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年頭の挨拶

明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年をお健やかにお迎えの事と心からお慶び申し

上げます。

新しい年を迎えるたびに、決意を新たにし、心は青年の気概でいますが、年々、風邪などをひいたとき回復

が遅れる現実に戸惑いを感じています。厚生労働省の調査によると、昨年の日本人の平均寿命が、男性 80.21
歳、女性 86.61 歳、男性が初めて 80 歳を超え、女性も過去最高を更新しました。女性に比べ男性は仕事をリ

タイヤした後、地域に溶け込む機会が希薄ですが、「高齢人生」を「幸齢人生」へ、いかに充実していくか？

ダイヤ高齢社会研究財団の主任研究委員：澤岡詩野氏は「家庭でも職場でもない第三の居場所つくりの必要性」

を訴えています。“第三の居場所”とは「人とのやりとりがあって、楽しく居心地の良さを感じる」場所のこ

と。地域こそが、その場所ではないでしょうか。多岐に渡り、ボランティア活動に参加されている方もいると

思いますが、町会活動もその一環と捉え、仕事をリタイヤされた方が一人でも多く町会活動に参加して頂ける

か、どうしたら「楽しく居心地の良さ」の環境を作れるかが課題になっていると思います。

今まで行われている行事は「秋祭り」「盆踊り」「模擬店」、11 月最終日曜日の「もちつき大会」、年末の「歳

末警戒」、女性部は「バス旅行」「手芸教室」と月 2 回の「体操教室」を町会会館で行っており、ひまわり会で

は「カラオケ」「わなげ」「誕生日会」「演芸大会」等を開催、入会年齢は 60 歳からです。青年部は「ハイキ

ング」「ボーリング大会」「バーベキュー」等を行っています。是非、皆様に参加頂ければと、今後も「健康・

スポーツ」「趣味」の分野で、スソが広げられればと思っています。一例としてウォーキングを兼ねて名所旧

跡を回るとか、今年は初めての取り組みとして、役員による「一泊旅行」を毎月積み立て企画しています。評

判が良ければ順次参加者を募っていきたいと思います。何か良い案があればホームページを開設していますの

で、皆様のご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

この一年間役員一同、住み良い街作りの為、力を合わせ頑張ってまいりますので、ご協力をお願い申し上げ

ます。本年が災害の無い平和で安穏な年になることを心より願い、新年のご挨拶に代えさせて頂きます。

  

発行：太平四丁目町会長

武知 鱗次郎

昨年 11 月 29 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。約 400 名の方が

参加され、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。

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ご協力をいただき、誠にありがとうございました。9
月末には「日帰りバス旅行」で茨城県石岡の「フラワーパーク」と「成田山

新勝寺」に行って参りました。12 月に手芸教室で「クリスマスリース」を

作り、各ご家庭の壁や玄関に飾っていただき華やかになったことと思います。

どちらの会も 40 名近くの方々が参加して下さいました。又、11 月末には町

会恒例の「もちつき大会」にも、子ども会・女性部・各役員と大勢の方々に

ご協力をいただき大盛況でした。本当にありがとうございました。

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からお祈り申

し上げます。

文 化 部
                     文化部部長  山崎 晴康

11 月 23 日「勤労感謝の日」に文化部主催の「ボーリリング大会」を行いました。

参加者は 10 名と少々寂しかったのですが、怪我も無く無事に終了致しました。

2 ゲーム行い、トータルで優勝を決めるのが常道でしようが、今回は 2 ゲー

ムトータルのスコアの低い人でも上位入賞できるシステムです。結果は個人

情報なので公表は差し控えますが、自己申告と実際のスコアが 1 ピン差の人

が 2 名出ました。

その後、親睦を深める意味で軽食を取って散会しました。参加者の皆様お

疲れ様でした。

ひ ま わ り 会
ひまわり会会長  酒井 征一

ひまわり会の会員の皆様、新年あけましておめでとうございます。

昨年は「新年会」に始まり、「春のお花見」「墨老連の旅行」「暑気払い」

「お誕生日会」等又、第三地区の「演芸大会」へも合唱で参加しました。

一年の締めくくりの東武ホテルでの「お

食事会」には沢山の方が参加していただ

き、和気あいあいと楽しく過ごすことが

出来ました。毎年行っている「タオルの

供出」にもご協力を頂きありがとうござ

います。「業平ホーム」と「柳島幼稚園」                      

にお届け致しました。

本年も多くの方に参加して頂ける様、楽しい集いを計画しております。健

康に留意していつまでも元気で本年一年が皆様にとって良い年であります

様にと願っております。

防災部・防犯部
防犯部部長 神山 国忠  防災部部長 村木 透     

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・防災部

の活動にご協力を頂き、心から感謝申し上げます。又、恒例になっております

「歳末警戒」につきましては、皆様のご参加を頂き、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。

歳末警戒テント内風景

クリスマスリース教室風景

ボーリング大会頑張りました！

墨老連親善交流演芸会合唱の部

お食事会
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新年あけましておめでとうございます。

昨年、太四子ども会に生まれ変わり、町会・役員・親御さんの皆様には、大変お世話になりました。

まだまだ、よちよち歩きの子ども会ですが、同じ町に暮らすご縁を大切にして、子ども達も、親同士も仲良く

支えあって活動してまいりましょう。今年も、宜しくお願い申し上げます。

もちつき大会

11 月 29 日は子ども会からもお父さんやお母さんにお手伝いして頂き、待ちに

待った『もちつき大会』が開催されました。

天候も心配されていましたが晴天に恵まれて、大勢の参加者で美味しい餅が、あ

っという間になくなりました。子どもたちはお餅を頬張り、美味しい!!と満面の

笑みを浮かべていたのが印象的でした。

年末夜回り

12 月 25 日に子ども会の子どもたちが町会の

方々と一緒に町会会館前から出発し夜回りを行い

ました。とても寒い中、子どもたちは大きな声で火の用心!!と声を揃えて町内

を練り歩きました。子ども会の年間行事で最後でしたがたくさんの参加があり、

防犯･防災を呼びかけることが出来ました。

キッズインタビュー

お仕事紹介Ｎｏ１４ ～ 「関工業所」 ～

今回の記者は齋藤菜乃さん（5 年生）齋藤完樹君（4 年生）齋藤朱里さん（1 年生）です。

取材相手は『関工業所』の社長、関永司さんです。12 月 16 日にお邪魔してお話を伺いました。

（齋藤）Q1.ここは何をしている会社ですか？

     A.鉄を加工しています。鉄の穴あけや切断、折り曲げや溶接をしています。

（齋藤）Q2.いつからやってるんですか？

     A.昭和 20年から父親が始めました。最初は溶接の専門だったけどね。私は 16 歳のときに手伝いか

ら始めました。だから 60 年以上前からやってるね。

（齋藤）Q3.今は何人でやっているんですか？

     A.1 人です。多いときには 8 人ほど一緒に働いていたけど、今は人が減ってしまったからね。これ

を機にやりたいって子どもが居たら嬉しいね。

（齋藤）Q4.今までの仕事の中で一番の大仕事はなんですか？

     A.第二日新丸冷凍板かな。クジラの肉を入れるケー   

スだよ。今は、クジラは珍しいものになってしま    

ったけど、昔はクジラを食べることが多かったん   

だ。多いときには 4,500 ケースも作ったんだよ。

今までにここでしか作ったことがないものなん

だ。

関さんは親切に色々な機械の説明も実際に見

学させてくれました。とても素晴らしい技術の持

ち主で東武鉄道のダクトなども作っているそう

です。関さんは１人でやっていると言う事に驚き

ました。こんな素晴らしい技術者が減ってしまっていることは悲しいですね。

とても貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。

子ども会会長  佐々木真貴子
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町会行事報告

10/01(木) 副会長協議会

10/02(金) 連合町会防災訓練打合せ

10/06(火) 秋の防災予防運動説明会

10/11(日) ＡＥＤ・スタンドパイプ講習会

10/13(火) 代表役員会

10/15(木) 錦糸町駅暴力追放委員会

10/16(金) 横川交番ふれあい協議会

11/01(日) ボランティア祭り

11/05(木) 柳島小学校拠点会議

11/08(日) 連合町会防災訓練中止

11/23(月) 文化部ボーリング大会

11/29(日) 町会家族慰安もちつき大会

12/02(水) 廃棄物パトロール

12/02(水) 副会長協議会

12/06(日) 柳島四丁目町会餅つき大会出席

12/06(日) 太平二丁目町会餅つき大会出席

12/08(火) 代表役員会

12/10(木) ザウス編集委員会

12/13(日) 横川五丁目南部町会餅つき大会出席

12/22(火) ザウス編集委員会

12/23(水) 歳末警戒テント設置

12/25(金)～12/30(水) 歳末警戒

日 時  平成２８年１月１７日（日）「東武ホテルレバント東京」３Ｆ竜田の間

          午後６時～開会（カラオケ付）

会 費  ４，０００円 （参加の方は最寄りの総務さんへお申し込み下さい）

※「新年会抽選会」の「景品提供」に、ご協力をお願い致します。1 月 9 日(土)の

午後 1 時～午後 2 時の間、町会会館でお受け致します。よろしくお願い致します

振り込め詐欺にご用心欺にご用心

振り込め詐欺が多発しています。手口が巧妙になっていますので、日ごろから一層の注意が必要です。

※最近の手口

・家族を名乗る犯人が携帯電話の番号を変更したと連絡し、後日、「借金の保証人になった」等の電話

をかけ、送金させる

・警察官や金融庁等の職員を名乗って、キャッシュカードをだましとったり、個人情報を聞き出したり

する。

・このような電話があった場合は、慌てずに、家族や友人に相談するか、110 番または最寄りの警察署

に通報してください。

［通報先］本所警察署03-3634-0110      ［問合せ］安全支援課安全支援係03-5608-6199

12 月 11 日    川本  緑 様（75 才）   太平４－２－１－１１０６

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。

新年あけましておめでとうございます。今年も宜しくお願い致します。

今年は申年ですね。猿と言えば、「日光東照宮の三猿」は有名ですが何を意味しているか知っていますか？猿

の一生を表した８つの場面の幼少期を示し、世の中の悪いことを聞いたり、見たり、言ったりせず、良いもの

だけを受け入れて素直な心で成長しなさいという考えを表しているそうです。太四っ子もこのまま素直な心で

大人へと成長して欲しいですね。                              (S 編集員）


