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本向少年野球リーグ事務局長  鈴木 文子

今年も福島市から野球少年達がやってまいりま

した。まだまだ復興には時間がかかると思います

が、元気な子供達の未来を考え、復興に少しでも

お役に立ちたいと思い、本向少年野球リーグの選

手達と共に錦糸公園で「親善試合」を行いました。

8月 18・19・20日と 3日間ホームスティ・会館な

どに泊まり、色々な体験が出来、良い思い出と絆

が生まれたと思っております。

行 事 報 告
7月 03日 墨田コミュニティ懇談会

7月 09日 女性部日帰り旅行

7月 11日 町会代表役員会

7月 13日 本所防災協会 70周年記念祝賀会

7月 18日 本所消防署町内点検打合せ

7月 27日 錦糸町地区暴力追放委員会

７月 31日 青少年育成委員夜間パトロール

8月 01日 社会福祉協議会補助金打合せ

8月 05日 ひまわり会暑気払い

８月 17日 青少年育成委員夜間パトロール

8月 18日～20日 福島県少年野球交流試合

8月 23日 太平連合町会献血

8月 29日 防災備品引取り

8月 29日 青少年育成委員夜間パトロール

8月 31日 錦糸小 100周年記念行事協議会設立

９月 03日 太平南アパート防災訓練

9月 05日 町会代表役員会

9月 07日 墨田区町会長会議

9月 09日 横川 5丁目北部町会フェスティバル

9月 14日 ザウス編集会議

9月 02日 交通部長会

9月 03日 正副会長協議会

9月 10日 町会会館にテレビ設置

9月 16日～18日 神明会大祭

9月 21日～30日 交通安全週間

9月 23日 子ども会バスハイク（ディズニーシー）

9月 24日 墨田区総合防災訓練

9月 26日 ザウス編集会議

9月 28日 柳島小学校防災拠点会議

9月 29日 錦糸小学校協議会

9月 29日 防犯部会

9月 30日 業平 5丁目町会ふるさと祭り
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女性部手芸教室のご案内
女性部部長   鈴木 文子

残暑きびしい折、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年も女性部で「手芸教室」を催したくご案内申し上げます。今回は、10 月に「ハロウィン」がありますの

で、そのリースを作りたいと思います。

おしゃべりをしながら楽しいひと時を過ごしたいと思いますので、是非ご参加ください。役員一同心よりお待

ちしております。

献血の御礼
厚生部部長 田村 仁平

全国的豪雨、土砂、陥没、災害が次々に起こる中、都内でも激しい稲妻・ゲリラ落雷がありました。その中、

平成 28 年 8 月 23 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。病気やけがなどで輸血を必要としている患者さんの尊い生命を救うため、太平連合町会では、

16～69 歳までの健康な方に献血のご協力をお願いしています。当日は暑さの為か献血者が少なく、街行く人

に、車内から献血の必要性を訴え続けました。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  46名     献血者数  32名     献血出来なかった人  14名

墨田区総合防災訓練に参加して
防災部部長  村木  透

9月 24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。太平四丁目

町会からは約35名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も行われ、緊急治

療時の「トリアージタッグ」には、

我が四丁目町会の「本所防災女性

の会」のメンバーも参加し、有意

義な訓練を見学することが出来ま

した。参加された皆様、暑い中、

ご苦労様でした。10月 29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、雨が多く各地で被害が報告され、特に九州では、大雨と台風で甚大な被害が出ました。遠く離

れている私達ですが心よりお見舞い申し上げます。「ひまわり会」ですが、9 月に誕生会を行い、神明会のお

祭りでは楽しませてもらいました。10 月には「墨老連」2 泊 3 日の旅行に参加します。又、交通安全にも協力

させてもらいました。今年も残り少ない行事になってきましたが、楽しくやっていこうと思っています。
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子ども会コーナー     

子ども会会長  徳山  みほ

がんばってるよ、太四っ子

8 月 6 日、「墨田区民体育祭水泳大会」において、柳島小 5 年の篠木翔く

ん、心結ちゃん兄弟がすばらしい成績を残しました。すっかりこのコーナ

ーの常連となった翔くんと心結ちゃん。今後の活躍も期待できますね！

翔くん：男子 200m フリーリレー2 位、男子 200m メドレーリレー2 位

心結ちゃん：女子 200m フリーリレー1位、女子 200m メドレーリレー1 位

バスハイク

9 月 23 日 バスハイクに行ってきました！

毎年子ども達が楽しみにしているバスハイク。今年は東京

ディズニーシーへ。「ニモの新しいアトラクションに乗る

んだ！」「水上ショーを見るのが楽しみ！」と行きのバス

から待ちきれない様子の子ども達。帰りの集合の時には目

を輝かせてたくさんの話を聞かせてくれました。今年は祝

日開催のため混雑が予想されていましたが、みんな一日思

い切り楽しんで、いい思い出ができました！

太四神明祭り

台風 18 号到来により開催も危ぶまれましたが、9 月 16 日午前の模擬店

では、ラムネ、焼きそば、フランク、かき氷を食べながら、恒例の模擬店

に加えて今年は【釣りゲット】でお土産ゲット！午後は小神輿・山車巡行。

大祭からか大勢のお子さんと保護者の方（特に女性の担ぎ手）にご参加い

ただきました。子ども達は差し入れのジュースやヤクルトを飲んで元気を

チャージ！町会会館前まで頑張って練り歩きました。初日から太四町内は

お祭りムードで大いに盛り上がりを見せ、ご褒美のお菓子や飲物を手にご

満悦の子ども達の笑顔が印象的な一日となりました。町会を始め神明会の

皆様やお手伝いに参加して下さった皆様に深く御礼申し上げます。
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5年 立田れん君

5年 水原脩太君

3 年 水原小陽ちゃん

6年徳山ふうちゃん

1年 みずはらそうた君



             神明会大祭の御礼    

神明会会長 藤塚  収

本年は天候不測で災害の多い年、9 月に入っても天候が

安定せず、よりによって 5 年に 1度の大祭の年なのに、台

風が日本列島を縦断中のお祭でしたが、15 日の本清祓から

18 日の鉢洗いまで、多くの皆様のお力添えで無事に終える

ことが出来ました。楽しみにしていた神明踊りが、雨の為

16 日・17 日両日とも中止となり残念でしたが、模擬店・

小神輿・太鼓・大神輿の

町内巡行も、雨にも負け

ずに皆様のお蔭で無事に

出来、心より感謝申し上

げます。来年も楽しい祭

礼が出来ますように皆様のご協力を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）  １５名

牛久 咲子様  遠藤 好夫様  川口 雄三様  齋藤 律子様  齋藤 良雄様  佐々木芳江様

須藤 信秀様  田邉 艶子様  鶴岡 節子様  時田美代子様  永井 トシ様  藤澤 三郎様

松浦留次郎様  松山 芳雄様  山田ミツヱ様

喜 寿 （７７才） ３２名

有馬 清和様  安俊  博様  安齋惠美子様  上村  博様  牛久 恭二様  遠藤 美子様

大杉 和子様  大原 昭子様  小川  守様  小川 璋子様  木村  誠様  小井戸明宏様

小島智惠子様  坂井 洋一様  相楽 悦子様  迫田  進様  清水 一枝様  高橋 良喜様

髙森 啓介様  土屋 秀子様  戸枝 忠信様  富田 康子様  中山 明子様  中山 修司様

野原 達正様  野原 喜子様  橋爪  雄様  原田 直子様  廣瀬  勝様  丸山セツ子様

村越 昌子様  吉本 セイ様

「前号（91 号）記事訂正のご案内

新役員紹介コーナーの「防犯部→石川 久」は、「防災部→石川 久」の間違いでした。

子ども会コーナーの下段挿絵「2 年生：篠木心結ちゃん」は、「5 年生」の間違いでした。

８月１４日 横山  貞次様 （８６才） 太平４－５－１２

８月２０日 阿部  鈴子様 （８６才） 太平４－４－５

８月２０日 吉本  忠雄様 （７９才） 太平４－２－１－１０１４

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。

秋といえば読書の秋ですね。元来読書好きの私ですが、中でもお気に入りのひとつが夢枕獏さんの「陰陽師」

シリーズです。稀代の陰陽師、安倍晴明が平安の妖（あやかし）を相手に大活躍するお話。本編の面白さは勿

論ですが、冒頭の季節の描写がとても素敵です。安倍晴明が盟友の源博雅（みなもとひろまさ）と軒先で酒を

酌み交わすシーン。土御門（つちみかど）の野趣溢れる庭では、季節ごとに花が咲き、月が輝き、雪が舞いま

す。例えば今頃の季節なら、女郎花の黄色い花影から秋の虫たちの音が聞こえてきます。その風景を想像しつ

つ、「一度酒席に加わってみたいなぁ」と、いつも考えてしまうのです。 H委員    
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