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（大島中央町会だより）

  ４月   春の全国交通安全運動    ４月６日～１５日     交通部  

去る４月６日～４月１５日に「春の全国交通安全運動」が

行われました。当町会も交通部を中心に地区部長や女性

部が協力して地下鉄大島駅交差点で交通整理等を行い

ました。毎回思う事ですが、無謀自転車運転には怒りを覚

えます。「あなたは事故を他人事と思ってませんか？」 
  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  舘野防火部長が町会初の防災士の資格を取得      防火部   

この度防火部長の舘野盛夫さんが当町会としては初め

て難関を突破し「防災士」の資格を取得されました。 

防災士とは 

日本防災士機構が認証する民間資格で、「“自助”、“互助”、“協働”
を原則として、社会のさまざまな場で、減災と社会の防災力
向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意
識・知識・技能を有する者として認められた人」 

  

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

  ４月  大島中央町会総会 ４月２９日（祝）    大島中央町会会館にて   

 大島中央町会平成２８年度総会は４月２９日（祝）正午より町会会館にて開催されました。町会会員数１３９

０のうち、出席１０２・委任８１６と会員の過半数以上に達して総会が成立しました。 

 荻野総務委員の司会の下、まず熊本地震の被災者の方々に黙祷が奉げられました。狐塚実行委員長・鈴木会長

の挨拶の後、瀬田常任相談役を議長に選出し議事に入りました。議事は①平成２７年度事業報告、②同会計報告、

③平成２７年度会館特別会計決算報告、④平成２７年度会計監査報告、⑤平成２８年度事業計画並びに予算案一

括審議の順に承認が求められ、満場一致で採決されました。 

 最後に先年逝去された山崎副会長の長年にわたる功績を称えた表彰式が行われ総会は無事に終了しました。 

 その後の懇親会では、各地区毎に設けられた宴席で和やかな歓談が続きました。その席上秋元司衆議院議員・

若林しげる区議会議員より総会成功のお祝いのお言葉を頂くことができました。 
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☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  ５月  大島旧中川そらまめ祭り     ５月１４日（土）、１５日（日）      

 江戸時代市中に広がった中川原産と言われる「そら豆」にちなんだ、「第３回そらまめ祭り」が５月１４日、

１５日両日にわたり旧中川「川の駅」周辺で開催されました。通年通り河原ステージで「江戸芸かっぽれ」や、

「和太鼓」、「明治大学マンドリンクラブ」等の演奏があり、江戸河岸市場では当町会有志による『カレー南蛮』

模擬店が出店しました（１４日のみ）。５部の今野シェフが腕を振るった肉たっぷりのカラー南蛮は、オジサン

の色気無しダミ声呼び込み（記者）をものともせず（来年は女性の呼び込み担当を切望致します･･･）、数時間で

完売となりました。 

     

 今回記者が参加したのは模擬店の活動のみでしたが、「そらまめ祭り」には様々なイベントがあり、メインの

「そらまめ販売（数量限定）」のほか、「モーターボート」、「クルーザー」、「屋形船」に乗る『そらまめクルージ

ング』や、『カヌー体験』、『ガイド付き街歩き』などが楽しめます。次回はそちらの方にも参加してみたくなる

「そらまめ祭り」です。担当のみなさんお疲れ様でした。 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  ５月  春のクリーン作戦      ５月２９日（日）      衛生部      

カラッと晴れ上がった５月２９日の午前９時、新大橋通りの歩道（南北両側）を中の橋入口から亀出神社まで

春のクリーン作戦が開始されました。最近の傾向としてゴミは少なくなっているそうですが、金谷副会長、川上

衛生部長をはじめ９名の衛生部の方々は手慣れた様子で、吸殻、紙くず、空き缶などを回収していきます。最終

的にポリ袋で３個分のゴミを回収し、亀出神社の集積所にノボリと共に配置して清掃局の回収を待ちます。衛生

部のみなさんお疲れ様でした。 
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  ６月  消火隊合同訓練      ６月５日（日）       防火部      

 ６月５日、堅川親水公園で城東消防署管内１５消火隊合同の防災訓練が実施されました。参加人員は１２７名、

大島中央町会からは狐塚副会長、舘野防火部長以下８名の防火部員が参加しました。当日の朝は大雨が降りまし

たが、消火隊の訓練は常に「雨天決行」です。８時半、記者が舘野防火部長に携帯電話で恐る恐る「やるんです

か？」と問うたところ、「決行です。今亀出神社から出発するところです」と即答があって感動いたしました。

記者は遅刻しましたが････ 

 ところで訓練時使用した消火ホースをどのように再利用（再び使えるように）するのか、ご存知の方は少ない

と思います。実は消防署で引き取って完全に乾燥させ、キチンと巻いてから、各消火隊に引き渡されます。そう

でないと所定の機能が果たせないのです。大変な労力だと思いますが、合同訓練の最後に消防署員の方が、「連

絡しても中々（ホースを）取りに来てくれない隊もあるので･････」と笑いを誘っていたのが愉快でした。防火

部のみなさんお疲れ様でした。 

   

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    ６月  親睦旅行 ６月１１日（土）～１２日（日）     伊東温泉       

  

今年の町会旅行は｢海の幸を楽しむ伊東温泉｣一泊二日の旅でした。両日天候に恵まれ、町会会員皆様の日頃の

行いが証明された二日間となりました。１１日の午前７時半(通年より３０分早く)、２台のバスに分乗した５０

名の参加者は、秋元衆院議員、榎本江東区議にも見送られ、アサヒビール神奈川工場(南足柄市)に向かいました。

ところが『早く飲みたい』気持を裏切るように事故が発生し(東名高速道)、ビール工場見学が約１時間遅れた、

のですが結局、通常は２杯までのビール試飲が、新製品アピールで３杯まで OK という幸運に恵まれたのです！

どうせバスの中でも飲んでいたのだろうって？ご想像にお任せします… 

    

次いでほろ酔い加減の皆さんは御殿場で昼食を取りました。海の幸とは別の、おいしい食事でした(もちろん

お酒も頂きました)。伊豆の伊東温泉『ホテル聚楽』は小高い山の上にある高低差の大きなホテルでした。大浴

場は２階に露天風呂は３階にあります。皆さん早速一風呂浴び、そして宴会です。海の幸はもちろん、かくし芸

大会(１部の針谷雅子さんが江戸かっぽれ『深川』で優勝)、クイズ大会(２部の阿部美和子さんが最多得点で優勝)
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等、大いに盛り上がったひと時でした。 

   

      

２日目の朝はホテルのバイキング料理もそこそこに修善寺の『虹の里』を目指しました。この時期は「花しょ

うぶ」と「あじさい」が絶品です。皆さん写真を取り合ったり、記者の前で進んでポーズを取ったり、大満足の

ご様子。また『虹の里』は 15 インチ(38cm)軌道のロムニー鉄道(英国に実在)が実際の蒸気機関車やディーゼ

ル機関車で運行されています。模型のような本物の鉄道です。「鉄チャン」だった記者はすっかり興奮してしま

いました。最後は JR 三島駅前『楽寿園』。駅前などという語感から程遠い重厚な庭園でした。池の水位が地下

水の水位と連動しており、ほとんど枯れた状態のまま公開しているところが、なにやら警告じみて意味深長です。 

    

帰りの車中はお察し通り、カラオケ、ビンゴゲーム(一部でアルコール)があって、無事に大島に帰って参りま

した。皆さん次回も参加いたしましょう。それでは来年まで！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    ６月  エコツアー ６月２１日（火）     森ケ崎水再生センター       

平成２８年６月２１日、大島町会連合会の環境学習会として大島地区九町会が参加して日帰りエコツアーが実

施されました。中央町会からは鈴木会長、狐塚副会長、水戸三部女性部長、と三部星野さんが参加しました。 

昨年までは排気ガスが少なく環境に優しい「てんぷら油（廃油）で走るバスで行くツアー」として 10 年位前

から実施していましたが今回はガソリン車に替わってしまいました。 

今年は国内最大の規模である大田区の「森ケ崎水再生センター」の見学でした。ともかく圧倒される規模でび

っくりしたり、感心したりの連続でした。同所の稼働開始は昭和４１年で、面積は４１５，３０９㎡有り、水力

発電所（電力を販売）やメタンガス利用発電設備を運営。又、敷地を利用して賃貸ビルや駐車場経営も行って水

再生の費用（１億円/月）は税金に頼らず全てこれらの売上で賄っているとの事です。処理の仕組みは①下水道

管で汚水を集め、②ポンプで上に汲み上げ、③再流下させ、④巨大沈殿池（１００ヶ所以上有）を幾つも通って

濾過させ、⑤東京湾に放流します。水処理は一切薬剤を使用せずに自然沈殿させ、全ての処理を生物に任せてい

る汚泥の処理施設や発電所を含めて大変勉強になりました。 
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水の再生センターは午前中で見学を終了し、横浜中華街でランチタイム。午後は横浜三渓園（国の名勝指定）を

見学しエコツアーを終了しました。 町会連合会の「日帰りバスツアー」は「エコツアー」の他に「清掃設備見

学ツアー」も年一回実施していますので機会が有りましたらご参加下さい。 

   

  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    ７月  非行化防止夏季パトロール ７/２１～８/２２     防犯部     

 一年を通して犯罪が一番発生しやすい時期と言えば夏季休みではないかなと思われます。わが中央町会も地域

の自治会、ＰＴＡ、学校等と連携を持ち、巡回パトロールを７月２１日より８月２２日の間に６回の巡回予定で

中の橋商店街、高速高架下、６丁目団地、丸八、中央銀座、６団、第２大島中学校周辺等の見回りを主体にパト

ロールする事となりました。初日の７月２１日は雨天の為中止となりましたが、２回目の７月２５日はシティー

コート大島自治会２号棟集会所にて大島中央町会役員、防犯、防火、青少年部，地区部、シティーコート防犯役

員，第２大島中学校の校長先生、ＰＴＡの皆様、総勢３７名が集結して各 A 班、B 班、C 班に分かれ午後９時

にパトロールが始まり午後１０時頃までに皆様が集会所に帰ってこられました。パトロール中の意見としては、

一番多かったのは無灯火の自転車運転、２番目はスマホをしながらの自転車運転等のようでした。初日に関して

は犯罪につながるような事はなかったようでした。 

これから長期間の夜間パトロールですが、大島の青少年保護の為にこれからも皆様のご尽力をお願いします。   

本日はお疲れ様でした。 

     
 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

    ７月、８月    薬 剤 散 布           衛生部       

当町会では毎年７月と８月に各１回、蚊の発生や駆除をする為に薬剤散布を行っております。今回は３部地区

に同行取材をして来ました。朝７時に町会会館に５名が集合、薬剤を満タンにし各持ち場に付いて散布開始！歩

行者や自転車等の妨げにならない様に気を配りしながらの散布は中々大変です。「おはようございます」「ご苦労

様です」と声を掛けて頂き、ありがとうございます。路地に入って行きますと「この奥の方までやって下さい」
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と言われ、喜んでやりました。この様に期待してくれる方も沢山いらっしゃいます。嬉しい事です。休憩も兼ね

て薬剤の補給です。すでに体は汗でびっしょりです。やはり夏は暑い（当たり前）。さあ、後半の出発です。３

部では一部マンションから散布要望が出ておりました。この日は管理人さんが早く来てドアを開放して待ってお

られました。早速、ロビーや通路を汚さない様に注意しながら散布をしました。町内には「ここは散布しないで

欲しい」と言う所も数ヶ所有りますが、長年散布作業をしている理事は承知していますので散布はしません。終

盤は薬剤が少し残っておりましたので多めに散布して会館に戻りました。タンクを清掃して約１時間半で終了し

ました。聞くところによりますと、薬剤の入手が困難な為に来年からは在庫分での散布になりそうです。いつま

で出来るか解りません。 

     

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

  ９月  区民祭り北部地区懇親カラオケ大会   ９月１０日（土）    

 

９月１０日（土）に江東区民祭り大島北部地区懇親カラオケ大会が第二大島小学校体育館にて開催されました。午後４

時半からの予定を１０分繰り上げ子供の部が始まり１４組４７名が熱唱しました。最近のお子様は歌が上手ですが残念ながら

記者には理解の出来ない曲ばかりでした。そんな中「あずさ２号」を歌う子が登場した時は年齢が高めの客席から、どよめきと

共に万雷の拍手が起きました。当町会からは「大島中央野球部」の子供たちが２組出場しました。５時半からは大人の部とし

て３２組の方々が自慢の喉をご披露されました。当町会からは 7 部の藤田さん、６部の堀江さん、３部の棚橋さん、２部の塩

田さんが出場されました。 

           

カラオケの途中では和太鼓「若竹太鼓（６丁目団地）」の演奏とチアリーディングチーム「LITTLE SUNS」の演技を楽しみま

した。８時から開始されました恒例の抽選会で会も最高潮に達し、会場の皆さんは番号が呼ばれる度に歓声をあげておられ

ました。当町会からの参加者も多くの方が当選し満足げに帰路に向かわれました。当町会鈴木会長賞の自転車は北砂町か

ら来られた佐藤さんが見事引き当て商品に乗ってお帰りになりました。 
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 尚、裏方として当町会は受付、売店、カラオケ受付等に参加しカラオケ大会を陰から支えました。ご苦労様でした。 

          

   ☂ ９月   区民祭り大島フェスティバル パレード    ９月１１日（日）    

９月１１日（日）に開催を予定しておりました第３３回江東区民まつり大島フェスティバルパレードは残念ながら天候不良の

為中止になりました。７時に開催された会議では①参加者に幼稚園児・小学生が多くいる。②鼓笛隊を含め楽器が雨に弱

い。③流し踊り衣装の水濡れ。等の理由でパレードの中止が決定したそうです。パレードは中止になりましたが１０時から総合

区民センターレク・ホールで「かっぽれ」（８０人）・「よさこい」（５０人）・「サンバ踊り」（８０人）の演技が披露されました。会場は

多くの方々が演技をされるにはかなり狭かったので見物の方も全員は入れないような状況でした。しかし、わずか１時間半の

限られた時間内で演技者の方々の見事な技に見物のお客様も満足のご様子でした。特にサンバ踊りのファンは前列に陣取

り、踊り手との予想外の近さに驚き、かつ喜んで盛んにシャッターをきっておりました。サンバファンは区民よりも遠方の方が多

いように見受けられました。「よさいこい」の演技者が「外で踊りたかったなあ！」と言っておられたのが印象的でした。 

     

   

 来年は９月１０日のパレードを予定しています。「晴れるといいな。きっと晴れるさ」 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆い☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

   特報     大島がＴＶ東京「アド街ック天国」に登場           

 江東区民祭り“北部地区懇親カラオケ大会”の挨拶の中で榎本区議会議員より「大島地区がやっとアド街に出

ます」と発表が有りました。放送は１０月２２日（土）21:00～22:00 ですが撮影はそろそろ始まるそうです。

近々カメラがお近所に参ります。ゴミ出しもお化粧をして、決してパジャマ姿で出て行かないでください。 
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   ９月     乗ったら、あなたもドライバー         交通部      

９月２１日より９月３０日までの１０日間秋の全国交通安全運動が始まります。自転車の交通事故が多発して

います。平成２７年度城東警察管内にて大型トラックによる死亡事故が３件発生しています。自転車は道路交通

法上では「軽車両」です。車両の中で免許無しで運転出来るのが自転車です。事故を起こすと大きな責任を負う

事になります。   ルールを守り正しく乗り、無事故・無違反で明るい家庭を 

自転車禁止事項 ①遮断踏切立ち入り ②ブレーキ不良（未装備）自転車運転 ③傘差し運転 ④携帯電話使用

運転 ⑤イヤホーン等使用運転 

自転車安全利用５則 ① 原則車道走行（自転車通行可の標識が有る所は走行可） ②車道は左側を通行 ③歩

道は歩行者優先で車道寄りを徐行 ④安全ルール 1)飲酒運転禁止 2)２人乗り運転禁止 3)並進走行禁止 4)夜間点

灯 5)信号無視 6)一時停止 ⑤子供はヘルメットを着用 
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   特集         一緒にギターを弾きませんか           

 町会会館を存分に活用している有志の方々がいま

す。今回紹介するギター部もその一つです。昨年１１

月から月２回（隔週木曜）の活動を始め、現在部員は

６名。部長兼先生の２部阿部賢一郎さんに伺いました。 

Ｑ。どのような部ですか？「楽しく演奏するのが基

本です。その為にみっちり勉強（演奏法など）します」 

Ｑ。目標は？ 「ギター部員による演奏会を計画し

ています。今もその課題曲を練習している最中です」 

そして二つの課題曲「長い髪の少女」「この街で」の

練習を見せて頂きました。各部員がそれぞれ違うパー

トを演奏して中々のハーモニーです。ぜひ演奏会でご

鑑賞あれ。午後七時半から約二時間、会館での練習を

終えたギター部の皆さんは、各々の愛器を抱えて喜々

と２次会（呑み会）へ消えて行きました。ギターに興

味のある方、どうぞ２部阿部さんにご連絡下さい。 

   

 

編 集 後 記 

 昨年「国勢調査」のお手伝いを致しました。路地裏からビルの屋上まで担当地区を何回も何回も歩き回りました。気付いたのは

表札の無いお宅の多い事。郵便屋さんや宅急便屋さんは凄いと思いました。果ては郵便受けをテープで塞いでいる家（部屋）も有

りました。手紙が来たらどうするの？ 

「町会かわら版」は印刷の関係で毎回会員数よりも多めに作ります。町会員で無い方々にも読んで貰いたいと思いますのでご近

所に配って頂けるならばどうぞご下命下さい。 


