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年頭の挨拶

町会長  武知 鱗次郎

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、新春を健やかに迎えられた事を心よりお喜び申

し上げます。昨年は皆様のご支援ご協力のお蔭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。

「人生 100 年時代」とも言われる現在、医療技術や社会福祉の充実により、多くの人が長寿を手にする事

が出来、当町会でも例年の倍の 15 名の方が米寿を迎えられ喜ばしい限りです。町内で一番の長寿である染谷

八郎氏は御年 104 歳で、お店の電話番もするし散歩も欠かさず 4 年前とあまり変わらない健康な生活を送っ

ています。長寿の秘訣は、毎日欠かさない散歩、規則正しい生活、早寝早起きだそうです。前回は 5 つの健康

習慣「一読十笑百吸千字万歩」を掲げました。私も挑戦し日一回少し長めの文章を読む（新聞記事を読む）、十

回大笑いをする（あまり笑わない）、百回深呼吸（朝の準備体操）、千字文章を書く（日記をつけるぐらい）、

一万歩歩く（平均 6 千歩）等、努力の足りないことは明らかです。継続は力なりとありますので今年も挑戦し

ようと思います。皆様もそれぞれの健康法があると思いますが、この健康法も取り入れてみては如何でしょう

か。

昨年は大きな災害も無く平穏な年と言えると思いますが、自然災害はいつ起きるかわかりません。町会総務

の小平秀一氏（国立研究開発法人・海洋研究開発機構：地震津波海域観測研究開発センター長）に地震のメカ

ニズム等地盤の弱い墨田区に住む私達が如何に対処していくべきかを年間を通してザウスに掲載をしますの

で是非参考にしてください。世界は北朝鮮の核開発で戦争になるのではないかと一抹の不安がありますが、世

界平和を祈るとともに、本年が皆様にとりまして希望のあふれる素晴らしい年になることをご祈念申し上げご

挨拶に代えさせていただきます。
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関東地震について（４－１）

小平 秀一

1923 年（大正 12年）に発生した関東地震は明治以降で最も被害の大きな地震です。当時の内務省の資

料によると、犠牲者は 10万人を超えており、本所区（現在の墨田区の一部）での犠牲者はその半数近く

を占めていました。これは、旧陸軍被服廠跡（現在の横網公園）などでの火災による犠牲がほとんどで

した。このように、関東地震では火災による被害が広く知られていますが、地震そのものによる揺れの

特徴はあまり知られていないように思います。そこで、当時の墨田区の地震の揺れ方を知ってもらうた

めに、図に都心部での震度分布を示します。この図を見ると墨田区から江東区にかけて濃い色で示され

た震度 6から 7の地域が広がっていることがわかります。太平四丁目周辺（図に右隅ぎりぎりのところ、

「墨田区」とかかれた「区」の文字の右側にあたり）では震度 6弱から 6強となっています。これは 2011

年東北地方太平洋沖地震の時の仙台での震度と同じです。

関東地震の震源域は東京より南の神奈川県小田原付近から東京湾を横切り千葉県房総南部にかけて東

西に広がっていました。そのため、広い範囲の震度分布をみると、神奈川や千葉南部では震度６から７

の地域が広がっており、震源域の外側にある目黒区、渋谷区、港区などでは震度 5程度となっています。

しかし、震源域から更にはなれた墨田区・江東区周辺では上で述べたように震度 6 から７になっていた

のです。これは、地盤の特性によって、この地域が地震の時に特に揺れやすいことを示しています。

国の調査によると関東地震と同じタイプの地震

は 180-590 年間隔で発生するとされており、今後

30 年の間に次の関東地震が起きる確率は 0～5％

と低い確率になっています。しかし、首都圏では

関東地震以外にも首都直下地震と言われるような、

様々なタイプの地震が想定されています。それら

の地震に備えるためにも、「私たちの暮らしている

街は東京の中でも揺れやすいところだ」というこ

とを心にとめて、日ごろから建物や室内の地震対

策に心がけることが大切かと思います。（関東地震

に関しては、内閣府ホームページの「防災情報の

ページ」に詳しい説明があります。興味のある方

はご一読ください）

図 大正 12 年関東地震での町丁目別震度分布図。

鉄道は現在の JR の状況（内閣府ホームページの

「防災情報のページ」より抜粋）

女性部より

女性部部長  鈴木 文子

新年あけましておめでとうございます。昨年は女性部の活動にご協力を頂き誠にありがとうございます。

7 月には「日帰りバス旅行」で都内見物、目黒雅叙園で美味しい食事を楽しんできました。10 月には「手芸

教室」で「ハロウィン」のリースを作り、大勢の皆様に参加頂きました。今年も多くの方々に参加頂けるよう

な企画を立てて行きたいと思います。最後になりましたが、11/26 の町会恒例の「もちつき大会」 にも子ど

も会のお父様・お母様そして女性部の皆様のご協力を頂いたお蔭で大盛況でした。ありがとうございました。

今年一年が皆様にとって良き年でありますように役員一同心よりお祈り申し上げます。

               ひまわり会より

ひまわり会会長  酒井 征一  

明けましておめでとうございます。新しい年が始まりました。今年は災害や事故の無い年で有りますよう祈

りたいです。「ひまわり会」も昨年 11 月には、墨老連の演芸大会や日帰り旅行、12 月は誕生日会と H29 年度

の行事を無事終えることが出来ました。毎年会員が減っています。町会の皆様、60 才以上なら何方でも入会

できます。同じ町会に住んでいて仲良く、楽しく年を過ごしていこうではありませんか。色々楽しい行事があ

りますので是非入会をお待ちしています。ひまわり会の皆様・町会の皆様が今年一年良い年で有りますようお

祈りいたします。
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6 年徳山ふう

1 年ごとうつかさ

1 年たつたそう君

6 年徳山ふう

1 年ごとうつかさ君 1 年もてぎれいや君

  
新年明けましておめでとうございます。

日頃子ども会活動にご理解とご協力を頂きまして、誠にありがとうございます。

昨年は大祭、お餅つきに加え、バスハイク、Ｐ４との合同イベント等様々な活動を通じて、町会と子ども会の

親子で交流を深めることが出来ました。

たのしい！おいしい！もちつき大会

青空の元、今年ももちつき大会が開催され

ました。おいしいおもちを食べるのを心待ち

にしていた子供たち。つきたてアツアツのや

わらか～いおもちをたくさんいただきまし

た。もちつき体験にもたくさんのお子さんが

参加し、なかなか味わえない貴重な体験がで

きました。中にはおもちをつくのが夢だった

という子まで！

今年度もたくさんのお手伝いの方にご協力いただきありがとうございました。

頑張ってるよ太四っ子

子ども会会長  徳山 みほ

柳島小 120 周年式典から

山本区長と 6 年 山﨑康平君

空手大会：2位

3 年 茂手木香凛ちゃん

4 年ごとう太一君

1 年かねだまりのちゃん

5 年しの木しょう君

絵はがきコンクール:入賞

山本区長と 6年 米満みか沙ちゃん

6 年 河原木竜太君（左） 6 年 山﨑康平君（右）

柳島小 120 周年式典：児童代表

茂手木伶哉君（左）・後藤司君（右）

岩本貫太郎君もチームに所属しています。

サッカー大会準優勝

業平蹴球団１年チーム

相撲大会：3 位

1 年 後藤司君

3 年もてぎかりんちゃん

4 年金田琴乃ちゃん

6 年徳山ふうちゃん
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町会行事報告

10/05 連合防災訓練打合せ

10/10 代表役員会

10/13 秋の火災予防週間説明会

10/21 柳島小学校連絡協議会

10/22 子ども会・P4 バーベキュー

10/29 連合防災訓練中止

11/13 横川三丁目フェスティバル

11/13 錦糸小学校連絡協議会

11/14 代表役員会

11/19 横川五丁目東部町会餅つき大会

11/20 錦糸中学校連絡協議会

11/23 振込み詐欺防止講習会

11/26 町会餅つき大会

12/02 柳島小学校 120 周年記念行事

12/03 横川四丁目ふれあい祭り

12/03 太平二丁目町会餅つき大会

12/06 ザウス編集委員会

12/07 不法投棄防犯パトロール

12/10 横川五丁目南部町会餅つき大会

12/12 代表役員会

12/17 年末防犯連絡協議会

12/20 ザウス編集委員会

12/25～12/29 歳末特別警戒

防犯部より

防犯部部長  神山 国忠

明けましておめでとうございます。昨年中は防犯部の活動にご協力を頂

き感謝いたします。歳末特別警戒では有志の皆様、子供会役員の方々大勢

の参加を頂き無事に終了致しました。誠にありがとうございました。本年

も町会のスローガンであります「防火も防犯も地域で守ろう」を実行し「安

全と安心」の推進に務めて参ります。今年も宜しくお願い致します。

日 時  平成３０年１月２１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１５日までに最寄りの総務さんへお申し込み下さい）

１１月２６日  武笠 厚子 様（74 才） 太平４－３－１－２１４

       １２月０２日 川口 芳枝 様（91 才） 太平４－２１－１１

       １２月０９日 小沢 純子 様（85 才） 太平４－９－１０－６０３

初夢で見ると良いと言われている『一富士』『ニ鷹』『三茄子』ですが続きがあるのはご存知ですか？私も知

らなかったのですが『四扇』『五煙草』だそうです。意味としては『扇』は末広がりで縁起が良く、子孫繁栄。

『煙草』は邪気を払い出世の象徴だそうです。最近では健康意識が高まり煙草を吸う人口は減少しています。

百害あって一利なしとも言われるほどですね。喫煙者は肩身の狭い思いをしていると聞きますが邪気を払い出

世の象徴と聞くと印象が変わりますね。私からすると初夢を覚えている時点ですごいと思ってしまいます。笑     

来年こそは夢を覚えていたいと毎年思っていますが未だに叶っていません。どんな初夢でも皆様にとりまし

て素晴らしい一年になるよう心からお祈り申し上げます。                    Ｓ委員        


