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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、新春を健やかにお迎えられた事、心からお慶び

申し上げます。昨年は皆様方のご協力のおかげで諸行事を無事故で終えることが出来、心より感謝申し上げま

す。新年早々寒い日が続きますが、火の元には、くれぐれも注意してください。防犯部による月 2 回のパトロ

ール、青パトによる巡回等、地道な活動により、昨年は火災発生が一件も無く、空き巣、ひったくり等も少な

くなって来ています。世の中は不思議なもので、何か事件事故が起きると、必ずと言っていいほど類似したこ

とが置きます。

最近は高齢者ドライバーやタクシーによるブレーキとアクセルの踏み違いで人身事故等が多発している報

道を見るにつけ他人事ではないと、しかし自分に限ってそんなことはないと思いがちになりますが、振リ込み

詐欺と同じで、その思い込みが事故につながる可能性が高くなると言われています。自身が当事者にならない

よう、お互いに注意をしていきたいと思います。

平成 28 年 11 月 13 日に行われた本所防災館の「太平連合町会防災訓練」では、103 名の方が参加され、Ａ

ＥＤ・消火器訓練・煙体験・大震災級の震度 7 を体験し、地震の恐ろしさを痛感しました。東日本大震災から

5 年の歳月が過ぎ、忘れた頃に災害が起きるとよく言われますが、昨年はマグニチュード 7 以上の地震が、熊

本県、鳥取県、11 月に 3.11 の余震ともいわれる津波を伴う大きな地震が福島沖に起き、テレビの画面から流

れてくる映像に悪夢が蘇ると共に再度災害に備える必要性を強く感じました。ＭＥＧＡ地震予報で東大名誉教

授（村井俊治氏）は熊本地震、鳥取地震が起きることを予測しており、関東地方に数か月以内に震度 5 以上の

地震が起きる確率が高いと注意を促しています。想像しただけでも身震いしてしまいます。

毎回申し上げていますが、食料・飲料水・医薬品・卓上コンロ・簡易トイレ等の準備をして頂きたいと思い

ます。

本年度が災害の無い平穏無事な年になることをご祈念申し上げ、新年のご挨拶にかえさせていただきます。

5 つの健康習慣
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11/13 太平連合町会防災訓練風景

11/27 町会もちつき大会風景

12/26 歳末警戒風景
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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。昨年も女性部の活動に多くの皆様にご協力を頂きましたことを心よ

り感謝申し上げます。

毎年 9 月末に行っていましたバス旅行を昨年は 6 月に行い、梅雨空

を心配しておりましたが、37 名の方に参加していただき誠にありがと

うございました。11 月には町会恒例の「餅つき大会」にも多くの方に

お手伝いしていただき、無事に終了することが出来まし

た。12 月に行いました「手芸教室」にもお忙しい中 35
名の方に参加していただき、正月の「お飾り」を作りま

した。楽しい作品作りが出来たと思います。

本年も皆様にとって良き年でありますよう役員一同心

よりお祈り申し上げます。

北斎美術館見学とバーベキュー
                     文化部部長  山崎 晴康

12 月 18 日に文化部の企画で「北斎美術館見学とバー

ベキュー」を行いました。当日は晴天に恵まれ、大人と

子供（小学生）計 38 名の参加者で出発しました。8時 30

分に町会会館前に集合、区内巡りの循環バスに 17 名が乗

車、残りの方々は徒歩で美術館まで移動しました。11 月

22 日に開館になったばかりなので、予想通り 9 時 30 分

の開館まで並びましたが、12 月にして

は暖かい日でしたので 30 分待ちもそ

れほど苦にはなりませんでした。

中に入ると常設展示、実物大の動く北

斎と娘の人形が印象的でした。今回は

前売り券で 1 月 15 日までの開館記念展もついていたので、じっくりと幻の絵巻「隅田川両

岸景色図巻」も見学でき、北斎についての知識を得ることができました。10時 40 分に美術

館前に集合し、全体写真を撮り、その後バーベキュー会場の「両国テラス」に徒歩で移動。

下町にしてはしゃれた店でオープンカフェ風のバーベキュー場で少々詰め込まれ狭い感じ

でしたが、大人も子供も胃袋を満たしました。

ひ ま わ り 会
ひまわり会会長  酒井 征一

新年あけましておめでとうございます。今年も新しい年が始まりました。どんな年になるかわかりませんが、

穏やかな一年であってほしいと願っています。

「ひまわり会」も会員が少なく新しい会員の入会を待っています。特に「マンション」の皆様の入会をお願

いしたいと思っています。新しい人達が入ってきていろいろな意見が出てより楽しい充実した「ひまわり会」

にしたいと思います。今年一年も宜しくお願い申し上げます。

防 犯 部
防犯部部長 神山 国忠      

ご町内の皆様、明けましておめでとうございます。

昨年は防犯対策にご協力を頂き、町内の防犯対策を高めることが出

来ました。又、歳末警戒では有志の皆様、子ども会の皆様の参加を頂

き、無事終了いたしました。

本年も町内の「安全と安心」を推進してまいります。今年も宜しく

お願い致します。
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あけましておめでとうございます。いつも子ども会活動にご理解、御協力ありがとう

ございます。子ども会を通じて、親子共々、顔見知りを増やして、何かの時に支えあえ

る仲間になれたらと願っています。今年も、子ども達が元気に成長できますように。

もちつき大会

11 月 27 日㈰、子どもたちも楽しみにしていた「もちつき大会」でした。お天気が心

配でしたが、幸いなことに終了までもちこたえ、おいしいお餅をおなか一杯いただきま

した。子ども達は、おもちを杵と臼でつく様子に興味津々で、おもちつき体験も好評で

した。お手伝いには大勢の保護者の皆様が参加して頂きました。ありがとうございまし

た。

パシフィック 4 ジュニアが「ルミネ The よしもと」に行ってきました

去る 12 月 11 日、P4 ジュニアの初イベントとして、中学校 1 年生

7 人が参加し、「ルミネ The よしもと」に行ってきました。

進学先が異なることもあり、久しぶりに会った当初は何となくぎこ

ちなかった皆でしたが、漫才、コント、新喜劇のお笑いパワーで、

帰途に着く頃にはすっかり打ち解けていました。

幕間の休憩時に「お客様 1 名に年末ジャンボ宝くじ 100 枚差し上げ

ます」という抽選会があり、何と引率父兄が選ばれたのですが、席

を外していて失格！という事件もありました。

これからも毎年イベントを継続し、子ども達のつながりをサポート

していきたいと思います。

キッズインタビュー No16  ～ 本所郵便局 ～

今回の記者は、1 年生の菅沼莉子ちゃん、那口優奈ちゃん、5 年

生の翁紗良ちゃん、魯欣ちゃん。訪問先は本所郵便局さんです。本

所郵便局さんは明治 5 年に開設された大変歴史のある郵便局で、昭

和 50 年に太平四丁目に移転し今に至ります。

この日は総務部の松本さんが丁寧に案内してくださいました。

まず 5 階へ。最初に荷物が集められて仕分けをする場所です。荷物

を載せるカートがたくさんありました。

「この建物はね、昔ボーリング場だったんですよ」

奥に広い空間とそこに降りる数段の階段。ちょっと不思議な作りはその名残なんですね。

多くの郵便物を目の当たりにし、最初の質問。

Q.郵便局って、暇な時期はあるんですか？

A. 毎日たくさんの手紙や荷物がこの郵便局に集まってくるから、暇な時期はないよ。これからお歳暮、年賀

状の時期だから特に忙しくなるね。

Q.一日にどの位の手紙を扱っていますか？

A.平均して手紙は 8万 7 千通、小包は 1000 個くらいかな。

2 階はバイクの駐車場。赤いバイクがたくさんきれいに並んでいます。

Q.バイクの箱の中にはどのくらい手紙が入りますか？

A.手紙だと 500～600 通は入るよ。

Q.墨田区にポストはいくつあるんですか？

A.墨田区には大きな郵便局が本所郵便局と向島郵便局と 2 つあって分担しているんだ。本所郵便局の区域（管

轄）では 77本のポストがあるんだよ。

局員のみなさんはとても親切で、記者たちを明るく迎えてくださったのが印象的でした。大きな建物内を 1

時間以上かけて見学、最後には局長室へ招かれ、記念品をたくさんいただきました。至れり尽くせりに記者

たちは大満足。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
10/04(火) 正副会長協議会

10/07(金) 秋の火災予防週間説明会

10/11(火) 代表役員会

10/15(土) 柳島小学校防災訓練

10/26(水) 太平連合町会防災訓練打合せ

10/30(日) ボランティア祭り（柳島小）

11/02(水) 正副会長協議会

11/08(火) 代表役員会

11/13(日) 太平連合町会防災訓練

11/13(日) 横川 3 丁目町会フェスティバル

11/14(月) 太平四丁目集会室料金改定説明会

11/26(土) 青少年健全育成大会

11/27(日) 町会もちつき大会

12/01(木) 不法投棄パトロール

12/04(日) 横川四丁目町会餅つき大会出席

12/04(日) 太平二丁目町会餅つき大会出席

12/06(火) 正副会長協議会

12/08(木) ザウス編集委員会

12/11(日) 横川五丁目南部町会餅つき大会出席

12/13(火) 代表役員会

12/18(日) 文化部北斎美術館鑑賞と街なかＢＱ

12/21(水) ザウス編集委員会

12/23(金) 歳末警戒テント設置

12/26(月)～12/30(金) 歳末警戒

日 時  平成２９年１月１５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 1 月７日までに最寄りの総務さんへお申し込み下さい）

墨田区から表彰されました

いつも町会の安全・発展の為にご尽力を頂きありがとうございます。

地域活性化部門 ： 田村 郷子様

防犯ネットつけまくり隊 ： 藤塚 陸子様 ・ 酒井美佐子様 ・ 金子 里子様

高齢者の方の運転免許の自主返納について

5年以内であれば、運転免許試験場への申請で「運転経歴証明書」の交付を受けることが出来ます。

受付時間：平日・日曜日の午前8時30分～午後4時まで

必要な物：運転免許証・写真（縦3cm×横2.4cm）・交付手数料1,000円
運転経歴証明書に関する事→０３－６７１７－３１３７

その他特典に関する事    →０３－３５８１－４３２１

今年は「酉年」です。十二支の中で酉は 10 番目ですが理由を知っていますか？酉の由来は神様へ新年のご

挨拶に向かった十二支の動物の内、猿と犬の喧嘩の仲裁するために間の 10 番目になったそうです。そんな仲

裁役の酉＝ニワトリは決まった時間に正確に鳴くとの事で時を伝える神の使いとされてきたそうです。今回調

べていて初めて知ったことばかりでした。今年も穏やかな心で正確な情報を伝えるザウスの編集者として頑張

りますのでよろしくお願いします!!                              S 編集員

運転免許の自主返納を考えましょう！


