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本向少年野球リーグ事務局長  鈴木 文子

東日本大震災から５年が経過し、

官民挙げて復興に取り組んでおりま

すが、まだまだ時間がかかるようで

す。昨年に引き続き、福島県の子ど

も達の未来を考え、復興に向けて少

しでもお役に立ちたいと思い、本年

も「東京都」と「本向少年野球リー

グ」の招待で、墨田区で開催される

ことになりました。

「郡山アスレチックス」「三穂田少年

野球」の 2チームが 8/5～8/7の 3日

間滞在し、錦糸公園野球場で本向少

年野球リーグの選手たちと 8/6に交

流試合を行い、朝から猛暑の中、元気よく、水分補給など熱中症予防に配慮しながら、熱戦を繰り広げました。

8/7は国会議事堂や目黒雅叙園を見学し、又、水上バスにも乗り、子ども達は大騒ぎの一日でした。太平四丁

目町会会館に宿泊し、又、ホームステイもして、いろいろ体験が出来、思い出に残る 3日間を過ごし、地元へ

元気よく戻って行きました。

行 事 報 告
7月 03日 本所消防署創立 90周年式典

7月 12日 町会代表役員会

7月 19日 錦糸町地区暴力追放委員会

７月 25日 錦糸中学校連絡協議会

7月 29日 青少年育成夜間パトロール

8月 01日 正副会長協議会

8月 05日～07日 郡山市少年野球交流試合

8月 12日 ひまわり会暑気払い

８月 21日 横川 5丁目東部町会フェスティバル

8月 23日 太平連合町会献血

8月 27～28日 太平會祭礼

8月 30日 柳島小学校防災拠点会議

9月 02日 墨田区町会長会議

9月 02日 交通部長会

9月 03日 正副会長協議会

9月 06日 町会代表役員会

9月 07日 墨田区防災備蓄品引取り

9月 10日 敬老の日カステラ贈呈

9月 10日 太平 3丁目町会フェスティバル

9月 10日 横川 5丁目北部町会フェスティバル

9月 11日 業平 5丁目北部町会フェスティバル

9月 12日 ザウス編集会議

9月 17日～19日 神明会祭礼

9月 17日 業平４丁目町会フェスティバル

9月 21日～30日 交通安全週間

9月 25日 墨田区総合防災訓練

9月 27日 ザウス編集会議

9月 29日 子ども会バスハイク（ディズニーランド）
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女性部より
女性部部長   永井 良江

寝苦しい夏が終わり季節は秋、秋と言えば読書の秋に、食欲の秋、そしてスポーツの秋。学校行事では秋の

運動会や文化祭と楽しいイベントが盛りだくさんですね。女性部でも手芸教室を企画しております。皆さんに

楽しんでいただき、会話が弾んでいただければと只今計画中です。決まりましたら回覧にてお知らせいたしま

すので、是非皆様ご参加くださいますようよろしくお願い致します。

献血の御礼
厚生部部長 田村 仁平

猛暑・残暑・台風 9号・11号による集中豪雨、土砂災害の爪跡（関東・東北・北海道）、異常気象が傷深く、

その中、平成 28年 8月 28日に太平連合町会協賛による東京都赤十字血液センターの「献血運動」が賛育会

病院脇で行われました。当日は暑さの為か毎年献血者が少なく、街行く人に、車内から輸血の必要性を訴え続

けました。輸血にご協力を頂いた方、そして役員としてお手伝いして頂いた方、連合町会の皆様、本当に一日

ありがとうございました。今後とも一層の温かいご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

献血申込者数  43名     献血者数  40名     献血出来なかった人  3名

防災部から
防災部部長  村木  透

9 月 25 日に、錦糸公園のふれあい広場と野球グランドを使用

して墨田区主催の「総合防災訓練」が開催されました。太平 4丁

目町会からは約 45 名の住民の方が参加されました。様々な防災

訓練の他に、体育館の壁を使ったクレーン車による救出訓練・緊

急治療時のトリアージタッグ・スタンプラリー等、新しい訓練も

追加され、有意義な訓練を見学

できました。出来れば、太平 4
丁目町会からも直接、訓練に参

加出来たらと思いました。参加

された皆様、暑い中、ご苦労様

でした。11月 13日には、太平連合町会の「防災訓練」が開催されます。よ

り多くの皆様の参加をお待ちしております。

ひまわり会より
                            ひまわり会会長  洒井 征一

今年の夏は、台風が次々と上陸して、南は九州から北は北海道まで多大な被害に見舞わされました。又、リ

オのオリンピックでは日本が多数のメダルを獲得して大いに盛り上がりました。「ひまわり会」9 月の神明會

のお祭りで楽しませてもらいました。誕生日会も喜んでもらい、秋に向かって色々と行事も予定されています。

元気に参加したいと思います。
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子ども会コーナー
会長   佐々木真貴子

がんばってるよ、太四っ子

7 月 28 日に「桜橋わんぱくトライアスロン」が開催されました。

競技は水泳 100 メートル、自転車 5 キロメートル、ランニング 2 キロメー

トルのミニトライアスロン。

今回で 28 回目となる大会は 253 人が参加。太四っ子の江本冴希君（6 年

生）は選手宣誓に抜擢され、競技でも見事 3 位に入賞しました。おめでと

うございます！

8 月 7 日、「墨田区民体育祭水泳大会」に篠木翔

くん、心結ちゃん兄弟（双子さん）が参加。翔く

んは男子メドレーリレー200ｍ第 3 位、心結ちゃん

は女子フリーリレー200ｍ第 3位に入賞。兄弟揃っ

て頑張りました！

バスハイク

柳島小開校記念日の 9 月

29 日。   子ども会のメインイベント、待ちに

待ったバスハイクです。行先はみんな大好きな

「東京ディズニーランド」ちょうどハロウィン真

っ盛りで、スペシャルイベントやグッズが盛りだ

くさんでした。参加者総勢 85 名、大人も子ども

も、翌日の仕事や学校のことは忘れ、夢の国で思

い切り楽しんできました。帰りのバスの中でへと

へとになりながらも、もう来年のバスハイクのこ

とを楽しみにしていた子ども達でした。

太四神明祭り

9 月 18 日(日)の模擬店は時折小雨の降る生憎のお天気でし

たが、射的やわなげ、つかみ取り、かき氷など長い列ができ

るほど大盛況でした。終了時刻まで子どもたちの楽しそうな

歓声が響いていました。

9 月 19 日(祝月)は山車と子供神輿に沢山の子どもたちが参

加しました。子ども神

輿は大勢で大きな声で

「わっしょい」と元気

よく担ぎました。

今回初めてお祭りに参加したという人も含め、皆で盛り上がった楽し

いお祭りでした。

小神輿終了時に、女性だけで担ぎました。初めての事で神明会の方々

も喜んでいました。

町内会、神明会の皆様、お手伝いにご参加いただいた皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。ありがと

うございました。
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太平會祭礼の御礼
太平會会長 柴田 敏明

本年は亀戸天神社の神社神輿の渡御がありましたが、雨の心配もかい

くぐり、皆様の協力もいただき、無事終えることができました。また、

我が太平會の神輿の町内渡御もありました。子ども神輿、山車も子ども

会の協力を得て、子どもにも楽しい祭りになったかと思います。少子高

齢化の中、よりよい祭りを行うにあたり、これからも一層皆さんの力を

お貸しくだされば幸いです。

             神明会祭礼の御礼    

神明会会長 藤塚  収

今年は、たて続けに来る台風の不安な天気の中での天祖神社の祭礼が

9 月 17 日から 9月 19 日まで悪天候の中で、雨の合間と相談しながら、

なんとか全行事を終えることが出来ました。これも神明会の役員及び子

ども会の皆様のご協力があってのこと、氏子の皆様のお力添えがあって

のことと心より御礼申し上げます。来年は 5年に一度の大祭の年になり

ますので盛大に執り行いたいと役員一同思っております。尚、一層のご

協力を心からお願い申し上げます。

★いつまでもお元気で！ 心から長寿のお祝いを申し上げます
米 寿 （８８才）  ７名

菊池 とみ様  小見スミ子様  社本 喜世様  早坂  昇様  藤井 清子様  松永冨美子様

矢島  豊様

喜 寿 （７７才） 35 名

安藤  昇様  伊賀千惠子様  石川 榮子様  石田 澄子様  板橋 マツ様  伊藤 忠明様

魚路 京子様  大島 壽雄様  大渕 洋介様  柿沼よし子様  加藤田芳子様  小島 吉男様

今野  浩様  相楽  認様  佐藤 揚子様  正田 勝弘様  鈴木 紀義様  大里  蓊様

高荷 禮子様  武川 周子様  田中 省一様  角田 重雄様  富田 俊夫様  野村 政代様

林  喜以様  原田 初榮様  福島 弘征様  増田 憲章様  三宅 良子様  村澤 光雄様

森田  昭様  森田 郁子様  米田  誠様  渡邉 貞夫様  渡邉富美子様

８月３０日 脇坂  桂子様 （８４才） 太平４－ ５－１４

９月１８日 丸山  作蔵様 （８０才） 太平４－ ２－ １－１２０３

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。

      

この夏、両国の江戸東京博物館で「大妖怪展」を観てきました。奇抜な想像力と大胆な構図。オリンピック

で安倍首相が語った「日本の誇るソフトパワー」としての漫画、ポップカルチャーの原点に触れ、童心に帰っ

て楽しめました。年末に向けては「ダリ展」、「ラスコー展」などの展覧会が目白押しでワクワクします。結構

歩き回るので、頭にも体にも心地よい刺激ですよ。                     Ｈ編集員
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