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平成三十年

新春のおよろこびを申し上げます
役員会報告

平成２９年度地区部会

平成２９年度第９回定例役員会が１２月１１日（月）に町会会館にて
行われ、下記事項について担当より説明がありました。
（１）年末年始の行事予定について
（２）地区部会について
（３）その他
（参加者２０名）

加藤町会長辞任
立川三丁目町会 会長を、平成２３年４月より務められた加藤忠氏は、
健康上の問題・一身上の都合により、平成２９年１０月末日をもって
辞任される事となりました。 若くから専門部部長を務められ、元徳稲荷
神社総代、副会長、会長を歴任され、町会運営にご尽力頂きましたこと
永年にわたるご苦労に感謝いたしますとともに、多大なるご功績に心か
ら敬意を表します。 尚、空席となる町会長席には、現執行部の総意と
して、現在財務会計をご担当の井口晟氏にお願いを致しましたところ、
それを受け、平成２９年度３月末までであれば、緊急事態として町会
長代行を受けても良いとのご返事を頂きました。 その後、１１月期の
役員会にて、専任理事・理事・専門部責任者に経緯を説明、承認を頂き
１１月１７日より、正式に町会長代行の職務について頂くことになりま
した。現在の役員組織はそのまま維持することになります。行事など町
会活動は予定通り行います。従来に増して、町会活動へのご協力をお
願い申上げます。

年末不法投棄防止パトロール実施
１２月１日より７日の７日間、年末不法投棄防止パトロールを実施し
ました。三の橋たもとに自転車が５台、元徳稲荷神社前にバイクが２台
放置されていた以外目立った不法投棄はありませんでした。
いずれもそれぞれの管理機関に連絡済みです。

大掃除ご協力のお願い
平成２９年１２月２４日（日）町会会館などの大掃除を予定していま
す。おおよそ１時間程を予定しています。ご協力の程よろしくお願い致
します。尚、それぞれの持ち場は、下の表のように考えております。
場所

ご担当

平成２９年度も終盤を迎え新しい期を迎えるにあたり、次期町会長の
選出、町会運営にあたっての皆様のご意見などを伺う時期となりました。
ついては、ご多忙のところ恐縮ですが、２月になりましたら各地区ごと
に部会を開いて頂き諸事項、
ご協議の程よろしくお願い致します。

年末防犯連絡会議
平成29年12月13日本所警察管内の防犯連絡会議が開かれました。席
上、警察担当者より犯罪傾向などについての話がありました。全体とし
ての犯罪件数は減少しているが、増えている事案もあるとのことです。
①横網町公園での殺人事件など、犯罪が凶悪化してきている。
②特殊詐欺の増加、今年10件を越しており被害総額3,600万円になる。
③自転車泥棒が増加、鍵をかけてもが50%近くあり自転車にも二重に
鍵をつけるよう勧めている。
④痴漢が増加傾向にあり３０件ほど発生している。深夜スマホ片手に
街を歩く女性が増えており、周囲の異変に気が付かないことが一つ
の原因とされている。
⑤コインパーキングでの車上狙い１２月に入り３件起きている。車内
には、カバン類を置かない対策が有効とのことです。
⑥女子児童に対するいたずらも注意が必要で、知らない人にはついて
ゆかないことを言い聞かせてくださいとのことです。
以上、十分にお気を付けください。
尚、墨田区では、６５歳以上の世帯に対し特殊詐欺防止に有効とされ
ている電話の自動通話録音機の無料貸し出しを行っています。 台数に
限りがあり 先着順になりますが、区の安全支援課にお問合せ下さい。
墨田区役所安全支援課 区役所5階
電話：03-5608-6199

歳末警戒パトロールご協力のお願い
立川菊川七か町、一斉歳末警戒パトロールを平成２９年１２月２６日
（火）〜３０日（土）の５日間行います。 パトロールの当番は、例年にな
らい下の表の通りです。パトロール出発は２０時半を予定しています。
１時間ほどパトロールします。
ご協力の程よろしくお願い致します。
参加される方は、２０時ごろより順次町会会館にお集まりください。
尚、奉納旗の取り外し・設置は、２９日、３０日に行います
専門部・会
専任理事・理事 すみれ会

会館１Ｆ

窓・床・トイレ

：すみれ会

会館２Ｆ

窓・床・トイレ

：子供会１／２

１２月２６日（月）

防火部・防犯部 １部・２部

数名

神社

：井口・髙橋・総代会

１２月２７日（火）

交通部・文化部 ３部・４部

数名

境内・倉庫・花壇

：本田・理事・他

１２月２８日（水）

子供会・青年部 ５部・６部

数名

１Ｆ・２Ｆクーラー・照明 ：長田・田村・岸・専門部男性・理事男性

１２月２９日（木）

衛生部・総務部 ７部・８部

数名

公園

１２月３０日（金）

防火部・総務部 ９部・１０部

数名

：長寿会・子供会１／２

資源回収

今後の予定
町会会館等大掃除
歳末警戒パトロール

町会会館

１２月２４日（日）

９時

町会会館

１２月２６日〜３０日

２０時

パトロール出発 ２０時半

元徳稲荷神社初詣

町会会館

１月１日（日）

資源回収

町会会館

１月１３日（土）

８時半

町会会館

１月１４日（日）

１８時半

新年会

町会会館前

０時

マイクロバス出発 １８時

健康体操

町会会館

１月２１日（日）

１０時

幹部会

町会会館

１月２７日（土）

１９時

元徳稲荷神社節分祭

町会会館

２月３日（土）

１９時

平成２９年１１月度の資源回収は、みな様のご協力のもと１１月１１日
（土）に行われました。 段ボール、新聞紙、雑誌等合わせ、２,６５０ｋ
ｇでした。金額にして２５,３９０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。
（次回は１２月９日（土）
です。）
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。
「立三だより」は、バックナンバーも含め次のサイトでもご覧いただけます。
ご利用ください。
http://www.tatesan.info
立三だより

平成２９年１２月

立三だより

平成２９年１２月

出張太鼓

青年部

久保田健一

１２月９日（土）１１時〜１２時の間、特別養護老人ホーム らん花園
入居者様の忘年会（100名＋家族約40名）が開かれました。 昨年好
評であった「立三太鼓」の演奏、
リクエストに応え、出張太鼓の名で参加
熱演したものです。 参加者２６名
（内、
子供１５名）太鼓演奏６曲披露。
≪皆さんの感想 施設長より≫
子供のかわいい感じの太鼓と、中・高校生の早い太鼓と、
とても良かっ
た。太鼓だけで単調になるかと思っていたが、すごく盛り上がり一体感
があった。ご利用者も太鼓に参加出来、楽しそうな姿が見れた。皆さん
が楽しめた忘年会となった。ありがとうございました。
≪皆さんの感想 職員より≫
・迫力がすごい。大成功だった。 ・すごい盛り上がりだった。
・子供が叩いている姿はかわいいし、
ご利用者の反応もいい。
・ご利用者も感動され、涙流す方もいた。
・衣装揃っていて格好良かった。大人の太鼓見たかったなー。
鼓見たかったなー。
≪皆さんの感想 ご利用者より≫
・子供の太鼓はかわいいね。とっても良かった。
った。また来年も来て欲しい。
・生きる活力をもらいました。
・ひ孫位の子供が力強く叩く姿見て、涙がポロポロ出た。
ポロポロ出た。
・ジーンときて涙が出た。
この一言につきる。
。
り良かった。
・先生太鼓など色々なバリエーションがあり良かった。
て≫
≪皆さんの感想 ご利用者 太鼓叩いてみて≫
・難しいね。子供たちよく覚えているね。
れしかった。
・周りの子供がうなずいてくれて、
とてもうれしかった。

み

介護予防大交流会

すみれ会 伊藤典子

１１月２４日に、東京都介護予防推進支援センター主催の『介護予防
大交流会』が、錦糸町マルイの８階ホールにて開催されました。各地で
様々な介護予防活動が行われています。 その中から１６組が選ばれ
舞台発表と展示発表を致しました。 私達すみれ会の『ダンス』
も舞台発
表に選ばれました。 しかもプログラム第一番目、そして、３００人近い
大勢の観客の前で踊るのですから、そりゃあ緊張しましたが、せっかく
の機会と思い皆で楽しんで踊りました。 世界が注目している超高齢化
社会日本。 行政に頼るばかりでなく、地域のきめ細かな介護予防活動
がとても重要な時代になっています。 わざわざ『介護予防活動のため
に』ではなく、普段当たり前にしている事が『介護予防になっている』
と
言う事が望ましいです。ヒントは身近にあるはず。
今こそ地域の力が大切です。 地域全体で取り組み『高齢者みんなが元
気な明るい町『 立 ３！！ 』を目指しましょう。
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立三餅つき大会

≪皆さんの感想 子供達より≫
・おじいちゃん、おばあちゃん沢山いて緊張した。
・すごく楽しかった。 またやりたい。
・子供がご利用者に教えている姿みて、泣きそうになった。
・練習している時から楽しかった。
≪皆さんの感想 引率者から≫
・大成功。 ・感動した。
・子供たち、大人、ご利用者一緒に楽しめたすごくいい企画。
・また楽しめる企画にしたい。

１２月１７日(日）、風の強い寒い日でしたが、元徳稲荷神社前で恒例
の立三餅つき大会が元気よく行われました。 前日用意したもち米、豚
汁の材料を使い早朝、７時過ぎより準備に入りました。それとは別に、
８時より子供会、青年部をはじめとする町会有志の方が集まり会場の
準備を行いました。準備の整った９時過ぎより、餅つきがはじまりまし
た。１０時過ぎになると一般の方も参加して、歓談の中つきたてのお餅
出来立ての豚汁を食べて年の瀬の楽しいひと時を過ごして頂きました。
また、この頃になると木瀬部屋力士の方の応援も入り一層餅つきに拍
車がかかりました。１２時過ぎには餅つきも一段落、後かたずけとなり
ました。 寒い中皆さんご苦労様でした。

墨田区では、
「シティプロモーション 人とつながるすみだ」をテーマに地
域のふれあい活動、人とつながるすみだの地域活動を取材しています。
上部記事の、出張太鼓 と 餅つき大会 が取材対象となりました。
取材内容は、J:COMチャンネル１１ＣＨで１月７日より１３日の間、
１２時と２０時の ”ウィークリーすみだ” で放送されます。ぜひご覧くだ
さい。ＤＶＤの貸出もあるとの事ですので後日貸出しを検討致します。
墨田区のシティプロモーションに関する情報は、次のURLでご覧ください。
https://cp.city.sumida.lg.jp/charm̲of̲sumida/14.html

ボウリング大会

子供会

谷川伸人

１１月２３日（木）アイビーボウル向島にて立川３丁目ボウリング大会
が行われました。 下は２歳から上は８５歳（永遠の１８歳）まで、総
勢４４名の参加で大いに盛り上がりました。 秋田さんの始球式、スト
ライク？ と思わせる投球でしたが残念ながら９本！ ・ ・ ・
各人、２ゲームずつ行いトータルスコアー（年齢ハンデあり）の結果、大
人の部では澤井さんが、子供の部ではさくみちゃんが、親子で優勝され
ました。 大人も子供も目移りする豪華景品に、
どれにしようか迷う姿に、
おおいに盛り上がりました。 今年は町会幹部の方の都合が合わず、少
ない人数での開催となりましたが、老若男女が集える町会の親睦の場
として、来年以降も皆さんの意見を聞きながら開催していきたいと思い
ます。 ”初夏の「新会員歓迎バーベキュー大会」
と合わせ、秋のイベン
トとして、定着するとよいですね。”
立三だより 平成２９年１２月

