平成３０年２月号

定例役員会

総務部発行

地区部会について

平成２９年度第十一回定例役員会が２月１３日（火）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）地区部会について
（２）東京マラソン2018で勝手に声援を送る会について
（３）その他

歳末警戒パトロール
立川菊川七ケ町、一斉歳末警戒パトロールは平成２９年１２月２６
日（火）〜３０日（土）の５日間行われました。 立川三丁目町会では、
１２月の２６日（月）〜３０日（金）の５日間、20時半より歳末警戒
パトロールを行いました。５日間を通して８０名程の方々に参加頂
き無事行うことができました。役員のみなさん、専任理事・理事のみ
なさんをはじめご参加・ご協力頂いた方々、寒い中ご協力有難うござ
いました。 お陰様で、町内は街灯の不備などもなく、特に異常なく
平穏な新年を迎えることが出来ました。

平成２９年度を振り返り
平成３０年に入り、節分も終わりちらほらと春めいた話題が届く時期
となり、平成２９年度も残り１か月を残すになりました。この一年を
振り返り町会事業の実績を報告いたします。平成２９年度の町会事
業は、平成２９年４月１１日に行われた定例役員会・総会により事
業計画が承認されスタートしました。例年通り定例化している、資源
回収、長寿会、役員会、幹部会などは、ほぼ毎月行われました。その
他の事業については以下の通りです。
４月

4/6 〜 4/10

春の交通安全運動

５月

5/14

新発田市、安兵衛公園に観光ツアー

５月

5/21

クリーンキャンペーン

５月

5/21

子供会・青年部新会員歓迎会

５月

日本赤十字社

６月

夏祭り準備開始

寄付活動

７月

7/21 〜 7/31

ラジオ体操会

７月

7/22

立川菊川フェスティバル

７月

Vol. １３８- ２０１８/２

町会長辞任に伴い、新町会長選出を行うため１月１７日の役員会に
おいて町会長選出規定に従い「町会長推薦委員会」が召集されまし
た。 推薦委員会 委員長：１部金子英邦氏、副委員長：３部荒井
肇氏、７部森千秋氏、委員：各部専任理事の１０名が決まりました。
その後、１月末より各部地区部会が開かれ地区毎に町会長の推薦
が行われます。 推薦委員会では、各地区の情報をまとめ候補者の
方に承諾を頂き、３月の役員会で発表し承認を頂き決定となります。

東京マラソン２０１８

応援しよう！！

東京マラソン２０１８は、２月の２５日(日）、昨年同様のコースで
行われます。交通規制など十分にお気を付けください。さて、立川菊
川地区では昨年同様「東京マラソン2018で勝手に声援を送る会」を
立ち上げ、１８Ｋｍポスト付近（千歳三丁目交差点付近）に拠点を置
き応援することになりました。応援拠点では、区より支給される手旗
お茶などを用意して応援される方のサポートを致します。
（ 手旗の支
給：９時より） 皆さんの参加をお待ちしています。
ランナー通過時間
は、９時半頃〜１２時頃までとなります。

元徳稲荷神社 節分祭
平成３０年２月３日（土）元徳稲荷神社境内で、町内の方々をはじ
め、近隣町会の方々など大勢参加頂き、元徳稲荷神社総代会主催に
よる「元徳稲荷神社節分祭」、豆まきが行われました。 開始予定時
刻の夜７時前から、お父さん、お母さん、子供さんが集り、境内の外
まで熱気があふれていました。 戌年の今年、年男、年女で参加され
た方は総勢１０名の方になります。１０部の山口謙二郎さん、９部
の髙橋初子さん、谷村忠行さん、４部の森下裕之さん、 子供会より
瀬川文矩君、澤井咲実さん、山菅奏太君、漆村心愛さん、橋本隆君、
的場日菜さんです。 『福は内』の一声で豆まきが始まると子供さん
は豆を受け取ろうとポリ袋を頭の上にかかげていました。 年男、年
女の方総勢１０名の方も”ふくわうち”、”おにわそと”の掛け声も大き
く豆まきを行いました。 豆まきの後子供さんにはお菓子が配られま
した。 今年もみなさんに、”福”が訪れます様に願っております。

地域力向上推進事業助成、テレビ購入

８月

8/19 〜 8/20

ストリートジャズフェスティバル

８月

8/26 〜 8/27

夏祭り・盆踊り

９月

43345

鉢洗い・ミドリコミュニティー

９月

9/16

敬老の日お祝（１５３名）

９月

9/21 〜 9/30

秋の全国交通安全運動

１０月 10/11 〜 10/20

全国地域安全運動

１０月

赤い羽根共同募金

１１月 11/5

中和地区五ケ町合同防災訓練

１１月 11/9 〜 11/15

秋の全国火災予防運動

１１月 11/23

ボウリング大会

１２月 12/1 〜 12/7

年末不法投棄防止パトロール

１２月 12/17

餅つき大会

１２月 12/24

会館大掃除

１２月 12/26 〜 12/30

歳末警戒パトロール

１月

新年会（アンフェリシオン）

1/14

また、その他地域の有志の方により、定期的に各種の活動が行われ
ています。公園愛護協定による”公園清掃活動”、元徳稲荷神社”境内
の清掃活動”、コミュニティガーデン委員会”公園花壇の整備”、長寿
会の方を中心とする”見守り活動”、ゲートボール、フラダンス、健康
体操、
ヨガ教室、カラオケなどです。さらに、今年は「子供の太鼓演奏」
に関連して地域での世代間を超えた活動が取り上げられ、区の広報
ビデオに採用されるなど若い方の活発な活動が目立ちました。

小学校ご入学・中学校ご卒業のお祝について
立川三丁目町会では、町会員のお子さんで今年
の春、小学校にご入学されるお子さん並びに中
学校をご卒業のお子さんにお祝をご用意してい
ます。 ご案内の回覧が回った際には、お名前
をお書き頂き申請してください。
●小学校入学 お祝の対象となる方は
立川三丁目町会 町会員のお子さんで
該当年度の４月に小学校に入学される方
●中学校卒業 お祝の対象となる方は
立川三丁目町会 子供会に３年以上所属されている会員で
該当年度の３月に中学校を卒業される方
尚、マンションにお住まいの方、町会員ではないが子供会に入会さ
れている方、回覧の回らなかった方などで該当されるお子さんがお
いでになる場合は、子供会、総務もしくは、各部理事さんにお申し出
ください。
問合せ先 本田守孝 電話 ０３−５６２５−９１９９
立三だより

平成３０年

２月

立三だより

平成３０年

２月

平成３０年立川三丁目町会新年会

平成３０年の立三町会新年会は、１月１４日(日）
亀戸アンフェリシオン
６階で行われました。田村副会長の司会で、午後６時半より始まり、
井口町会長代行のご挨拶、大鳥居宮司のご挨拶を頂いた後、伊豆監
査役の音頭で、皆様の健康と繁栄を祈願し乾杯が行われました。し
ばらく歓 談 の 後、区で制 作した映 像 の 放 映を行 いました。これ は、
J:COMで放送されている、墨田区広報番組「ウィークリーすみだ」の
映像です。
「ウィークリーすみだ」は毎週日曜日に更新され昼の12時
と夜の20時に放送されるものです。すみだのシティプロモーションの
取り組みを取材した特集「人をつなぐ思いをつなぐ」の中で、青年部
の久保田さんをはじめとする町会の方々の活躍が取り上げられたも
のです。第二部は恒例の余興（カラオケ）が行われ、予定時間を過ぎ
るほどの方が自慢の歌声を披露、場を大いに盛り上げて頂きました。

資源回収
１２月度の資源回収は、みな様のご協力のもと１２月９日（土）に行
われました。また、１月度の資源回収は、みな様のご協力のもと１月
１３日（土）に行われました。二ケ月分で、段ボール、新聞紙、雑誌等
合わせ、４,６３０ｋｇでした。金額にして４４,３３０円の収入を得
ています。今後ともご協力のほどよろしくお願い致します。

立三だよりについて
立三だよりは、前任者により平成１５年６月に第１号が発行され、は
じまり平成２１年３月の第６４号まで続き休刊となりました。 その
後、現在のスタイルで、平成２３年６月に再開、第６５号を発行し現
在に至っています。 立三だよりは、区の助成制度「コミュニティー機
関紙助成金」を活用し毎月発行してきたものです。 「コミュニティー
機関紙助成金」
とは、コミュニティー活動の推進を図るために、コミュ
ニティ機関誌を発行する町会などに経費の一部を助成されるもので
す。 立川三丁目町会での平成２９年度の助成金は、
「立三だより」
を平成２９年度１０回以上発行することの約束で申請しているもの
です。 平成３０年２月号をもって年度の約束、
１０回が終了します。 よって、これを以て、
「立
三だより」は一時休刊とさせて頂きます。 長い
間ご購読戴きありがとうございました。
尚、バックナンバーについてはしばらくの間、ＨＰ
でご覧頂けます。 ご利用頂ければと思います。
URL http://tatesan.info

町会会館の予約について
長年ご利用頂いているネットでの会館予約について操作手順を変更
しました。 従来、皆さんから予約登録はできたのですが、変更、削除
が出来ませんでした。 今後は、変更、削除も自由に皆さんでできるよ
うになりました。 但し、パスワードが必要となります。 パスワードは、
予約登録の際、
ご自身で決め入力して下さい。 削除、変更には、この
パスワードが必要です。パスワードを忘れないよう十分にご注意くだ
さい。忘れた場合は、お問合せ下さい。
操作は、次のURLからできます。 URL http://tatesan.info

今後の予定
幹部会

町会会館

２月２４日（土）

１９時

２月２５日（日）

東京マラソン

立三健康体操

町会会館

２月２５日（日）

１０時

資源回収

町会会館

３月１０日（土）

８時半

長寿会

町会会館

３月１０日（土）

１２時

役員会

町会会館

３月１２日（月）

１９時

安兵衛公園ライトアップ

３月２５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。小雨決行いたします。
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３０年 ２月

