
武 知 会 長 挨 拶

今年もご近所の軒先にツバメが飛来し、子育

てをはじめ、公園や町のあちこちで梅雨空の下、

紫陽花が咲き誇り、夏の到来が近いことを感じ

させる暑い日があるかと思えば急に寒くなった

りと寒暖の差が激しい今日この頃ですが、皆様

におかれましては如何お過ごしでしょうか。く

れぐれも熱中症にならぬようお体を大切にして

頂きたいと思います。このところ、千葉県・群

馬県・大阪府と頻繁に強い地震が発生し、残念

なことに大阪では死亡者が出てしまいましたが、

東日本大震災の教訓を今一度思い起こして万が

一地震が起きても備えだけはお互いに万全にし

ておきたいと思います。

去る 5 月 17 日に本所郵便局にて「H29 年度町会定期総会」が開催され、議案がすべて承認され、皆様のご協力に

より無事終了したことをご報告いたします。本年度は改選期でないため、役員全員が留任し、新たに副会計が一名任

命されました。今後の行事も様々ありますが、皆様と力を合わせ無事故で運営してまいりたいと思いますので宜しく

お願い致します。

去る、5月15日に町内で火災が発生し、死者が出ました。本所消防署より高齢者宅の火災報知器、避難経路などの

点検依頼があり、町会総務5名と消防署職員及び消防団員13
名のご協力にて 90 世帯を訪問して頂きました。皆さん日頃

の心構えが良く、ほとんどのご家庭がAクラスとの評価を頂

きました。

今後も火の元には充分注意をして頂きたいと思います。本

年度は太平連合町会の担当町会として2度の「献血運動」「連

合総合防災訓練」（11月 11日：錦糸公園）等を開催していか

なければなりません。皆様のご協力なくしては何事も出来ま

せんので、色々とご迷惑をお掛けしますが、お力添えの程宜

しくお願い申し上げご挨拶に代えさせて頂きます。

町会新役員の方をご紹介します
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首都直下地震の被害想定について （4-3）

小平 秀一

国の中央防災会議は平成25年に「首都直下地震の被害想定と対策について」の報告書を取りまとめています。この

中では関東地震のようなマグニチュード8クラスの地震に加えて、都心部直下を震源とするマグニチュード7クラスの

地震や活断層で発生する地震による被害想定をしています。どのような地震を想定するかによって、首都圏の震度分布

は変わってきますが、私たちが暮らす東京東部は多くの地震で最大で震度6強程度の揺れが想定されています。この報

告書の中では、家屋の倒壊、火災等の被害想定に加え、電力、通信、ガス、水道、といったライフラインへの影響も検

討しています。それによると、あくまでも被害最大のケースとしてですが、例えば電力は「地震直後には火力発電所の

運転停止等による供給能力が5割程度に低下し、需給バランスが不安定となり、広域で停電が発生する。湾岸の大部分

の火力発電所が被災した場合、最悪、5割程度の供給が１週間以上継続することも想定される」としています。また、

連絡手段として欠かせない携帯電話については、「音声通話は利用の集中に伴う通信規制等により、著しく使用が制限さ

れ、ほとんど接続できなくなり、規制の緩和は2日目となると見込まれる。メールは大幅な遅配が発生する可能性があ

る。停電が長期化した場合、基地局の非常用電源の電池切れや燃料切れにより、携帯電話の利用ができなくなるエリア

が拡大することが想定される」としています。ネットに関しても設備の被害等により一割程度の地域では利用できなく

なる可能性があります。基本的に地震後は電話やメールでの連絡は難しいと認識しておくべきです。また、上下水道や

ガスに関しても、完全な普及には一か月以上を要することが想定される地域もあります。これらはあくまでも最大規模

の被害を想定した場合で、被害の程度によってはこの想定より早急に復旧することもありますが、地域や家庭で防災対

策をする際には、最悪の事態を想定した備えが必要となります。ここで参照した中央防災会議の報告書は内閣府の防災

情報ページで見ることができます。(詳しく知りたい方は以下を参照ください   

http://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_report.pdf)

女 性 部 よ り

女性部部長 鈴木 文子

本年も早いもので暦の上では半年が過ぎました。そして、梅雨の時期に入って皆様の身体共に

お変わりありませんか。そんな中、女性部よりお知らせがございます。7月7日（土）に、「手芸

教室」を開催いたします。大島柄のブローチを作りますので、皆様の参加を役員一同お待ち致し

ております。

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20日に毎年恒例の「すみだクリーンキャンペーン」を開催しま

した。朝早くから各自が掃除用具持参であかしや児童遊園に集まって頂

きました。武知会長挨拶の後に散会し、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をとてもきれいにすることが出来ました。子

ども会では廃品回収と重なりましたが、子ど

も達が43名、大人が83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 よ り         

ひまわり会会長  酒井 征一

うっとうしい梅雨に入り、会員の皆様、元気に過ごしていますか。「ひまわり会」も5月26日に無事、総会を終える

事が出来ました。会員75名に対し、50名の出席ありがとうございました。又、6月26日には墨老連の「日帰り旅行」

に15名が参加、箱根の海賊船に乗り、昼食にはメロンを食べて楽しく過ごしました。6月15日は今年はじめての「誕

生日会」を開催しました。梅雨が明けるにはもう少し時間が掛かりそうです。体に充分気を付けて過ごしてください。
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太平四丁目子ども会会長  水原 加奈子

頑張ってるよ太四っ子

今回も太四っ子がすばらしい活躍を見せてくれました。おめでとうございます！

【わんぱく相撲】

3年生 渡邊 虎真 君

・第42回わんぱく相撲墨田区大会 男子三学年の部 第4位

昨年悔しい思いをして「今年こそは！」と臨んだ今大会。

小柄ながら持ち前のパワーで見事４位入賞です!

【図書館を使った調べる学習コンクール】

4年生 茂手木 香凛 さん

・全国区 奨励賞 ・墨田区 中学年（3・4年の部）銅賞

作品タイトル「せんいってじつはおくがふかい！」

繊維について調べて、とても詳しくなったそうです。

2年生 茂手木 伶哉 君

・全国区 佳作 ・墨田区 低学年（1・2年の部）努力賞

作品タイトル「おいしいトマトをさがそう！」

トマトぎらいを克服するためにトマトについて調べたら、

今は少しだけ食べられるようになったそうです。

【礼和流柳心舘 空手道大会】

4年生 茂手木 香凛 さん

・ 第4回東京大会 緑帯小4以下 銀メダル

前大会から引き続きの銀メダルです！

大会、コンクール等に入賞されたお子様がいらっしゃいましたらご紹介させていただきます。

ザウス編集員までお知らせください！

クリーンキャンペーン報告＜子ども会編＞

5月20日、毎年恒例の「クリーンキャンペーン」が行われました。

今年は、同日実施の廃品回収当番にも積極的に声掛けを行い、“子ども36名・幼児

7名・大人33名の総勢76名”の参加がありました。暑い中ご参加いただいた方、

ありがとうございました！

子ども達にとっては、ゴミ拾いもまるで宝探しのよう。照りつける日差しにも負

けず夢中で、あかしや児童遊園の草むしりをしている姿が大変印象的でした。
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イラスト5年：脇田 恭祐 君

イラスト 5年：平田 祐大 君



4/03 正副会長協議会

4/06 柳島小学校入学式

4/09 錦糸中学校入学式

4/12 区町会長会議

4/19 錦糸町地区暴力追放委員会

5/02 錦糸中 PTA 歓送迎会

5/11 柳島小 PTA 歓送迎会

5/17 錦糸町地区暴力追放委員会総会

5/17 H29 年度町会定期総会

5/20 クリーンキャンペーン

5/26 ひまわり会総会

5/27 柳島小学校運動会

5/29 本所防犯協会総会

5/29 錦中地区青少年育成委員会総会

6/01 本所交通安全協会総会

6/02 錦糸小学校運動会

6/04 ザウス編集委員会

6/05 代表役員会

6/17 消防団消防操法審査会

6/19 ザウス編集委員会

キス釣りの会に参加して

村木  透

6月 3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 15 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、イシモチ・

カレイ・メゴチ・サメなども釣れ、楽しいひと時を過ごすことが出来ま

した。町会会館で「キスの天ぷら」を揚げて、みんなで食べました。本

当においしかったです。

  

４月１１日 田中 定常 様（79才） 太平 4-5-12
４月１６日  山田 桂子 様（86才） 太平4-18-2

５月１７日  大和 俊一 様（79才） 太平4-16-3-708

５月２５日  鈴木 サワ 様（84才） 太平4-2-1-512

６月０５日 中里  広 様（84才） 太平4-17-14

６月０５日  上甲 好勇 様（78才） 太平4-2-1-410

６月１０日  小堺寿美枝 様（88才） 太平4-10-11

６月１９日  小林 久子 様（79才） 太平4-2-1-1212

６月２２日 入谷 利夫 様（86才） 太平4-2-1-1216

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。

このところ暑い日が続いておりますので、体感温度が下がりそうな話をひとつ。やれ豪雨だ突風だと昨今は物騒です

が、私の子供の頃は天候にも風情がありました。好きな言葉は『驟雨』。通り雨、夕立のことです。斜めに払う字画が多

く、広重の浮世絵「大はしあたけの夕立」を二文字に凝縮したように絵画的な字面が秀逸です。そして読み方は「しゅ

うう」。英語では「Shower」。そう、風呂場のシャワーと同じです。サァーッという水音が由来なのか、発音が似ていま

すよね。どちらも耳に心地よい響きです。——軽く撫でるように地表を洗う突然の雨。軒先でちょっと雨宿り。キラキラ

と洗い立ての夕空に虹。一陣の涼風。蝉の声。——今の子供たちは知らないだろうなぁ。懐かしい夏の風景です。

Ｈ委員                 
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町会行事報告

（大はしあたけの夕立）


