
出 場 者 名

A チーム

河原木 龍一 さん

森下  和彦 さん

伊集院  幸 さん

B チーム

佐々木 英世 さん

大澤  修一 さん

若杉  惠博 さん

C チーム

武内   明 さん

新保 三千雄 さん

笹野井  寛 さん

3 月 6 日に本所消防署 5 階体育館に於いて、平成 28 年度「本所防災コンクール」

が開催されました。

今回は、10 町会から 16 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「優良賞」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

安田 舜貴    内田 一成  江本 冴希  尾下 温登  小野 二葉  鐘ヶ江美波

      木下 紗菜  斎藤 菜乃  鈴木  仁  常見   知那   

祝 ご入学

荒川耕太郎  岩本貫太郎  金田茉莉乃  楠本 さら  後藤  司  立田  爽

福澤 周平  松本清志郎  水原 颯太  茂手木伶哉  刘  子晨(リュウコシン)
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女性部より

女性部部長 永井 良江

寒さ厳しい時節も去り、心浮き立つ美しい桜の季節になりました。お花見の待ちどおしい方も多いこと

と思います。女性部も新年度を迎え、今年は役員が代わります。私が 2 期 4 年を部長としてお手伝いさせ

ていただき、町会行事に携わる皆様のご苦労を感じることが出来ました。私が女性部部長として務め上げ

ることが出来ましたのも、お手伝い頂いた役員の方々、各班の集金をして頂いた班長さんのご協力の賜物

だと思っております。また新年度からの部長さん、役員さんにも今まで同様のご協力をよろしくお願い致

します。

最後に 4 年間ありがとうございました。

「献血」と「健康セミナー」の御礼

厚生部部長   田村 仁平

いよいよ桜も満開となり皆様にはお元気でお過ごしの事と存じます。東日本大震災の発生から 6 年を迎

えました。早いですね。毎年恒例の太平連合町会その他協賛ｃで、東京都赤十字血液センターの「献血運

動」が 2 月 28 日に賛育会病院脇で開催されました。当日は朝から北風が吹く中、献血者が少なく、街頭や

車中から献血の必要性を訴えました。献血にご協力を頂いた方、そして、役員としてお手伝い頂いた皆様、

本当にありがとうございました。下記に献血実施報告をさせて頂きます。

     献血申込者 35 名      献血者 34 名 献血出来なかった方 1 名予防」の健康セミナー

3 月 24 日に太平四丁目会館に於いて本所保健センター主催「血管年

齢と認知症の予防」の健康セミナーが開催されました。「高血糖」「高

血圧」「脂質異常」の危険分子を持った状態をメタボリックシンドロ

ームと言います。動脈硬化にならないよう、適度の運動を続ける事、

睡眠を充分取る事。野菜中心の腹八分目の食事にする事が大事です。

健康年齢を伸ばし楽しい老後生活を迎えていきましょう。セミナーの

参加者は 34 名でした。ご参加いただいた皆様、ご苦労様でした。

防犯部から

防犯部部長  神山 国忠

      暖かくなるこの時季は何かと犯罪が多発します。侵入強盗、ひったくり等の被害に合わないよう、充分

ご注意下さい。        「振り込め詐欺にご注意下さい！」

「自分は大丈夫」と思い込むのは危険です。息子や孫の声くらいわかると思い込むのは危険です。警戒心

を忘れない様にしましょう。家族の絆で被害を防止。 怪しいと思ったら 110 番です。

       「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（木）から 4 月 15 日（土）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。

子どもと高齢者の交通事故防止

～事故にあわない、おこさない～

3 つの重点課題 ① 歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

② すべての座席の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 月 10 日（月）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。

太平四丁目ニュース      ２０１７．４月号  （２）



子ども会会長  徳山 みほ

今年度、子ども会会長を務めさせて頂く事になりました徳山です。どうぞよろしくお願いいたしま

す。この度、ご卒業、ご入学されたお子様ならびに、ご家族の皆さま、心からお慶び申し上げます。

太平四丁目子ども会は、今年もかわいらしい小学一年生を迎えました。

一年生になると行動範囲も広くなり、危険な事もあるので引き続き、地域の皆さまにも見守りして頂

けると幸いです。なお、子ども会では学年の違う子ども達や地域と繋がるよいきっかけとなれるよう

楽しい行事を企画していきたいと思っています。

その折には皆さまにお会いできることを楽しみにしています。

  

この度、太四っ子が無事に小学校の卒業式を迎えることが出来ました。

地域の皆さまには暖かく見守って頂き、心から感謝申し上げます。
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町会行事報告

1/ 5(木) 警察賀詞交歓会

1/ 8(日) 本所消防団始め式

1/ 8(日) 錦糸中学校賀詞交歓会

1/13(金) 錦糸小学校 PTA 新年会

1/15(日) 町会新年会

1/16(月) ラジオ体操連盟新年会

1/21(土)    柳島小 PTA 新年会

1/26(木) 安心安全街づくり協力団体新年会

1/30(月) 青少年育成委員会新年会

1/30(月) 本所消防団合同賀詞交歓会

2/ 7(火) 町会代表役員会

2/ 7(火) 春の火災予防説明会

2/ 7(火) ふれあい協議会

2/12(日) ひまわり会新年会

2/21(火) 錦糸小学校防災拠点会議

3/ 5(日) 防災コンクール

3/ 7(火) 柳島小学校卒業を祝う会

3/ 9(木) ザウス編集委員会

3/14(火)     町会代表役員会

3/17(金)   錦糸中学校卒業式

3/18(土) 町会役員慰労会

3/22(水) 春の交通安全運動説明会

3/22(水) ザウス編集委員会

3/24(金) 町会健康セミナー

3/24(金) 柳島小学校卒業式

表彰されました！おめでとうございます

1月8日に本所消防団団長より、本所消防団第三分団の大塚伸之氏に「防災訓練指導功労賞」

が授与されました。いつも地域の消防活動にご尽力を頂き、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    早瀬 絵美

  齋藤 理奈   米満 恵里   夏堀 栄子 立田 絵里子

     ２月１９日 大島 壽男  様（７６才）  太平4－2－1－1117

３月２０日 木村  ハツ 様（８９才）  太平4-18-4

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。

桜も咲き始め 4 月になりましたね。私の趣味の魚釣りでは春を告げる魚は鰆（ｻﾜﾗ）です。鰆の時期は 3 月までなん

です。4 月は細魚(ｻﾖﾘ）が旬です。サヨリは船じゃなくても陸から釣れます。私は千葉の防波堤などで投げ釣りでサヨ

リを釣りに行ってます。餌もハンペンやカマボコで簡単に釣ることができます。刺身や天ぷら、煮付けなどで食べるこ

とが多いです。処理後の皮を竹串に巻きつけて炙って食べるのも美味しいです。

春は魚が産卵のために浅瀬に来ることが多いので陸からでも簡単に釣ることができるので 4 月からの釣果が楽しみです。         

Ｓ編集員
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