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皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申

し上げます。さて私こと、この度 28 年度町会定期総会
にて再度会長選任されました。選任されたうえは、誠心

誠意努力してまいる所存でございます。何卒、皆様のご

支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。本年

度の町会行事も、役員の皆様と相談して充実した内容に

していきたいと思います。6月18日に本所防災館にて「町
会防災訓練」を行い、多くの方に参加を頂きました。今

後も防災訓練には一段と力を入れて、一人でも多くの皆

様にご参加して頂けるようホームページ、ザウス、回覧

板にて周知してまいります。是非ご参加ください。

去る 3 月 28 日に元町会長の青沼三郎氏が逝去されま
した。故人は就任と同時に町会運営の経費節減に努力を重ねるとともに、町会会

館建設のために様々な手を打ち、町民の皆様のご協力を頂き、それらの結果、平

成 25 年に現町会会館を取得することが出来ました。会館があることにより、各
部門が頻繁に会合を持つことが出来、行事がスムーズに出来るようになりました。

会場を心配して近隣の施設をさがし、会場が確保できず支障をきたしていた時と

雲泥の差があります。町会新聞「ザウス」の発刊、町民の交流の場となっている

年末の「餅つき大会」の発案も青沼氏によるものです。心より感謝申し上げると

ともにご冥福をお祈り申し上げます。

今後も役員一同、経費節減に努めてまいりますので、宜しくお願い申し上げます。

町会新役員・役員退任の方をご紹介します（敬省略）

新任の方：2年間よろしくお願い致します！

総 務→小平 秀一、 防災部→石川 久、 パシフィック４代表→唐沢 宏、

女性部部長→鈴木 文子、 女性部副部長→長田 佳奈、 子ども会会長→徳山 みほ、

子ども会副会長→佐々木真貴子 ・ 篠木恵美子、 青少年育成委員→小平 秀一 ・ 村木 妙子、

ひまわり会副会長→酒井美佐子

退任の方：長い間、ご苦労様でした。感謝申し上げます！

総 務→岡野 郷子、 女性部部長→永井 良江、 ひまわり会副会長→鈴木 利子 ・ 薄倉 とみ

パシフィック４代表→小堺 康一、 青少年育成委員→田中 省一 ・ 岩田 大輔、
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女 性 部 よ り

女性部部長 鈴木 文子

街のあちらこちらに紫陽花が咲き始め、梅雨の季節がやってきました。町会も5 月の総会を終え、新しい役員さん
も決まりました。女性部も2 年間新しい役員と共に頑張りたいと思います。何分にも慣れない事ばかりで不安ですが、
皆様のお知恵を拝借し、ご協力を頂きながら頑張って努めていきたいと思います。今年も日帰り旅行をしたいと思い、

企画いたしました。7 月 9 日（日）に、「東京見物」（築地場外市場・雅叙園百段階段・迎賓館の庭・古川庭園等の見
学）を実施致します。45 名の参加予定です。楽しみにして下さい。

クリーンキャンペーンの御礼

厚生部部長  田村 仁平

毎年「5月30日」の墨田区による「ゴミゼロデー」に合わせ、私

達4丁目町会は、新緑そして草花が咲き乱れ、雲一つなく汗ばむ程

の陽気の中、5月28日に毎年恒例の「すみだクリーンキャンペーン」

が開催しました。朝早くから各自が掃除用具持参でアカシア児童遊

園に集まってスタート致しました。子ども会・ひまわり会その他大

勢の皆様のご協力で街の中

がとてもきれいになりまし

た。子どもたちが約40名、

大人が約102名と多くの

方々の参加をいただき、無

事に終了することが出来ま

した。普段出来ない「コミュニケーション」も大いに図ることができ、本当に

ありがとうございました。明年も多くの方の参加をよろしくお願い致します。

ひ ま わ り 会

ひまわり会会長  酒井 征一

関東地方も梅雨に入り、毎日うっとうしい日が続きますが、「ひまわり会」も5月には28年度の総会も無事に終わり、

永年、会のためにいろいろ尽くしてくれた薄倉とみさん、鈴木利子さん、井口俊子さんが退任されました。本当にあり

がとうございました。又、新たに酒井美佐子さん、山崎さよ子さんが新役員として頑張って頂く事になりました。よろ

しくお願い致します。6月には誕生日会、そして墨老連の日帰り旅行には21名の参加がありました。梅雨が明ければ暑

い夏がやってきます。元気に夏を乗り越えていきましょう。

本所防災館体験見学ツアー報告

防災部部長  村木  透

6月18日に町会防災訓練の一環として「本所防災

館体験見学ツアー」を開催いたしました。「３Ｄシ

アター」「暴風雨体験コーナー」「地震体験コーナー」

「消火体験コーナー」「水圧体験コーナー」等、貴

重な体験をすることが出来ました。参加者は大人・

子どもを含めて53名となりました。終了後に、太平

4丁目町会会館で防災備蓄品・防災記念品・アルフ

ァ米を皆さんで頂いて解散いたしました。アルファ

米を炊出して頂いた女性部・子ども会のお母さん方、

大変にご苦労様でした。

10月下旬には「太平連

合町会主催：防災訓

練」が開催されます。「防災訓練」は、何度も経験し、身に沁み込ませることが大事です。

更なる住民の方の参加を期待しております。
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太平四丁目子ども会会長  徳山 みほ

頑張ってるよ太四っ子

4 月 23 日、第 70 回墨田区民大会剣道大会で「柳島剣友会」の子ども達が大健闘！5
年生の小平深青くんが五級の部で三位、元子ども会の高校 1 年生、横倉源くんが二段の

部で三位に入賞しました！

3 年生の茂手木香凛ちゃんが「図書館を使った調べる学習コンクー
ル」小学校低学年の部（墨田区）で見事銀賞！全国コンクールでは優

秀賞に輝きました！テーマは「天ぷら油をリサイクルしよう！」です。

興味深いですね。

クリーンキャンペーン〈子ども会編〉

毎年恒例の「クリーンキャンペーン」が5月28日に行われました。

青空の下、あかしや公園に集まった小中学生。町内のゴミを拾って回ったり、公園内の草刈りを汗を流して頑張りました。

中には「草刈りするの初めて！」という子も。大人にとってはひと苦労の草むしりも、子ども達にとっては新鮮だったよう

です。公園内では草花の名前を教えてもらったり虫を見つけて一緒に見たりと、町内の皆さんとの交流も見られ、子ども達

にとってもいい経験になりました。イベントに参加したことで、子ども達が日ごろから町を大切に思う心を持ってくれたら

うれしいですね！

キッズインタビュー

No,17 ～ 丸登鉄工所 ～ さし絵：６ 年米満みか沙ちゃん

今回の記者は、5 年生の篠木翔くんと心結ちゃん兄妹、1 年生の後藤司くんです。取材先は丸登鉄工所の小堺康一さ
んです。

（心結）何をしている会社ですか？

機械を使って金属を削り出す仕事です。作っているものはほとんどが1 点もの。研究用の試作品は内容が秘密に
されているから一体何の部品かわからないものも多いんだ。

（翔）工場は何年間やっていますか？

工場は父親の代、ちょうど東京オリンピックの頃からだから50 年位だね。
.僕が始めたのは22 歳の頃で、ネジ屋さんの仕事がすごく忙しくなったのがきっかけです。
バブルの頃は自衛艦の修理部品をたくさん作ったよ。

（司）どの機械が一番得意ですか？

旋盤（せんばん）という機械です。フライス盤やボール盤は刃物が回るのに対し、旋盤は材料を回して加工する

んだ。ビューンと大きな音を立てて回る旋盤からは風が吹き、ものすごい力で動いているのがわかります。アク

シデントで指が2 本パックリ切れた話には一同悲鳴が。
道にはみ出るほど長い材料を削ったこと、元町会長の沼田さんや関工業所の関さんとはお仕事でもつながってい

ることなど、面白いエピソードに太四の歴史と話は尽きず、アレ

コレと語ってくださった末に「全然楽しい仕事じゃないよ」とク

ールに笑う小堺さんは、すみだマイスターの余裕と誇りを感じま

した。

お土産にいただいたネジは不思議な形をしていました。「何にもな

らないけどね」と小堺さん。でも子ども達にとっては特別なもの。

知恵と工夫のお守りになると思います。

さし絵：５年篠木心結ちゃん
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町会行事報告
4月01日 墨老連花見

4月06日 柳島小学校・錦糸小学校入学式 5月23日 太平連合町会総会

4月06日 錦糸中学校入学式 5月24日 本所安全協会総会

4月09日 町会監査会 5月27日 ひまわり会総会

4月11日 町会拡大役員会 5月28日 クリーンキャンペーン

4月14日 南北錦糸町パトロール 6月03日 錦糸小学校運動会

4月17日 町会長会議 6月04日 柳島小学校運動会

4月19日 錦糸地区暴力追放協議会 6月05日 ザウス編集会議

4月20日 横川橋交番ふれあい協議会 6月06日 錦中青少年育成委員会総会

4月21日 柳島PTA総会 6月09日 本所防火防災協会総会

4月25日 ラジオ体操連盟総会 6月11日 本所消防団消防操法審査会

5月02日 錦糸中学校PTA歓送迎会 6月12日 消防団消防操法審査会

5月06日 柳島小学校PTA歓送迎会 6月13日 太平四丁目町会代表役員会

5月17日 錦糸地区暴力追放協議会総会 6月18日 町会防災訓練

5月19日 太平四丁目町会定期総会 6月21日 ザウス編集会議

5月21日 文化部:歴史と文化の散歩ラリー 6月22日 錦糸小学校連絡協議会

キス釣りの会に参加して

村木  透

6 月11 日の最高の天気の中、浦安船宿「泉水」
の「壽丸」を貸し切り、町会の釣り好き有志 17
名による「キス釣り」に行ってきました。釣果は

イマイチでしたが、サイズはビックでした。キス

の他に、アジ・イシモチ・カレイ・フグなども釣

れ、楽しいひと時を過ごすことが出来ました。夕

食には「キスの天ぷら」を食べました。本当にお

いしかったです。

３月２０日 林 松枝 様（86 才）    太平4-12-5
３月２８日  青沼 三郎 様（97才）  太平4-15-5

４月０５日  稲垣 ヤス 様（95才）  太平 4-4-2

４月２４日  高荷 禮子 様（76才）  太平4-20-6

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。

編集後記では『○○記念日』や『○○の日』を取り上げていますがそんな記念日の極め付けは『記念日の日』です。

日本記念日学会が平成10年に毎日のようにある記念日にもっと関心をもってもらおうと７月２０日に制定したもので

す。平成12年から７月６日に『記念日の日』に変更されました。俵万智さんのサラダ記念日の中にある。”『この味

がいいね』と君が言ったから７月６日はサラダ記念日”この一首が『記念日』と言う言葉を一般に定着されたというこ

とによるそうです。俵万智さんは他にもたくさん素敵な歌があります。俵万智さんのように毎日が小さな幸せの記念日

だと感受性を豊かに持ちたいですね。                                 Ｓ委員


