
出 場 者 名

A チーム

瀬能 桂子さん

鐘ヶ江 美紀さん

齊藤  理奈さん

B チーム

若杉  恵博さん

常見   力さん

佐々木 英世さん

C チーム

新保 美千雄さん

坂本  正之さん

西嶋  貞夫さん

3 月 6 日に本所消防署 5 階体育館に於いて、平成 27 年度「本所防災コンクール」

が開催されました。

今回は、12 町会計 17 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、Ｂチームが「敢闘賞」を頂くことが出来ました。おめでとうござい

ます。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。                   

  防災部長   村木  透

祝 ご卒業

小田 千博   菅野麻璃愛  久力慶一郎 佐々木花乃音   佐々木 桃   田中 杏果

  羽田 雄心   早瀬 彰人  山崎 佳祐  米花 孝太   米花 春香

祝 ご入学

相庭 悠人   新井 桜芽  入江 紗代  呉 俊（横山） 菅沼 莉子   竹本 勇斗

那口 優奈   馬場勇太郎  森下こころ   渡辺 一花   有光  櫂   常見 昇汰
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女性部より

女性部部長 永井 良江

いよいよ桜満開の季節を迎え、皆様は身も軽くなり、お花見にと心が弾んでいるのではないでしょうか。

昨年度は皆様のご協力により女性部の企画も無事に終えることが出来ました。大変感謝しております。

今年も大勢の皆様に参加して頂けます様、企画を立てたいと思います。まずは、6 月に「日帰り旅行」を計画

しておりますので是非参加下さいます様よろしくお願い致します。本年も宜しくお願い致します。

「献血」と「健康セミナー」の御礼

厚生部部長   田村 仁平

桜の花満開となり、皆様にはお元気にお過ごしの事と存じます。世界では

難民問題・戦争・デング熱・ジカ熱感染といろいろな出来事があり、私たち

の住む東京でも毎日約 1,000人分の血液の確保が必要です。患者さんの多く

は疾患の治療の為に定期的な輸血を必要とされています。本年も 2 月 26 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。当日は朝から突風の吹き荒れる中、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 44 名   献血者 31 名 献血出来なかった方 13 名予防」の健康セミナー

3 月 25 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。クイズによる「認知症」

症状判断、食生活の改善、脳を鍛える事、有酸素運動が効果的である

ことを勉強させて頂きました。その他に「血管年齢測定」や「タカ＆

トシの笑顔になる顔筋肉体操」も好評でした。町会行事に参加し、友

人とおしゃべりをすることが「認知症」の予防になります。皆さん、

町会行事に積極的に参加しましょう！参加者は 34名でした。ご協力頂

いた役員の皆様、大変にご苦労様でした。

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     

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

町会の皆様には日頃より防犯対策にご協力を頂きありがとうございます。

防犯部では地域の「安全・安心」を高め、又、推進する為、平成 28 年度も月

2 回の夜間パトロール（青色パトロール車）で、防犯対策の呼びかけ活動を

実施致します。犯行の手口が巧妙になっています。振り込め詐欺・ひったく

り・侵入強盗等の被害に合わないよう充分ご注意下さい。

       「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 4 月 6 日（水）から 4 月 15 日（金）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。

スローガン：やさしさが 走るこの街 この道路

※基本テーマ：子どもと高齢者の交通事故防止

４つの重点課題 ① 自転車の安全利用推進

② シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

③ 飲酒運転の根絶

④ 二輪車の交通事故防止
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子ども会会長  佐々木 真貴子

卒業、入学される皆さん、おめでとうございます。小学校一年生の親御さん、どうぞ子ども会を通じ

て、学校と保護者と地域が一緒に子どもを育む仲間に参加して下さい。

中学生の皆さんは今年、様々な学校に飛び立ちますね。保護者からずいぶん目が届かなくなって、心

配なお父さんお母さんもいらっしゃることと思います。これからも親同士支え合って、悩みや子どもの

成長を語り合える子ども会にしていきましょう。

中学生になる君たちへ   羽田優花（新中学 3 年生）

入学おめでとうございます。中学校は小学校に比べ、勉強など大変

なことが増えます。

しかし、部活動などが盛んになり沢山の友達ができます。

３年間山あり谷ありの素敵な思い出を作ってください。
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町会行事報告

1/ 6(水) 武道始・賀詞交歓会

1/ 8(金) 錦糸中学校賀詞交換会

1/10(日) 本所消防団始め式

1/16(土) 錦糸小学校PTA新年会

1/17(日) 町会新年会

1/18(月) ラジオ体操連盟新年会

1/26(火) 本所消防団合同賀詞交歓会

1/27(水)       錦糸小学校地域防災拠点会議

1/28(木) 安心安全街づくり協力団体新年会

1/29(金)    柳島小PTA賀詞交歓会

1/30(土) 副会長協議会

2/ 2(火) 代表役員会

2/ 4(木) 春の火災予防説明会

2/ 7(日) ひまわり会新年会

2/ 8(月) 育成委員会新年会

2/14(日) ブリリアタワー自治会もちつき大会

2/26(金) 献血

3/ 1(火) 副会長協議会

3/ 1(火) 専門部打合せ

3/ 4(金) 柳島小学校地域防災拠点会議

3/ 6(日) 防災コンクール

3/ 8(火) 代表役員会

3/10(木) ザウス編集委員会

3/11(金) 役員慰労会

3/18(金) 交通部長会

3/18(金) 錦糸中学校卒業式

3/19(土) 子ども会総会

3/22(火) ザウス編集委員会

3/25(金) 柳島小学校卒業式

3/25(金) 錦糸小学校卒業式

3/25(金) 健康セミナー

表彰されました！おめでとうございます

1月10日に東京消防庁より、消防団第三分団の大塚伸之氏に「消防総監：優良表彰」

が授与されました。いつも地域の消防活動にご尽力いただき、ありがとうございます。

  

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

  早瀬 絵美   齋藤 理奈   米満 恵里   夏堀 栄子

     １月０１日 安野 辰造  様（８１才）  太平4－2－1－ 916

1月 ６日 福岡  昭  様（７５才）  太平4－2－1－1006

１月２０日 菊地 正義 様（９１才）  太平4－4－2

  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。

風も暖かくなり春の訪れを感じますね。春の味覚と言えば筍が代表的な食材です。旬は3月中旬から5月で食物繊維

が豊富で便秘や大腸ガンの予防に効果的と言われています。他にも春きゃべつや山菜なども美味しいだけでなく栄養も

満点です。旬の食材を食べて体力をつけ、新年度も心身ともに健康に過ごしたいですね。

Ｓ委員
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