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平成２８年度亀戸天神社例大祭・神社神輿渡御祭
７月より子供太鼓の練習が始まりました。祭典委員会、神輿委員会、模擬店委員会も回を重ねるごとに内容が煮詰まってきております。
夏祭りに向けての、大筋の流れは先月号でご案内の通りですが、改めてポイントとなる点について再確認させて頂きます。
◆子供太鼓の練習

町会会館

◆盆踊りの練習

町会会館

◆半纏の貸出

町会会館

◆チケット前売

町会会館

◆提灯付け

町会会館前

◆奉納のお礼

町会会館

◆御霊入れ

元徳稲荷神社前

◆神酒所開き
◆模擬店

神酒所

◆盆踊り・太鼓の演奏
◆子供神輿・山車巡行
◆神社神輿渡御祭・子供奉仕団
◆神社神輿渡御祭
◆町内神輿の巡航
◆貸出半纏の返却

町会会館

◆提灯・後かたずけ

７月２０日（水）、７月２７日（水）、８月３日（水）、８月９日（火）、８月２５日（木）
低学年 １９時〜、高学年 ２０時〜、 （但し、２５日は１９時）
８月５日（金）、８月１９日（金）、８月２５日（木）
１９時半〜、 （但し、２５日は１９時）
８月１３日（土）１０時〜１１時、８月２５日（木）１９時〜２１時
半纏の貸出は、事前申込をされた方のみとなりますので、ご注意ください。
８月１３日（土）１０時〜１１時、８月２５日（木）１９時〜２１時
当日のチケット販売は、販売品が品薄となった場合中止となります。予めご注意ください。
８月２１日（日）９時〜
工事会社が入り、１〜２時間の作業となります。
８月２６日（金）９時までに、専任理事・理事の方は町会会館にお集まりください。
お礼の品を用意しておきますので該当される方にお届けください。
８月２６日（金）１５時〜、 亀戸天神社・神官をお迎えして神事が執り行われます。
絵羽・半纏などお召のうえご参列ください。
８月２７日（土）１３時
８月２７日（土）１６時〜２０時（販売の品が終わりしだい、順次閉店します）
メニューは、焼きそば、カレーライス、焼き鳥など１０品目以上を予定、詳細は８月号で。
８月２７日（土）、子供太鼓の演奏は１７時〜、 盆踊り・子供太鼓の演奏は１８時〜
新メニュー”あこがれのハワイ航路”など１０数曲を準備。前半後半の２部制です。
８月２８日（日）９時半頃までに集合（出立１０時）〜（納め１１時半）
子供神輿と山車により、町内を一巡します。
８月２８日（日）１３時２０分、安兵衛公園に集合（出立１３時４０分予定）
子供奉仕団に参加される方は、記念撮影を予定しています。お早めにお集まりください。
８月２８日（日）１３時２０分、安兵衛公園に集合（出立１３時４０分予定）
お神輿を担がれる方は、町会指定の半纏を着用してください。
８月２８日（日）、神社神輿渡御祭にて菊川二丁目に受け渡し後、元徳稲荷神社に戻り準備。
詳細は、現場で「柝頭」の指示に従ってください。（納め１７時）
８月２８日（日）１７時半〜１８時、 ８月２９日（月）６時〜１２時
貸出時にお渡しした明細書をつけてお返しください。帯を忘れないように!！
８月２９日（月）６時〜

７月１３日（水）５４名のお子さんが参加され太鼓の練習が行われました

定例役員会
平成２８年度第四回定例役員会・総会が７月１１日（月）に町会会館
で行われ、下記議事事項について担当より説明がありました。
（１）平成２８年亀戸天神社例大祭について
（２）
ラジオ体操について
（３）敬老の日について （４）その他
（出席者 ２７名）

墨田区に転入された皆様へ
墨田区では、転入された方に、町会・自治会
への加入を促すため、”いざというとき、助け
合える人はいますか？”と題するリーフレット
を作 成しました。区 役 所に転 入 届を出され
に来た方にお配りしているものだそうです。
「
ふれあい」、
「防災」、
「あんぜん・安心」、
「支
えあい」の観 点 から必 要 性を解 説されたも
のです。お近くに該当される方が来られたら
ぜひ、お声がけされては如何でしょうか。

わがまち通信局 町会・自治会広報活動ＰＲ展

７月１５日から２０日の５日間、墨田区役所入口のアトリウムで、区内の
町会・自治会が発行している機関誌（情報誌）あるいは、ホームページの
展示が行われました。墨田区内には１６７の町会・自治会があります。
その内の１７ほどの団体が参加しました。各紙ともそれぞれまちの情
報 源として の 特 徴 を
出し制作されたもので
す。 当町会では、
「立
三だより」４月号で参
加しました。 話変わ
りますが、墨田区のお
知らせ「す みだ 」の ８
月１日号に、両国観光
春のまちブラ：安兵衛
公 園と新 潟 県 新 発 田
市 観 光 ツアー の 記 事
が掲載されます。
立三だより 平成２８年７月

立三だより

平成２８年７月

平成二十八年度「敬老の日」お祝いの件
今年も敬老の祝日が近づいてきました。町会では毎年行っている「敬老
の日」のお祝いを、該当する皆様にお届け致したく準備を進めておりま
す。ついては、該当する皆様には、回覧申込み欄に、お名前をご記入頂
きたくご案内申し上げます。 今年度の該当者は、町会員及びその同居
親族の方で、 昭和２２年１２月３１日迄 に お生まれの方です。
お祝のお届は、９月１７日（土）９時から１０時頃を予定しています。
◆ご都合の悪い方は、事前に各地区、専任理事・理事さんにお知らせく
ださい。
◆今回初めてお祝いを受ける方は、差しさわりない範囲で生年月日欄
に、生年月日をご記入頂くようお願い致します。
◆喜寿・米寿のお祝いは、次の方々になります。
「喜寿」
（ 七十七歳の祝い） 誕生日が、昭和１５年の方
「米寿」
（ 八十八歳の祝い） 誕生日が、昭和 ４年の方

申込締切：８月２０日

安兵衛公園

平成２８年６月２４日
（金）
「安兵衛公園 コミュニティガーデン委員会」
開講式が開かれ、
メンバーの顔合わせが行われました。区からは、講師
の先生を含め５名の方が出席、当町会からは１０名ほどの方が出席さ
れました。責任者の方のご挨拶、自己紹介などが行われました。今年は
事業の初年度となるため、事実上７月からのスタートとなります。した
がって、花を育てるにあたり種まきからでは間に合わないため、苗から
の植栽となります。植栽は年２回のサイクルで行われます。打合せの後
揃って公園に行き、物置、苗床などの説明を受け、７月に植える花の種
類について話し合われました。明るい色でそろえるといった観点から次
の４種類が選択されました。 ジニアプロフィージョン、野ゲイトウ、コリ
ウス、アメリカンブルーの４種類です。夏祭りの休憩の折などには、綺麗
に咲き誇った花の花壇をご覧頂けるかと思います。 暑い中での土仕事
となります。熱中症に気を付け皆さん頑張ってください。
平成２８年度

ご不明な点は、専任理事、理事、総務（本田）何れかへお問合せください。

両国観光まちづくりグランドデザイン
６月２９日
（水）緑小学校分室にて、第６回Ｄエリア懇談会が関係者２０
名ほどが集まり開かれ、以下のような内容で報告、話合いが行われました。
（１）３月に行われた「両国春のまちブラ」のふりかえり
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄの４拠点での催し風景がスライドで紹介され、簡単な説明
がありました。安兵衛公園、江島杉山神社が人気が高かったそうです。
（２）
これまでの振り返り
「歴史小説や時代劇の主人公が暮らしたまちで江戸と今をつなぐ」
をテーマに
◆下町情緒と橋に重なる思いを伝える、堅川・大横川周辺の水辺の環
境づくり。 堅川や大横川の水辺で夕涼みを愉しむなど、下町情緒が感
じられるまち歩き環境を整える。
◆歴史文化の奥行と広がりを創出する、地域資源周辺の環境づくり。
歴史小説などに度々描かれる地域資源周辺の修景により、回遊性の向
上を図る。
以上を踏まえ、Ｄエリアのハード事業展開は、① 安兵衛公園の改修・高
札の設置、② 菊柳橋・堅川護岸整備が行われました。
これらを生かしソフト事業にどう展開していくかが今後の課題です。
（３）今後の進め方
これまでのワークショップの中でたくさんのアイデアが出されました。そ
のアイデアと取組みを整理して、地域で共有する。 そして区先導型か
ら”一人一人が主人公”へ転換を図る。
（４）地域情報の共有
◆墨田区観光協会がＤＭＯに登録されました。
DMOは、マーケティングに基づく観光戦略の策定・推進や、地域内の幅広い
関係者との合意形成など、観光事業のマネジメントを担う機能・組織です。

◆地域の情報を掲載するプラットフォームシステムの運用開始。
観光協会のホームページに対して地域のイベント情報を自由に掲載す
ることが出来るシステムです。
◆今後、次のような事業が計画されています。
平成２８年１０月
両国花火美術館のリニューアル
平成２８年１１月
観光協会両国案内所の移転
（両国駅隣りにできる和食専門ビルの一画に移転）

平成２８年１１月２２日 すみだ北斎美術館開館
平成２９年 ２月２６日 東京マラソンコース（清澄通り）
＊報道発表より
（コース変更理由）
／東京マラソンは、2007年の第1回大会以来、都民の皆様に支えられ
先月、10回記念大会を実施したところです。この間、都心部では再開発
などにより、風格ある景観が形成され、競技面でも、世界的なマラソン
レースの高速化や車いすレースの国際化など、状況が変化しておりま
す。 そこで、次回2017大会から、
「東京の素晴らしさを内外に一層ア
ピールする」
とともに、
「記録をねらえる高速コースにする」
という、二つ
の視点からコースを変更することとしました。／
９月より、東京都とマラソンコースにあたる地元との打合わせが開始さ
れます。Ｄエリアでも計画されており、参加ご希望の方はお申し出くだ
さい。昨年のランナー数は、３万６千人でした。墨田区内では５か所ほ
どのお祭り広場が計画されており、かなりの賑わいとなりそうです。

資源回収
６月度の資源回収は、みな様のご協力のもと６月１１日（土）に行われ
ました。段ボール、新聞紙、雑誌等合わせ、２,３７０ｋｇでした。金額
にして１９,９２０円の収入を得ています。資源回収日は毎月第二土曜
日です。今後ともご協力のほどよろしくお願い致します。

コミュニティガーデン委員会 開講式

秋の交通功労者等表彰候補者の推薦

本所警察署より、首記の件について案内が来ております。 表彰候補者
は地域・職場で交通安全に貢献されている方や、優良自動車運転者の
方です。 事業所以外、町会での推薦をご希望される方は、総務 本田ま
でお申し出ください。また、詳細については、本所警察署 交通総務係へ
お問い合わせください。
（ 電話03-5637-0110）
主な要件
１、推薦種別・資格
（１）本所警察署長賞
○交通功労者
平素から交通安全活動に貢献されている方
（運転免許の有無は問いませんが、免許保
有者は３年以上無事故無違反の方）
○一般優良運転者
５年間無事故無違反
（「無事故無違反証明書」はいりません）
（２）警視庁交通部長賞
○一般優良自動車運転者 優良運転者として警察署長賞受賞している
過去５年間無事故無違反
○長期無事故運転者銀賞 運転歴１０年以上・交通部長優良運転者受
賞後３年経過している
過去７年間無事故無違反
○長期無事故運転者金賞 運転歴２０年以上・長期無事故銀賞受賞後
３年経過している
過去１０年間無事故無違反
注意事項
◆交通部長賞の推薦は、
「無事故無違反証明書」が必要です。
「無事故
無違反証明書」を得るには、
「経歴証明書申込用紙」により振込手続き
を行う必要があります。申込用紙は、お近くの交番に用意されています。
（証明書交付手数料、６３０円が必要です）
◆運転免許書のコピーを添付してください。
◆推薦書類は、警察署又は交番へ持参されるか、郵送してください。
推薦された方が、必ず表彰されるとは限りませんので、あらかじめ趣旨
をご理解のうえ、ご了承ください。

推薦締切 警察署長賞
交通部長賞

平成２８年９月３０日（金）
平成２８年８月 ５日（金）

今後の予定
太鼓の練習

ラジオ体操

町会会館

7/20, 27, 8/3, 9

１９時

（高学年２０時より）
町会会館前

７月２１日〜３０日 ６時半

（７月２４日はお休み、雨天中止）
安兵衛公園

７月２１日（木）

１０時

幹部会

町会会館

７月２９日（金）

１９時

盆踊り練習

町会会館

８月５日、１９日

１９時半

役員会

町会会館

８月１０日（水）

１９時

資源回収

町会会館

８月１３日（土）

８時半

長寿会

町会会館

８月１３日（土）

１２時

提灯付け

町会会館

８月２１日（日）

９時

盆踊り音合せ

町会会館

８月２５日（木）

１９時

コミュニティガーデン

毎月第二土曜日は資源回収日です。新聞・雑誌・ダンボール・牛乳パックは町会の資源回収日にご協力をお願い致します。回収
物は、できるだけ集積所（黄色い旗の所）にお持ちください。諸事情により難しい場合は、家の前に当日朝９時までに出してくだ
さい。小雨決行いたします。
編集後記

立三だよりに掲載の写真をご希望の方は、常任理事または総務にお申し出ください。カラープリント出力できます。
関連サイト: http://tatesan.info http://yasubei.tatesan.info http://yasubeipark.jimdo.com http://gentoku.jimdo.com

立三だより 平成２８年７月

