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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、平成最後の新春を健やかに迎えられた事と心より

お喜び申し上げます。昨年は皆様のご支援により、町会の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。昨年は猛暑のせいか、カラスの鳴き声も例年より少なかったように思います。ベランダで飼っている

メダカも産卵回数が減り、水草のホテイアオイも花が咲かず、北海道を含め、地震がいたるところで発生し、西

日本では想定外の豪雨に見舞われ、大きな災害を被り、例年以上に異変が多いような気がする一年でした。皆様

は、どうお感じになられましたでしょうか。国立研究開発法人・地震津波海域観測研究開発センターの小平秀一

氏に町会紙「ザウス」で、地震のメカニズム・水害による被害の対処方法等を一年間掲載して頂き、今後どう対

応していくか大変勉強になりました。皆様も是非参考にして頂きたいと思います。

これに関連して、柳島小学校防災拠点会議主催による YY 防災ネット吉田亮一氏の講演があり「防災の基本」

と題して①危機感を持つ～相手は自然災害。まさかが起こり、未経験の災害が起こる。②想定以上の備え～「想

定以外」は言い訳の言葉。自助～各家庭での知識・備え。共助への理解と協力～地域と協力し公助に頼らずに「共

助で解決」とありました。特に食料・飲料水は最低限一週間分用意する事。家具の転倒防止は必ず行う事。（高

齢所帯は区の補助金が出ます）枕元には 6 点セット：靴下・スニーカー・ヘッドライト・ブザー・ラジオ・カッ

パ等をビニール袋に入れて置く事。これが東日本大震災他 3 度の大きな地震を経験した結論だそうです。新年

早々明るい話題でなく申し訳ありませんが、少しでも参考になればと思い述べさせていただきました。

本年が皆様方におかれまして、平穏無事で希望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

代えさせて頂きます。
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～ たいへい四
よ

もやま話 ～

太平 4丁目の、ちょっとした出来事、暮らしの中の話題、うんちく等々、

不定期でご紹介していきます。

去る 10 月 1日、立花図書館にて開催された、立花トークサロン「すみだ珈琲

店主に聞く珈琲の愉しみ講座」に行ってきました。「すみだ珈琲」は蔵前橋通り

オリナス向かいの古民家カフェとして人気のお店です。店主の廣田さん(左)と、

コーヒーマイスターの野口さん(右）。10 月 1日は「コーヒーの日」という事で

この日に企画され、立花図書館からの依頼で廣田さんが講演されました。会場

に入るとすぐにコーヒーの素敵な香りがしてきました。図書館なので飲食は出

来ませんでしたが、用意された 5 種類の挽いた焙煎豆で香りを比べました。香

りにも個性があり、比べると違いがはっきりわかります。廣田さんは、桃ジュースのような甘みと香りがするコ

ーヒー豆に出会い衝撃を受け、珈琲を仕事にしようと決めたそうです。

2010 年に「すみだ珈琲」を太四の地に出店したのは廣田さんの父親の営む会社が錦糸町にあった事や、久米

繊維社長と出会い一緒に墨田区の飲食店を回った事などがきっかけでした。出店当初は中々上手くいかない時期

もあったのですが、すみだものづくりコラボレーションでデザイナーとの出会いがあったり、すみだ自家焙煎珈

琲店連絡会に加盟しイベントに参加したりと、徐々にすみだに浸透していったのです。お店

では、自家焙煎のスペシャルティコーヒーを、素敵なオリジナルの江戸切子カッ

プで淹れてくれます。ガラスのカップは熱いものには不向きですが、素材の改良

や淹れ方の工夫等で実現できたそうです。今後は、地域に貢献して地元の誇りに

なれるようなお店を目指したいと、優しい笑顔の中に熱いものを感じました。こ

れからの活躍が楽しみです！

        女性部より

女性部部長  鈴木 文子

新年明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

協力頂き誠にありがとうございます。

7 月には「手芸教室」を企画して、大勢の方々に参加していただ

き、大島の布で「ブローチ」を作りました。皆様の胸元に素敵に飾

っていただきたいと思います。11 月には「日帰りバス旅行」の都内

見物で「浜離宮恩寵公園」を散策し、又、「帝国ホテル」でバイキン

グの食事をしました。11 月末には「町会もちつき大会」に、子ども

会・女性部・各役員と大勢の方々にご協力を頂き本当にありがとう

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。

水元公園でバーベキュー大会

文化部部長   山崎 晴康

12 月 9 日(日)に太平四丁目子ども会・文化部／パシフィック・

フォー主催で水元公園にて「バーベキュー大会」を開催いたしま

した。参加者は大人・子ども合わせて 48名、都バスを貸し切り午

前 9 時に町会会館前を出発いたしました。当日の最高気温は約

10℃と寒い一日でしたが火を囲んでお肉を食べたり、子どもたち

はみんなで「大繩とび」をしたりと、和気あいあいと楽しい時間

を過ごしてきました。

ひまわり会

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。

最後の平成の年が明けました。昨年は皆様のご協力のお蔭で、行事を無事終える事が出来ました。ありがとうご

ざいました。本年も色々と行事を進めて参りますが、皆さん体調には充分気を付けて元気に参加して頂きたいと

思います。「ひまわり会」も最初の行事として 2 月 9 日（土）に「新年会」を行います。寒さもこれから厳しく

なりますが、風邪等引かないようにして出席して下さい。5 月には新しい年号に変わります。皇室も変わり、ど

のような年になるのか解りませんが、今年も楽しく会員の皆様と歩いていきましょう。
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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。昨年はお祭り、お餅つきに加え、バスハイク、Ｐ４との合同バーベキュー等様々な活動を通して、

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。皆様も体調に気を付けて健やかで穏やかな 1年をお過

ごしください。

たのしい！おいしい！もちつき大会

11 月 25 日に、毎年恒例の「もちつき大会」が、今年も皆様のご協力の元、無事行わ

れました。子どもに一番人気だった磯辺もちは、餅をつくのが間に合わず、行列ができ

る程の大盛況。少し肌寒い中、あたたかいけんちん汁や、おしるこを食べ、力一杯おも

ちをつく子ども達にとっては丁度良い気候だったようで、元気いっぱい笑顔があふれて

いました。今年も、沢山の方々にお手伝いいただき、本当にありがとうございました。

年末夜回りに参加して

12 月 25 日に太四子ども会と町会の方々が、年末夜回りを

行いました。寒い中でも、子どもたちは大きな声で「火の用

心!!」と家々に呼びかけながら町内を練り歩きました。年間行事で最後となる年末夜

回りが無事終了しました。

バスハイク

11 月 19 日に、柳島小学校の学芸会の振替休日を

利用して総勢 58 名で、「東京ディズニーランド」へ

行って来ました。前日の雨予報で、天気が心配され

ましたが、少しの雨ですんだのは、子ども達の日頃

の行いが良かったのでしょうかね。35 周年という事

で、スペシャルなショーを見たり、限定グッズを選

んだり、クタクタになるまで夢の国を満喫して来ま

した。

頑張ってるよ太四っ子 おめでとうございます！！

子ども会会長  水原 かなこ

墨田区サッカー協会主催

2018年度２年生大会

第４位

業平蹴玉団

2年生 茂手木伶哉君（右）

2年生 後藤 司 君 (左）

墨田区青少年健全育成コンクール

小学校 5年生の部 優秀賞

錦糸小学校 5年生

平野 來将 君

第７１回墨田区体育祭 陸上競技大会

小学校 5年生女子の部 100m  準優勝

柳島小学校 5年生

大塚 芽衣さん
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4 年ごとう太一4 年ごとう太一4 年ごとう太一

町会行事報告

10/04 太平連合町会防災訓練打合せ会

10/07 町内のぼり旗設置作業

10/09 代表役員会

10/20 柳島小連絡協議会

10/28 柳島小防災講演会

11/03 女性部日帰り旅行

11/04 柳島小まつり

11/06 代表役員会

11/07 防災部打合せ

11/9～11/15  秋の火災予防週間

11/10 錦糸小 100 周年記念行事

11/11 太平連合町会防災訓練

11/19 子ども会バスハイク

11/25 町会もちつき大会

12/02 横川四丁目ふれあい祭

12/02 太平二丁目町会餅つき大会

12/04 不法投棄防犯パトロール

12/09 文化部バーベキュー大会

12/09 横川五丁目南部町会餅つき大会

12/11 代表役員会

12/12 ザウス編集委員会

12/13 年末防犯連絡協議会

12/22 ザウス編集委員会

12/23 歳末警戒テント設置

12/25～12/29  歳末特別警戒

表彰されました！ おめでとうございます。

10 月 25 日に、太平四丁目町会の「防犯パトロール隊」に東京都から感謝状の贈

呈を受けました。

11 月の町会役員会であらためて武知町会長より神山防犯部長に表彰状が授与され

ました。

神山部長は受賞理由を次のように述べました。

「8 年前本所警察署が両国にあった頃に青色パトロールが始まり、当初から参加し

ている。粘り強く活動しているグループの皆の姿が評価されたのだと思います。」

日 時  平成３１年１月２０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）

１０月０７日  鈴木 利子 様（87 才）    太平４－１６－６

１０月２９日  島津 薫 様（95 才） 太平４－１８－１

       １１月０４日 服部 芳春 様（81 才） 太平４－２－１－８１０

一年間、子ども会役員を通じて「ザウス」に関わって感じたことは、皆さんが太平四丁目の住人と町を愛し、

より良くしようと尽くされていること。そう、地域愛とでも言うのでしょうか。自分の気持ちを伝えられない、

人と関わるのが苦手とする若者が増える中、太平四丁目の子ども達は町内の大人に守られて、みんなハキハキ

と挨拶のできる元気っこばかりです。かなり年上の方々も（失礼ながら）負けてないくらいハツラツとされて

います。太四のそんな方々の様子を伝える「ザウス」を、これからもどうぞ宜しくお願いします。  K委員        


