運動会

5月30日(土)  錦糸小学校運動会

6月 5日(金) 正副会長協議会

6月 9日(火) 太平四丁目町会代表役員会

6月10日(水) ザウス編集会議

6月23日(火)  ザウス編集会議

ボランティアを体験してみませんか？

第30回すみだボランティアまつり

日 時：平成27年 11月1日（日） 10:30～14:30
会 場：区立柳島小学校 ☆入場無料 ☆雨天中止

ボランティア団体の活動紹介・いろんな活動を体験できます。

一人で悩まないで！ 抱え込まないで！

☎ ０３－３６２５－７６９９

２４時間３６５日対応

６/１からスタートしました。お気軽にご相談下さい。

我が町の人口 （平成27年6月1日現在）  

ご苦労様でした

佐々木福次郎様が町会役員を退任されました。永い間、町会の為にありがとうございました。  

   4月12日  武笠  安克 様（77才）  太平4-2-1-214

4月14日  小杉ハマ子  様（85才）  太平4-2-1-316

4月14日  増田タエ子  様（70才）  太平4-15-10

       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。

この度、子ども会新役員からザウスの担当をさせて頂く事となりました。

地元の方々とのふれあいを大切に、関わり合いを楽しみながら務めて参りたいと思っています。

より良いザウスをお届け出来るよう、一生懸命取り組んで参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。 H委員                    

太平町会 世帯数
人 口

男 性 女 性 計

太平1丁目町会 1,774 1,710 1,690 3,400
太平2丁目町会 974 820 721 1,541
太平3丁目町会 672 549 556 1,105
太平4丁目町会 1,868 1,290 1,476 2,766

合  計 5,288 4,369 4,443 8,812
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町会行事報告

体育館でスタンプ

ラリー開催！
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子ども会から廃品回収のお願い

日頃より、子ども会の廃品回収にご協

力を頂きありがとうございます。

業者よりご要望を頂きましたのでご連

絡致します。

★金銀の塗装が施されている箱は、金

属が含まれており、リサイクルでき

ません。

★玉子容器で古紙を溶解させ、再形成

してあるもの（表面がボコボコした

紙製のもの）は、リサイクルできま

せん。

上記 2点につきましては、「燃えるゴ

ミ」として廃棄して頂くよう宜しくお願

い致します。


