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クリーンキャンペーン

平成２９年度第三回定例役員会が６月１２日（月）に町会会館で行わ
れました。 議事項目は下記のとおりです。 各項目について、担当者より
説明が行われました。
（出席者数 ２２名）
１、第１１回立川菊川フェスティバル（７月２２日予定）
２、夏祭りについて（８月２６、２７日予定）
３、その他（提灯申込回覧説明など）

町会費について

立川三丁目町会では５月２１日（日）、町会の皆さんが集まり町内一斉
清掃活動を行いクリーンキャンペーンに参加しました。 好天に恵まれ
昨年を上回る１３５名ほどの方々が参加され、各自のご自宅付近の道
路、安兵衛公園、元徳稲荷神社周辺を２時間ほどかけて清掃しました。
途中、山本区長がお見えになり、安兵衛公園で”激励・視察のご挨拶”を
頂きました。参加者の多さ、子供たちの多さに感心されていました。 み
なさんそろって記念撮影を行いました。

平成２９年度の町会費は、皆様のご協力のもと、５月末で集金が終わ
りました。ご協力を戴きありがとうございました。引越し、移転などの影
響により、団体加入の方を除く町会費の額は、昨年に比べ３.８％ほど
の減少ですが、団体加入の方を含めた総額では、ほぼ昨年に近い額に
なる見込みです。 町会費は、町会運営に活用させて頂きます。今後とも
よろしくお願い致します。

夏祭りについて
今年の夏祭り、
「亀戸天神社例大祭」は影祭りとなります。立川三丁目町
会では、８月２６日（土）、２７日（日）に盆踊り大会、子供太鼓の演奏、
模擬店などの催しを計画しています。 具体案については、今後祭典委員
会などで協議を重ね決める運びとなります。内容決まり次第改めてご案
内いたします。下記の予定表は６月１２日現在のものです。
今後、状況によっては変更も考えられますのでご承知おきください。
6月20日（火）

提灯申込回覧（申込〆７月２０日）

7月5日（水） 19:00 ~ 21:00 子供太鼓の練習
7月12日（水） 19:00 ~ 21:00 子供太鼓の練習
7月19日（水） 19:00 ~ 21:00 子供太鼓の練習
7月26日（水） 19:00 ~ 21:00 子供太鼓の練習
8月2日（水） 19:00 ~ 21:00 子供太鼓の練習
8月9日（水） 19:00 ~ 21:00 子供太鼓の練習

バーベキュー大会
子供会、青年部による「会員歓送迎会・バーベキュー大会」は、快晴に近
い良い天気の中町会会館前で行われました。 クリーキャンペーンの後
子供会、青年部有志の方々で準備が進められ、開始時間の１２時には
１３０名ほどの方が集まり楽しく親睦を深めることが出来ました。会場
ではバーベキューの他、そうめん流
し、キックターゲット、ヨーヨーなど
が 行 われ 一 味 違うバーベキュー大
会となりました。

8月4日（金） 19:30 ~ 21:00 盆踊りの練習
8月18日（金） 19:30 ~ 21:00 盆踊りの練習
8月21日（月） 19:30 ~ 21:00 盆踊りの練習
8月20日（日） 8:00

~

提灯付け

8月24日（木） 19:00 ~ 20:00 音合せ
8月25日（金） 8:00

~

神酒所など準備

8月26日（土） 9:00

~ 12:00 盆踊り、模擬店会場設営

8月26日（土） 13:00 ~ 16:00 神酒所受付開始、模擬店準備
8月26日（土） 16:00 ~

ゲーム・子供太鼓の演奏

8月26日（土） 17:00 ~ 20:00 模擬店
8月26日（土） 17:00 ~ 21:00 盆踊り
8月26日（土） 21:00 ~ 22:00 会場後かたずけ
8月27日（日） 13:00 ~ 17:00 模擬店準備
8月27日（日） 17:00 ~ 20:00 模擬店開店
8月27日（日） 17:00 ~ 20:00 盆踊り・子供太鼓の演奏

立川菊川フェスティバル

8月27日（日） 20:00 ~ 21:00 会場後かたずけ
8月28日（月） 6:00

~

9月2日（土） 18:30 ~

後かたずけ（提灯外しなど）
鉢洗い（みどりコミュニティ）

今後の予定
立三健康体操

町会会館

６月１８日（日）

１０時

幹部会

町会会館

６月２４日（土）

１９時

子供太鼓の練習

町会会館

７月

５日（水）より開始

資源回収

町会会館

７月

８日（土）

８時半

長寿会

町会会館

７月

８日（土）

１２時

役員会

町会会館

７月１０日（月）

１９時

ラジオ体操開始

町会会館

７月２１日（金）

６時半

立菊フェスティバル

中和小学校

７月２２日（土）

１１時

立川菊川連合町会主催による「第１１回立川菊川フェスティバル」が、
中和小学校校庭及び中和公園を使用して開催されます。 今回は「オリ
ンピック・パラリンピック気運醸成活動」をテーマに企画し、都の助成を
受け、夏休みの１日、子供たち地域の良き思い出になることを期待して
います。内容も昨年に増して、竪中ブラスバンドの演奏、模擬店、催し物
ミニ新幹線、ポニーと遊ぼう、豪華景品を用意しての抽選会、など多数
計画されています。 詳細決まり次第、回覧でご案内いたします。
日時

７月２２日（土）１１時

〜

１７時頃まで

場所

中和小学校校庭及び中和公園

資源回収
平成２９年５月度の資源回収は、みな様のご協力のもと４月１３日
（土）
小雨の中行われました。段ボール、新聞紙、雑誌等合わせ、２,３９０ｋ
ｇでした。金額にして２１,３５５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。
立三だより 平成２９年 ６月

立三だより

平成２９年

６月

両国リバーセンター整備事業について
「両国リバーセンター整備事業」
とは、東京都と墨田区が行う、両国船着
場整備、両国リバーセンタープロジェクト及び関連して整備する防潮堤
のスーパー堤防化等により、両国船着場と周辺地域との動線を強化す
る施策を展開する事業をいいます。防災船着場の増設、官民連携によ
る複合拠点施設の整備及びスーパー堤防の堤防の整備を一体的に行
い、川とまちとが結びつくような魅力ある水辺空間を創出するとともに、
震災時の防災機能の強化を図る施策を展開するものです。

両国エリアにおける事業対象敷地の効果的活用の方向性

両国リバーセンタープロジェクト
事業スケジュール（予定）

朋あり遠方より来る
平成29年5月14日（日）、新潟県新発田市観光協会主催による、
「 冨澤信
明先生と赤穂義士『凱旋の道』を歩く in 大江戸 Part.3」観光ツアーで
新発田市の方々が安兵衛公園に立ち寄られました。 ツアーのおり立
ち寄られるようになってから3回目となります。 途中道路混雑のため、
到着が予定より30分ほど遅れましたが、近隣の町会長をはじめとする
有志の方々、立三町会長寿会の方々が参加、出迎えを行いました。 到
着後、ご挨拶の後みなさんそろっての記念撮影、握手会などを行い今ま
で以上に、親交を深めることが出来ました。

隅田川の両国防災船着場に隣接する都有地と墨田区有地において、防
災拠点やカフェ・レストランなどを整備する民間事業者を募集すると発
表した。帰宅困難者の一時避難機能を備えた複合拠点施設を民間事業
者が整備する。船着場と一時避難施設が組み合わさることで、船で移動
した帰宅困難者受け入れといった防災機能強化を見込める。プロジェク
ト名は「両国リバーセンタープロジェクト」。計画地（墨田区横網１−２
− 1 5 ほ か ）の 面 積 は 約 1 5 1 0 m 2 で、区 有 地 約 1 0 4 0 m 2 、都 有 地 約
470m 2 。現在、区有地は約605m 2 が待合所、約435m 2 が子どもの一時
保育や子育て相談を行う
「両国子育てひろば」。都有地はコインパーキ
ングとなっている。
出典 リスク対策.com
隅田川

平成29年5月14日（日）
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。雨天決行いたします。
編集後記
関連サイト

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。
http://tatesan.info http://yasubei.tatesan.info http://yasubeipark.jimdo.com http://gentoku.jimdo.com

立三だより 平成２９年 ６月

