
  

出 場 者 名

A チーム

鐘ヶ江 美紀 さん

大塚 栄美 さん

土井 保江 さん

B チーム

佐々木 英世 さん

大澤  修一 さん

石川   久 さん

3 月 9 日に本所防災館 5 階体育館に於いて、平成 30 年度「本所防災コンクール」が

開催されました。今回は、町会 10 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の 2
チームが出場し、2 チームとも入賞、A チームが「優良賞」、B チーム が「優秀賞」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

    小川 壽也    小平 深青    水原 脩太

祝 ご入学

相場 凰祇  新井 姫芽          伊賀 朝陽  黒髙 れいら  後藤 哲太

寺西  輝真  藤山アレクサンダー  森脇  怜央  吉川  紗央  若杉  知歩

     

４   月  号

２ ０ １ ９ 年
発行：太平四丁目町会長

武知 鱗次郎

２チームとも入賞しました！
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女性部より

女性部部長 鈴木 文子

4 月より新年度が始まり、ピカピカ 1 年生や真新しいスーツに身を包んだ新入社員の人達が見受けられます。

町では桜の花びらが舞う風景が春を感じ始めております。今年も大勢の女性の方々に参加して頂けます様に企

画を立てて行きたいと思います。又、2 年間お手伝い頂いた役員の方々、各班の集金をして頂いた班長さんの

ご協力ありがとうございました。5 月より新たな行事のスタートとなりますので今後とも宜しくお願い致しま

す。

「健康セミナー」の御礼

厚生部部長   田村 仁平

3 月 15 日に太平四丁目会館に於いて本所保健センターの講

師による「血管年齢と認知症予防」の健康セミナーを開催致し

ました。認知症になると、次の 3 つ機能が低下するそうです。

①計画力：食事の献立を考える。旅行の行先・日程を決める②

注意分析：同時進行で料理を作る。2 つの事を一緒に行う。③

エピソード記憶：料理のレシピ集を作る。旅の思い出をまとめ

る。等の機能を高める事で認知症の発症を遅らせることが出来

るそうです。その他に食事のバランスと有酸素運動が大事だそ

うです。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企画を用意いたしま

す。

「防災講演会」を終えて

防災部部長   村木  透

3 月 17 日に錦糸小学校家庭科教室に於いて、錦糸小学校地区防

災活動拠点会議主催の「防災講演会」を開催致しました。本年度

は太平四丁目町会が担当町会の為、早くから企画・準備をし、太

平四丁目町会在住の小平秀一氏（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）に講師をお願い

しました。地震はどうして起きるのか？又、私達の住んでいる地

域は常に液状化の危険に侵されている事もよくわかりました。自

分の街を正しく知って、個々が具体的対策を進める事がとても大

事であることがわかりました。11 町会の役員の皆様・錦糸小学校

関係者の皆様を合わせて 53 名の方々に出席をして頂き、無事に

終了することが出来ました。ありがとうございました。

「自動通話録音機」無料貸し出しのお知らせ

防犯部部長  神山 国忠

「アポ電強盗」とは、親族・警察官・銀行員・役所職員等を装って、現在、多額の現金等を所有してい

るか、一人になる時間帯はいつか等を聞き出した後、犯人が自宅に現れ、現金等を強奪していく手口です。

自動通話録音機を取り付けましょう！！

今お使いの電話機に簡単に取り付けられます！（６５歳以上の高齢者対象）

「この電話は犯罪被害防止のため、会話内容を自動録音します」と電話機から流れます。

貸し出しのお申し込みは、墨田区役所安全支援課まで     ０３－５６０８－６１９９

取付作業が不安な方は警察官がお手伝いします。本所警察防犯係   ０３－５６３７－０１１０ 内線２１６２
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子ども会会長  立石 美鈴

いつも子ども会活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。

昨年度は子ども会の小学生部部長として、平成 31 年度は子ども会会長としてまたお世話になります立石で

す。今年もまた、地域の方と密に繋がる子ども会を目指して精進して参りますので、ご指導、ご支援を引

き続き、よろしくお願いします。

3 月 2 日東武ホテルレバント東京にて、「卒業を祝う会」が行われました。

この春、無事に柳島小学校卒業の日を迎えた太四っ子達です。日々子ども達を温かく見守って

下さった地域の皆様に、心から感謝申し上げます。

中高生部お楽しみ会

      12月 30日ラウンドワンスタジアムダイバーシティ東京プラザで、

「中高生部お楽しみ会」が行われました。11 名が参加し、色々なス

ポーツやゲームなどで交流を深め、とても楽しい時間を過ごしまし

た。

  

     

一年生

菅沼 應くん

クラブ対抗水泳競技大会 8 歳以下の部

バタフライ     25ｍ 1 位

フリーリレー  100ｍ 1 位

メドレーリレー100ｍ 2 位

第 17 回作文 新聞コンクール

優 秀 賞

五年生

大塚 芽衣さん

小平深青くん小川壽也くん 水原脩太くん
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町会行事報告

  1/06  本所消防署賀詞交歓会

1/07  本所警察賀詞交歓会

1/11  錦糸中学校賀詞交歓会

1/13  本所消防団始式

1/15  ラジオ体操連盟新年会

1/19  柳島小学校 PTA 新年会

1/19  錦糸小学校 PTA 新年会

1/20  町会新年会

1/31  安心安全街づくり連絡会議

2/01  本所消防署協働団体新年会

2/05  町会代表役員会

2/08    春の火災予防説明会

2/09  ひまわり会新年会

2/14  錦糸地区青少年育成委員新年会

2/16～2/17 町会有志一泊旅行

2/21  ふれあい協議会

3/01  太平連合町会献血

3/06 ザウス編集委員会

3/09  防災コンクール

3/12  町会代表役員会

3/15  町会健康セミナー

3/17  錦糸小学校地区防災拠点会議

3/20  錦糸中学校卒業式

3/22  ザウス編集委員会

3/23  役員慰労会

3/25  柳島小学校卒業式

  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   大塚 栄美   水原加奈子   野田マルシャ

「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5月 11日（土）から5月20日（月）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。

１ 子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

２ 自転車の安全利用の推進

３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

４ 飲酒運転の根絶

     １月２１日 田口 延雄  様（９６才）  太平４－１６－７

２月１３日 奥津 晃市 様（８１才）  太平４－１７－１３

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。  

春の日差しが暖かく感じる季節になりました。この編集後記を読んでいただいている頃には、きっと新元号が発表されて

いると思います。どんな新元号になっているのかなと思いながら「平成最後の編集後記」を作成しております。31年前に「平

成」が発表された時、私はまだ3歳でした。全く記憶に残っていませんが、今でも官房長官だった小渕さんが「平成」の文

字を掲げた映像を拝見することがあります。今回も官房長官である菅さんが新元号を掲げて発表するんでしょうか。「平成

最後の〇〇」ならぬ「新元号最初の〇〇」も流行るのかな？難しい漢字ではなく簡単な漢字で、すぐに書ける新元号だとい

いなとのん気に思っています。笑「平成最後の編集後記」でした！                   S編集委員                
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