
武 知 会 長 挨 拶

皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜

び申し上げます。さて私こと、このたび平成 30年度「定

期総会」にて再度、町会長に任命されました。初心に返

り 、微力ながら皆様方のお役に立てるよう努力してまい

ります。『なんじ須らく一身安堵を思わば四表の静謐を

祈らん者か』（立正安国論）との精神を深く心に刻み、住

みよい街づくりの為、役員の皆様と力を合わせ精進して

まいる所存です。何卒ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願

い申し上げます。又、役員つきましては副会長・総務は

全員留任。専門部は、長きにわたり地域に貢献をして頂

いた交通部部長の上原健三氏、文化部部長の山崎晴康氏

が一身上の都合により退任され、新たに交通部部長に柴田敏明氏、文化部部長に唐沢宏氏が総務兼任で就任

されましたので宜しくお願い致します。

東日本大震災から 8年を経過し昨今災害に対しての警戒

心が薄れつつあるような気がいたします。食料・飲料水は

最低一週間分、簡易トイレ、卓上コンロ等の再確認をお願

い致します。今年も「連合防災訓練」を行いますが、町会

員の過半数を占める集合住宅の皆様の参加が非常に少な

いので、今年は 9 月 29 日（日）に墨田区の本所防災館にて、集合住

宅の皆様を対象にした「防災訓練」を開催致します。詳細は後日改め

てお知らせいたします。一人でも多くの皆様方の参加を心よりお待ち

しております。（定員 40 名です）

令和元年が平和で安穏な時代であるとともに皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げてご挨拶に代えさ

せて頂きます。

町会新役員の方をご紹介します（敬省略）
  文化部部長 → 唐沢 宏

交通部部長 → 柴田 敏明

パシフィック 4 代表 → 若杉 恵博

女性部副部長 → 植木 博江

防犯部 → 島野 寿一 ・ 鐘ヶ江仁始 ・ 山崎憲一朗

交通部 → 坂本 正之 ・ 並木 敏夫

パシフィック 4 副代表 → 山崎憲一朗

文化部副部長 → 米満 逸郎

文化部 → 大塚 伸之 ・ 徳山 みほ

   青少年育成委員 → 鐘ヶ江仁始

太平四丁目子ども会会長 → 立石 美鈴 副会長 → 森下万紀子 ・ 翁 良子
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女 性 部 よ り
                   

女性部部長 鈴木 文子

いよいよ、蒸し暑く寝苦しい季節になりました。5月の総会を迎えて、もう一期 2年間、女性部長を引き

受けることになりました。又、新たな役員も決まりました。5 月から集金業務もスタート致しましたが、何

分にも慣れない事ばかりで不安がいっぱいです。皆様のお知恵を拝借し、ご協力を頂きながら２年間努めて

いきたいと思っております。女性部の行事ですが、7 月 20 日（日）に町会会館で、「手芸教室」（ハーバリ

ウム製作）を開催したいと思いますので皆様、ご参加の申し込みをして頂きますよう宜しくお願い致します。

役員一同心よりお待ちいたしております。

クリーンキャンペーンの御礼
厚生部部長  田村 仁平

毎年の墨田区の「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、雲一つない陽気の中、5月

19 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。武知会長から、作業中に交通事

故と熱中症に注意するよう挨拶があった後、散会し、約１時

間にわたって清掃活動をして頂きま

した。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。

朝早くからお忙しい中参加して頂き、

ありがとうございました。大人が 100

名、子ども達が 28名と多くの方々の参加を頂き、無事に終了

することが出来ました。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

今年も梅雨の季節になり、雨の日が多くなりました。「ひまわり会」も令和の最初の行事に「春の交通安全」

そして大事な「ひまわり会総会」では 65名の会員に対して、50名の出席がありました。

「クリーンキャンペーン」「誕生会」と続き、6月には墨老連の「日帰り旅行」に 15名の参加で皆さんが元

気に行事に参加して下さいました。「ひまわり会」も昨年は 75 名でしたが、今年は 65 名と 10 名も少なくな

りました。特にマンションの皆様の大勢の参加を待っています。入会年齢は 65才からです。お待ちしており

ます。

本所防災館体験見学（マンション住民対象）に参加しよう
                                    防災部部長  村木 透

多くのマンションでは、｢防災訓練への参加者が少ない｣、｢若い人が参加しない｣、

｢コミュニティが希薄である｣、｢防災組織がない｣といった様々な課題を抱えていま

す。こうした課題に対応するため、町会では、マンション住民の方が参加しやすい

よう、第一段階として 9 月 29 日（日）に「本所防災館体験見学」を開催する事に致

しました。体験内容は「防災シアター」「地震体験」「水害体験」「暴風雨体験」を行

います。詳しい事は、近日回覧・ホームページ等でご案内いたします。親子での参

加をお待ちしております。
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太平四丁目子ども会会長  立石 美鈴

頑張ってるよ太四っ子

【わんぱく相撲】

  ４年生 菅沼 莉子 さん

  ・第 43 回わんぱく相撲墨田区大会 女子四学年の部 第 4 位

   

【平成 30年度図書館を使った調べる学習コンクール】

5年生 茂手木 香凛 さん

  ・全国 佳作    ・墨田区 銀賞

   作品タイトル「さっかくのナゾを追え！」

   面白いテーマだったので、興味深く調べられたそうです。

3 年生 茂手木 伶哉 くん

  ・全国 優良賞     ・墨田区 銅賞

   作品タイトル「だいすき！クラシックギター」

   大好きなギターについて調べたので、楽しく調べられたそうです。

    

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＞

毎年恒例の「クリーンキャンペーン」が 5 月 19日に行われました。当日はお天

気にも恵まれ、青空の下、あかしや児童遊園に集まった子どもたち。

子ども 24名、幼児 4 名、大人 33 名の総勢 61 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。

町内のゴミを拾って回ったり、公園内の草刈りに汗を流して頑張りました。虫を

見つけたり、大きな雑草をとったり、とても楽しそうな姿が見られました。
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3年生：水原そうた くん 5年生：水原小陽 さん5年生：野田寿利亜 さん



喫煙専用室設置

施設等標識

禁煙標識

4/08 柳島小学校・錦糸小学校入学式

4/09 錦糸中学校入学式

4/09 町会拡大役員会

4/15 交通安全週間説明会

4/18 太平連合町会監査

5/10 錦糸中学校 PTA歓送迎会

5/11～5/20 春の交通安全週間

5/15 柳島小学校 PTA歓送迎会

5/16 H30年度町会定期総会

5/19 クリーンキャンペーン

5/23 太平連合町会総会

5/25 ひまわり会総会

5/25 柳島小学校運動会

5/28 青少年育成委員会総会

6/04 墨田コミュニティ懇談会

6/07 ザウス編集会議

6/08 錦糸小学校運動会

6/09 消防団消防操法審査会

6/10 錦糸中学校連絡協議会

6/11 代表役員会

6/17 錦糸町地区安心安全推進委員会

6/19 錦糸小学校連絡協議会

6/21 ザウス編集会議

ザウス98号に掲載しました記事に誤りがありました

１面「祝入学」のコーナー → （正）相庭 鳳祇くん （誤）相場 鳳祇くん

ご迷惑をお掛けしました事をお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

墨田区から表彰されました

武知町会長が、墨田区の自治・教育の振興に功労されたとして5月15日の第69回区功労者表彰式

において「地域自治振興功労賞」を表彰されました。おめでとうございます。

禁煙表示が義務化されます

9月1日から飲食店における店頭表示が義務化されます

飲食店では、喫煙所の有無が一目でわかるよう、喫煙状況を示す標識（ステッ

カー）を店頭に表示する事が義務付けられます。それに伴い、区から飲食

店にステッカーが順次配布されます。

  

4月２９日 鶴岡 聰年 様（７６才）    太平４－２－１－４０９   

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。

令和初の大相撲夏場所は、平幕・朝乃山の優勝。驚きましたね！一方、稀勢の里は復活ならず、初場所で引退しま

した。さて、横綱は「なぜ負けるとすぐ引退」なのか、「なぜ横綱相撲でなければいけない」のか、疑問に思ったこと

はありませんか？…ちょっと納得の説をご紹介します。四股を踏むのは土中の邪気（鬼）を払う儀式だそうで、力士

には江戸の入口（両国）を警護する守護天使のような役割があるのだとか。そのリーダーである横綱は、「圧倒的な強

さ」と、「姑息な勝負はしないという清廉な心」で鬼達を追い払う、至高の存在でなければいけないのだそうです。…

横綱って、取組相手だけでなく鬼とも戦っていたのですね！（諸説あります(^^)）            H委員                 
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