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A チーム

B チーム

C チーム

出 場 者 名

篠木 恵美子 さん

水原 加奈子 さん

鐘ヶ江 美紀 さん

佐々木 英世 さん

大澤  修一 さん

石川   久 さん

武内   明 さん

新保 三千雄 さん

笹野井  寛 さん

４   月  号
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発行：太平四丁目町会長

武知 鱗次郎

ザ ウ ス

3 チームすべてのチームが入賞しました！

3 月 4 日に本所消防署 5 階体育館に於いて、平成 29 年度「本所防災コンクール」
が開催されました。今回は、9 町会から 12 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、3 チームとも入賞、A チームが「優秀賞」、
B チームと C チーム が「優良賞」を頂くことが出来ました。参加された選手の皆

様、応援をして頂いた皆様に感謝申し上げます。   防災部長   村木  透

祝 ご卒業

浅田 大    有光 慶  翁 紗良  河原木竜太  木村一晃  木本遥奈

齋藤完樹  田中健太 徳山ふう  夏堀漱志 久力美琴  福澤優真

森下新大  山﨑康平  米満みか沙 魯   欣

祝 ご入学

秋山心香    浅田 煌    安西 爽    大野喜美子 菊池小雪   菅沼 應

鈴木詩乃    髙橋美優    沼田夏奈    渡辺美生
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関東地震と津波について  （4-2）

小平 秀一

7 年前の東日本大震災による津波の様子を目の当たりにして、津波の恐ろしさを実感された方は多いこ
とかと思います。一方で 1923 年（大正 12 年）に発生した関東地震に関しては地震の揺れや火災による被
害が甚大であったため、津波の被害に関してはあまり知られていません。実は関東地震では平成 5 年北海
道南西沖地震（奥尻島地震）の津波被害を上回る、200 人から 300 人の津波による犠牲者がでています。
この津波被害のほとんどは相模湾沿いに集中しており、地震発生から 5 分後に５～6m の津波が押し寄せ
ました。東京湾内はその形状から大きな津波は記録されていませんが、深川では 80cm、千葉では 110cm
の津波が記録されています。幸い干潮時であったため市街地のほとんどは浸水をまぬがれました。しかし、

1703 年に発生した元禄関東地震は大正関東地震よりひとまわり大きな地震で、その時の津波は隅田川をさ
かのぼり、本所、両国、深川では 1.5m 程度の津波が路上にあふれたと推定されています。東京都では洪
水等による浸水想定に加えて、津波による浸水想定も進めています（詳しくは東京都防災ホームページを

参照ください）。それによると、元禄型の関東地震の場合は地震発生から約 2 時間後に江東区・中央区など
で 2.5m 程度の津波が河川を遡る想定がされています。この想定によると河川敷までは浸水しますが、津
波は堤防をこえることはなく市街地への浸水はありません。ただ

し、これは地震後も水門が正常に稼働した場合です。地震時の被

害等で水門が稼働しない場合は、小名木川周辺、北十間川周辺で

は津波が堤防を越えて市街地の一部が浸水する想定がされていま

す。また、もし水門や堤防に被害が出た場合は、私たちが暮らす

太平四丁目周辺などの海抜ゼロメートル地帯（写真参照）では地

震後長時間にわたる浸水も想定しなければなりません。ちなみに、

太平四丁目の横を流れる横十間川は、平常時は水門によって隅田

川や荒川から仕切られていて、海抜マイナス１ｍの水位に保たれ

ている水位低下整備河川となっています。
柳島小学校の校門に設置されている海抜表示。

海抜マイナス 0.1m を示しています。

女性部より

女性部部長 鈴木 文子

いよいよ桜満開の季節を迎え、皆様も身も軽くなり、お花見にと、心が弾んでいるのではないでしょうか。

今年も皆様に参加頂けるように私達女性部も、旅行に手芸にと、皆様が楽しんで頂ける企画を立てたいと思っ

ておりますので、その際には是非ご参加下さいますようお願い致します。本年度もよろしくお願いいたします。

「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。寒暖の差が日々変わり、春の訪れ

を感じるこの頃です。毎年恒例の太平連合町会による「献血運動」が 2 月 27 日に賛育会病院脇で開催され

ました。当日は献血者が少なく、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 48 名      献血者 35 名 献血出来なかった方 13 名予防」の健 

3 月 23 日に太平四丁目会館に於いて本所保健センター主

催「骨粗しょう症とは」の健康セミナーが開催されました。

骨粗しょう症の 3 大ポイントは、栄養（食事）＋運動＋日光

浴だそうです。毎日の食事をバランスよく取ることが大事。

「メロンパン」に「コーヒー」では主食になりません。又、

運動によって体の筋肉が鍛えられ、転びにくくなり、骨折の

防止にもつながります。大切なことは、毎日、楽し

みながら続けることだそうです。 本日の出席者は、

30 名でした。ご参加頂いた皆様、お手伝い頂いた役

員の皆様、ありがとうございました。明年も喜んで

頂けるセミナーを企画いたします。
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子ども会会長  水原 加奈子

いつも子ども会の活動にご協力いただきありがとうございます。

今年度、子ども会会長を務めさせて頂くことになりました水原です。どうぞよろしくお願いいたします。

ご卒業、ご入学されたお子様ならびに、ご家族の皆さま心よりお慶び申し上げます。

太平四丁目子ども会では、今年も可愛らしい新一年生を迎えました。

子ども会では、学年の違う子ども達や、地域の方々と繋がる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ので、どうぞよろしくお願いいたします。

この春、無事に柳島小学校卒業の日を迎えた太四っ子 3 月 21 日東武ホテルレバント東京にて、
達です。日々子ども達を温かく見守って下さった地域

卒業を祝う会が行われました。
の皆様に、心から感謝申し上げます。
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町会行事報告

1/05  警察武道始式・賀詞交歓会 2/21  錦糸小学校連絡協議会

1/12  錦糸中学校賀詞交歓会 2/27  太平連合町会献血

1/15  ラジオ体操連盟新年会 3/04  防災コンクール

1/21  柳島小学校防災訓練 3/06  会長・副会長協議会

1/21  町会新年会 3/07  柳島小学校卒業を祝う会

1/28  会長・副会長協議会 3/08  ザウス編集委員会

1/29  安心安全街づくり協力団体新年会 3/13  町会代表役員会

1/30  本所消防団合同賀詞交歓会 3/19  春の交通安全運動説明会

2/02  錦中地区青少年育成委員新年会 3/20  錦糸中学校卒業式

2/04  ひまわり会新年会 3/22  ザウス編集委員会

2/06  町会代表役員会 3/23  柳島小学校卒業式

2/14  錦糸小学校地区拠点防災会議 3/23  町会健康セミナー

2/17  錦糸中学校運営会議

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     大塚 栄美

城戸三知子

「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

春の「全国交通安全運動」は4 月 6 日（金）から4 月15 日（日）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。

世界一の交通安全都市 TOKYOをめざして

１月  ２日 大古 喜代  様（９０才）  太平4-18-3

２月２１日 清水カネノ 様（７９才）  太平4-2-1-1114

３月 ２日 松山 芳雄 様（８７才） 太平4-5-6

３月 ５日 川崎 清市郎 様（７９才） 太平4-21-12

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。  

もう春ですね。亀戸天神では藤まつりが始まります。今年は４月１５日～５月６日に開催されるそうです。

花の種類もたくさんあり、一般的な藤色だけではなく、白い藤や黄色い藤も見られます。開催期間には、夕方日没～

午後22時までライトアップしています。日が暮れてから神社に行くことはあまりないと思いますが、この機会に一度

訪れてみてください。私も去年初めて夜に訪れましたが、とても綺麗でした。古来からの藤の花と近代建築のスカイ

ツリーを堪能する事ができます。                                S編集委員


