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本向少年野球リーグ事務局長  鈴木 文子

東日本大震災から 7年が経過しましたが、まだまだ復興には時間

がかかるようです。昨年に引き続き、福島市の「ファンキーモンキ

ードリームズ」のチームがやってまいりました。復興に向けて少し

でもお役に立ちたいと思い、子ども達に「絆」が生まれるようにと 3

日間の区内ホームステイと太平四丁目町会会館へ宿泊をして頂きま

した。8/18には、錦糸公園グランドで暑い中、熱中症対策をしなが

ら、本向少年野球チームと元気いっぱいの熱戦を繰り広げました。

この 3 日間は、子ども達には、いろいろな体験が出来、また良い思

い出が胸に刻まれたと思います。元気よく 8/19 に福島に帰っていきました。                      

      行 事 報 告
7月01日 文化部：落語と講談の会

7月02日 副会長協議会

7月04日 墨田コミュニティ懇談会

7月05日 柳島小学校防災拠点会議

7月05日 本所地区ラジオ体操打合せ

7月10日 町会代表役員会

7月20日 青少年育成委員夜間パトロール

7月26日 錦糸町地区暴力追放委員会

7月27日 錦糸小学校100周年協賛委員会

7月31日 青少年育成委員夜間パトロール

8月03日 スミダジャズ協賛会

8月04日 ひまわり会暑気払い

8月11日 太平會納涼会

8月16日 社会福祉協議会

8月17日 青少年育成委員夜間パトロール

8月17日～19日 福島県少年野球交流試合

8月24日～26日 亀戸天神社祭禮

8月28日 錦糸小学校100周年協賛会

8月28日 太平連合町会献血

8月28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

9月03日 墨田区町会長会議

9月04日 町会代表役員会

9月04日 秋の交通安全説明会

9月07日 敬老品カステラ配布

9月08日 横川五丁目北部ふれあい祭

9月08日 太平三丁目フェスティバル

9月09日 太平南アパート防災訓練

9月09日 業平五丁目南部ふるさと祭

9月11日 ザウス編集会議

9月15日 業平四丁目南部ふるさと祭

9月15日～17日 天祖神社禮大祭

9月19日 防災部打合せ

9月21日～30日 交通安全週間

9月23日 横川五丁目東部ふれあい祭

9月25日 ザウス編集会議

9月28日 錦糸小学校100周年協賛会

9月29日 錦糸中学校運営連絡協議会

9月30日 墨田区総合防災訓練
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地震と液状化 （4-4）

小平 秀一

9月6日未明に北海道千歳空港から約50km東側で最大震度７を記録する地震（北海道胆振東部地震）が発生しました。

この地震の規模を表すマグニチュードは6.7で、これは想定されている首都直下地震よりやや小規模でした。このよう

な規模の地震であっても揺れの強い地域では、揺れによる建物被害だけではなく、地滑りや液状化などにより様々被害

が発生します。今回の地震でも地滑りにより甚大な被害が発生しましたが、それに加え札幌市内では大規模な液状化に

より住宅が傾いたり、道路が陥没し、市民生活に大きな被害をもたらしました。都心に暮らす私たちにとって、地震に

よる地盤の液状化は他人ごとではありません。通常の地盤では土、砂や水が混ざり合いバランスをとった状態にありま

すが、地震などによる震動を受けると土・砂と水が分離して軽い水が上に押し上げられてきます、これが液状化です。

一般に、海岸や河口、埋め立て地など砂地盤で地下水位が10mより浅いところで液状化が起きやすいとされています。

札幌市で起きた液状化もかつての谷筋を埋め立てた造成地で起きたものでした。液状化への備えとして東京都では「液

状化予想図」を発表しており、この図から建物の一部に破損が生じる程度の揺れが起きた場合、どこでどの程度の液状

化が起こるか知ることができます。これによると墨田区のほぼ全域は「液状化の可能性がある地域」となっており、錦

糸公園周辺、太平二丁目から石原四丁目周辺、亀戸駅周辺などは「液状化の可能性が高い地域」とされています。

液状化対策は家具の転倒対策などと違って個人レベルでの対策が困難です。しかしながら、地震による地盤の揺れや

すさや津波による浸水とともに、私たちが住む街がどのような災害リスクを持っているか、様々な情報

を正しく理解しておくことは、災害への備えとして大切な取り組みです。今回紹介した東京都の「液状

化予想図」は東京都建設局のホームページで見ることができます。一度確認されてみるのはいかがでし

ょう。（右のQRコードからご覧いただけます）

  女性部より

女性部部長   鈴木 文子

猛暑の夏が過ぎ去り、いつの間にか秋の兆しとなり皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今年の女性部の研修旅行は、

11月3日（土）に東京見物「浜離宮・帝国ホテルランチ・アクアパーク品川」を企画致しますので皆様楽しみにして下さ

い。皆様の参加をお待ちしております。

献血の御礼

厚生部部長 田村 仁平

全国的に豪雨・土砂崩れ・陥没・地震が次々に起こる暑い中、平成30年8月28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56名     献血者数44名   献血出来なかった人12名

「防災訓練」を行いました

太平南アパート自治会長   村木   透

9月9日に太平南アパートの中庭で、「防災訓練」を実施しました。暑い

中、約 70 名の住民の方が参加して下さいました。本年で 8 年連続の開催

となります。消防署・消防団・墨田区役所の協力を頂き、「煙ハウス」「消

火器訓練」「AED 操作」「起震車」を体験し有意義な時間を過ごすことが

出来ました。最後に、保存水・防災備品・アルファ米を皆さんに配布し、

無事終了することが出来ました。
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太平四丁目子ども会会長  水原 加奈子

太四神明祭り☆模擬店

9月15日の午前中まで降っていた雨もやみ、子供みこしと山車に沢山の

子ども達が集まりました。大いに盛り上がり、子ども達の「わっしょい、

わっしょい」という声が、町内に響き渡りました。山車を、一生懸命に引

く小さな子、御輿の重さに汗をかく子も帰りには、袋いっぱいのお菓子の

お土産を嬉しそうに抱えてとても楽しそうでした。

翌日は、神明会の「模擬店」が行なわれました。お天気にも恵まれ、ラム

ネ、かき氷、焼きそば、フランク、ソースせんべいに舌鼓！射的やサイコロ、

一円玉落とし、釣りゲット、わなげと盛りだくさんの、模擬店に夢中になる

子ども達の笑い声とお手伝いの子ども達の元気な呼び込みの声が、終了時間

ギリギリまで聞こえ、大いに盛り上がりました。

流鏑馬（こども歩射）

天祖神社の「流鏑馬」には400年の歴史があり、地域の安泰と子どもの健やかな成長の

願いをこめ、例祭の伝統行事として受け継がれています。

本来は馬上から射るのが流鏑馬ですが、馬場の確保が難しい現在、歩射で執り行います。

子どもたちが古式ゆかしい装束をまとい、力いっぱい矢を放ちます。今年は、9月17日に

開催され、太平四丁目から三年生の菅沼莉子ちゃんが参加しました。勇ましくも凛々しい

姿です。

町内の方や神明会の方、お手伝いに参加していただいた有志の皆様にこの場をお借りして御礼申し上げます。本当に

ありがとうございました！

頑張ってるよ太４っ子

8月5日「第71回墨田区民体育祭水泳大会」が開催されました。

3年生の常見昇汰君が

50m平泳ぎ3,4年生の部 優勝！

50m背泳ぎ 3,4年生の部 準優勝！

   中学男子200m

   メドレーリレー

   錦糸中学校3年生

   早瀬彰人君が準優勝！
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さすが太4っ子ですね！！

イラスト→5年生：鐘ヶ江智仁君・後藤太一君



太平會祭礼の御礼
太平會会長 牛久 茂巳

本年は、四年に一度の大祭の年を迎え8月25日(土)に御鳳輦渡御祭、

8月 26日(日)に氏子神輿宮入が執り行なわれました。両二日とも気温

35℃を超える猛暑日でしたが事故もなく無事に祭礼を挙行すること

ができました。また、祭礼の関連行事として8月11日(土・祝)に納涼

会が太平南アパート中庭で開催され、こちらも楽しく夏の夕暮れのひ

とときを過ごすことができました。最後になりましたが、祭礼に際し

ご協力頂きました全ての皆さまに改めて感謝申し上げます。

             神明会祭礼の御礼    

神明会会長 藤塚  収

今年は、ここまで連日猛暑と台風・地震等災害の大変多い年でした。

そんな中、9月15日から3日間、天祖神社の祭礼が執り行われ、多くの

皆様のご協力と天気にも何とか恵まれ、全ての行事を無事終了すること

が出来ました。16日の平成最後の神社神輿の渡御は、昨年を上回る担ぎ

手の皆様のお力で、盛大に次町会へ渡すことが出来ました。心より厚く

御礼申し上げます。役員の皆様には大変お世話になりました。心から感

謝申し上げます。今後とも、変わらぬ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）  １１名

秋本すみ子様  薄倉 とみ様  大竹 信子様  梶田テル子様   小関 徳雄様   武内サチ子様

田中 智子様  野村 信子様  益田喜美子様  松山トシ子様  山﨑 佳子様

喜 寿 （７７才） ３２名

伊藤 忠温様 有田 志郎様 井上 明様   今田 義男様  今田 みつ様  岩城 恒宏様

遠藤賢治郎様  太田 松壽様 大塚八千代様    尾脇 悦子様   川口 幸子様   君島トヨノ様

堺 克利様  酒井美佐子様  佐藤 洋子様   清水三千代様 正田 敏子様  関 たか子様

竹田 京子様  武知鱗次郎様  田中イセ子様  田辺 泰代様  鶴岡 聰年様 飛田  稔様

長谷川トヨ子様 原 英重様 福岡 純介様  福地 ギン様   本田千代子様 山口 年江様

米田 珠子様  渡邊 嘉幸様

７月１３日 大久保 きせ様  （９９才） 太平４－１３－１３

９月０６日 菅野  靖弘様 （７５才） 太平４－２－１－２１０

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。

今年の夏は本当に暑い夏でしたね。 やっと過ごしやすい気候になってきました。

大好きな釣りの季節です！私は防波堤で釣りをすることが多いのですがこの時期はアオリイカやタチウオが防波堤の

そばまで泳いでくるので楽しいんです！もちろんアジやサバの子どもなども釣れます。美味しくて楽しいなんて幸せ

過ぎますね♪竿や仕掛けも釣具屋さんで２千円ほどで購入できるので初心者でも始めやすいですよ。またまた釣りネ

タで釣り仲間を増やしたいです。 S委員      
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