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明けましておめでとうございます。

第62号

各町会の新年会開催のお知らせ

箱崎北新堀町会

１月２５日（金）１８時００分～

ＴＣＡＴさくらにて

箱崎二・三町会

２月 ６日（水）１８時００分～

ＴＣＡＴ龍鳳にて

箱崎町箱四町会

１月２４日（木）１８時３０分～

ＴＣＡＴ龍鳳にて

お誘い合わせの上、お越し下さい。

町会員の皆様には輝かしき良き年と

なります様、お祈り申し上げます。

新年そうそう余談になりますが、江

戸時代も後期、庶民の会話です。

「熊さん、いつも元気だねー。いくつ

になったね」

「生まれた元号は覚えちゃいるが、こ

の年まで何回変わったか忘れちまった。

いくつになったか数えられねー」

その当時の幕府役人も西暦の事は

知っていて、事務処理の軽減の為に採

用を真剣に話し合ったそうです。我が

町会に90と半ばの元気な先輩がおられ、

大正、昭和、平成、そして新元号。先

程の余談で申し上げれば、この先輩は

ご自身の年齢は間違いません。当たり

前です、本当にお元気です。

私自身、以前は自分の年齢は昭和何

年生まれを尺度に考えていましたが、

これからは西暦で数えた方が？ 2019

年引くことの1945年？

さて、箱崎三町会は昨年の諸行事も

無事に終了し、皆様のご協力に感謝申

し上げる次第です。今年の諸行事は別

として、将来に向けた町会運営の課題

は、次の三点に絞られると思われます。

①いざと言う時の為の防災対策、訓練

②箱崎公園を中心とした、子育て環境

の整備協力

③高齢化問題への町会としての対応

大規模震災については町会での対策

も限界があり、我々に出来ることは訓

練しかありません。子育て環境につい

ては、都心区特有の問題もふまえ、保

育園児の野外活動への協力、箱崎公園、

シティターミナル歩道橋で登校時見守

り活動等行っておりますが、ニーズを

先取りした活動も考えていきたいと

思っております。

最後になりましたが、高齢者対策に

ついて町会が出来得る事は何かです。

中央区においては高齢化率（全人口に

占める65歳以上の割合）は23区中最下

位につけております。30歳代、40歳代

の人口流入が多く、将来20万人を目指

す夢の街づくりが進められております。

しかし、高齢化率は下がっても、高齢

者の人口は着実に増え続けています。

中央区の高齢者対策に協力しながら、

町会独自の暖かい見守り事業を展開し

ていきます。

昭和40年代迄、住民同士の連帯の象

徴である隣組も消滅しました。それに

変わるものが、一棟のマンションであ

りましょう。箱崎全体を見ても、90%

を越える集合住宅居住率を考えれば、

集合住宅一棟こそが隣組の役割を果た

す時代がやって来ました。その手伝い

を町会として担っていきたいと思って

います。

どうぞ今年も町会員お一人お一人の

ご指導、ご協力をお願いし、年頭の挨

拶と致します。

箱崎三町会 当番町会

箱崎町箱四町会 町会長 増渕一孝

新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます新年あけましておめでとうございます

本年もよろしくお願い申し上げます本年もよろしくお願い申し上げます本年もよろしくお願い申し上げます本年もよろしくお願い申し上げます

昨年は富岡八幡宮二の宮渡御が執り

行われました。私たち箱崎（箱崎・新

川地区 七部会）は箱崎セブンスター

マンション前から永代橋を渡ったとこ

ろまでのコースを渡御しました。あの

荘厳な二の宮神輿が立派に永代橋を渡

り切れたのも皆様のご協力の賜物と

思っています。町会役員・婦人部の皆

様、裏方の仕事を快く引き受けて頂き

ありがとうございました。箱崎睦会の

皆様、大勢の担ぎ手がいる中での神輿

運行警備ありがとうございました。そ

して神輿の担ぎ手・水掛け役として見

守っていただきました町会の皆様、神

輿を無事に担ぎきって頂きありがとう

ございました。関係者の皆様には感謝

の念に耐えません。

本年は富岡八幡宮子供神輿連合渡御

が執り行われます。この地域の伝統文

化を担う次世代の子供達にとって素晴

らしい子供神輿連合渡御になるよう心

から願います。新年にあたり私も神輿

総代の一員としてこの伝統文化を全力

で継承していくことを心新たにしてい

ます。本年も昨年同様よろしくお願い

致します。

箱崎二・三町会 神輿総代 宮田二郎
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箱崎SCでは
メンバーを
大募集中！

東京都一般社会人大会
昭島市くじら運動公園 にて

秋～冬～春の活動用に
新たにジャンパーを作りました。

ただ今、男の料理中です！

箱崎睦会への入会お問い合わせは、 中央区大江戸まつり盆おどり大会
各種イベント開催時などに遠慮無くどうぞ いっしょに盆踊りを踊りましょう！
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秋季東京都一般社会人

ソフトボール大会ベスト16

箱崎SCの永富です。各町会の皆様方

におかれましては、いつも多大なる御

協力ならびに御支援を頂き誠に有難う

ございます。この場をお借り致しまし

て厚く御礼申し上げます。

お陰様で箱崎SCは春季中央区ソフト

ボール大会において優勝を飾り、中央

区代表として秋季東京都一般社会人ソ

フトボール大会に出場しました。

東京都一般社会人大会と、5月に出

場した都民大会の違いについて簡単に

説明します。東京都一般社会人大会は

全国大会につながる大会のため、グ

レードの高い大会です。都民大会は各

区、市町村毎の体育大会の一貫として

の大会であり、仮に優勝しても全国大

会への出場資格はありません。東京都

一般社会人大会は東京都の最強のチー

ムを選出する大会であり、最高峰の大

会と言えます。

箱崎SCは東京都一般社会人大会1回

戦を勝利し、ベスト8をかけて過去に

準優勝の経験もある、あきる野市代

表・多西クラブと激突致しました。こ

の試合は、非常に厳しい戦いとなりま

した。

相手チームは投手の投球スピード、

第13回

箱崎バーベキュー大会

昨年11月11日（日）、箱崎睦会主催

の第13回箱崎バーベキュー大会が開催

されました。

前回は165人という過去最高の参加

人数での開催でしたが、今回は100人

前後と、落ち着いた雰囲気の中での開

催となりました。箱崎バーベキュー大

会は、箱崎睦会会員も含めみんなで楽

しむイベントです。ゆったりした流れ

で準備出来る人数というのも良いもの

です。

当日は日照がわずかで晩秋の雰囲気、

ご参加の方々は実に和やかに、箱崎公

園の秋の雰囲気を楽しんでおられるよ

うに見えました。

また、今回は前回と比べてメニュー

を厳選しました。牛・豚の焼き肉、フ

ランクフルト、焼きそば、野菜炒め、

イカ焼き、枝豆、お新香、おでん、煮

込み、焼き芋です。焼きものはもちろ

ん全てが睦会会員による、“男の手料

理”です。シメは箱四婦人部の方にご

飯を握っていただき、鉄板で焼きおに

ぎりを作ったりもしていました。睦会

と婦人部の華麗な融合です。

準備する側としては、焼き芋用の窯

の火おこしに苦労したり、防災訓練で

使う「まかないくん」の火がなかなか

着かなかったりと、些細なトラブルに

は見舞われましたが、全体としてつつ

がなくバーベキュー大会を終えること

が出来ました。

今年の秋もまた楽しく開催したいと

思いますので、回覧や掲示板などで募

集のポスターを見かけた折には是非

チェックしてみてください。

箱崎睦会 総務 高崎清一

キレ、コントロールとも群を抜いてお

り、打者もありえない程のバットス

ピードと飛距離を誇り、一方で緻密な

バント攻撃をかけてきたりしました。

守備も全く隙がなく、完成度の高い

チームでした。攻撃時には一球毎にサ

インを出し、守備の時も一球毎に

チェックを入れ、チーム全体で勝つ事

に徹した試合運びをしてきます。ソフ

トボールクラブで、これ程までに監

督・コーチが選手たちに厳しい要求を

徹底し、その要求に必死に応えようと

する選手を今まで見たことがありませ

んでした。一昔前の高校野球のチーム

を思い出しました。一勝に対する執念

を一番感じたチームだったと思います。

全ての面において完敗でしたが、大変

勉強になった試合でした。

今季箱崎SCは、東京都の中でベスト

16に入った事は大きな進歩であり、誇

れることだと思います。応援ありがと

うございました。この一戦で2018年度

の箱崎SCの活動は終了となりました。

非常に重たい一戦を経験出来、大変

有り難く思っております。この敗戦を

もとに今年も精進し、前へ進んでいき

ます。今後とも皆様の御指導御鞭撻の

程、何卒宜しくお願い致します。

箱崎ソフトボールクラブ

キャプテン 永富啓三郎

すずめ会
―今からお稽古して夏の盆踊りに－

「すずめ会」は婦人部有志の踊りの会

です。

“盆踊りの輪に入って踊ってみたいけ

れど、振り付けが分からないから尻ご

みしてしまう…”という方も今から一

緒にお稽古すれば、夏の盆踊りシーズ

ンに間に合いますよ。

「すずめ会」は、毎月第四日曜日の箱

四町会の廃品回収・町内清掃の後など

に練習しています。ご関心ある方、町

内清掃に参加の折にでも婦人部メン

バーにお声がけ頂ければと思います。
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子供たちにも餅をついてもらいました

箱北町会は、3人の息を合わせて

つきたての
お餅は、
柔らかくて
とっても
美味しい！

箱四町会は、臼２台で餅をつきます

箱２・３町会も気合い入っています！

日本橋三の部地区委員の皆さん
（箱崎町のメンバー）

前日の餅米の洗米作業から始まり、
当日も巨大な蒸かし器を使って
各町会へ蒸かした餅米を配布する

「子供餅つき大会」は子供が主役です 作業を行いました。ご苦労様でした。

各町会ごとに提供される炊き出し

自慢の味付けの、うどん・そばも
餅つき大会の楽しみですね。

餅つき大会は、自然と笑みがこぼれます

子供餅つき大会

最近では目にすることも珍しい冬の

風物詩「お餅つき」が、ここでは毎年

恒例の行事となっています。

大人に支えてもらいながら杵をふ

るった子供たちが、これを毎年の瀬の

楽しみとして成長して腕もあげ、また

お餅つきの風習が繋がれていくのも、

この町ならではのことでしょうか。

さて経験を経て、餅つき名人となっ

た男性陣とパッキング名人となった女

性陣は今回も美味しいお餅を皆さまに

味わってもらうべく一日頑張っており

ました！

ところで毎年、炊き出しとして作ら

れるうどんとソバ、実に体が温まるう

えに大層美味であると、よくレシピを

尋ねられます。こちらは昆布出汁を

ベースにした汁に、トッピングは甘辛

く煮た油揚げ、鶏肉、かまぼこ、ネギ、

天かす、ワカメ、そして仕上げの柚子

の皮―箱四町会婦人部ならではの一品

です。

この特製炊き出しを味わったり、皆

と賑やかに立ち働きしたり、できたて

のお餅を楽しむ人々からは感謝された

りと、お手伝いとして参加するのも愉

しい伝統の餅つき大会です。「まだ参

加したことがない」という方も、新鮮

な体験ができますので今年は是非お運

びください。

箱四町会婦人部 伊藤亜紀

箱崎北新堀町会のうどん

新川のそば屋「がんぎ」のつゆを

使っています。

宗田鰹・サバ節・鰹の枯節をたっぷ

り使ってとった出汁で作ったつゆを透

き通ったまま美味しく召し上がっても

らうため、具は厳選した物のみ。

大釡のたっぷりのお湯で茹でたうど

んに、自慢のつゆをかけ、程よく甘い

煮汁の染みた油揚げ、しゃきっと茹で

た艶やかな緑のほうれん草、彩りに赤

い蒲鉾、たっぷり白い輪切りねぎを乗

せ、小さな黄色い生卵を割り入れて、

仕上げは刻んだゆずをひとつまみ。

お好みで七味唐辛子を振って、粋な

箱北のおうどん、出来上がり！

箱崎北新堀町会 岩田将東

箱崎二・三町会のうどん！

具材は牛肉、なると、ほうれん草、

ねぎ、香り付けに柚子を使います。

出汁には本つゆ（鰹、宗田鰹、いわ

し節）に、お酒と醤油と本だしを少々。

牛肉とねぎの青い部分を最初に入れ

て、肉の臭みを無くすのがポイント。

次にうどんを入れ、上記の調味料を

入れて煮込みます。

調理担当者が味見して「ＯＫ！（お

いしい）」のひと言が出れば、皆様に

お出ししています。

食した方々から美味しいと言われます

と、こちらも良かったと思ってお出し

しています。

箱崎二・三町会 炊き出し担当
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防災資機材取扱訓練の様子
磯部ガーデンで記念撮影

功労者受賞の
清水さんと

煙体験ハウスに入る参加者 朝比奈さん
煙で前は全く見えません

手探りで前へ進みます 銀座ブロッサム
炊き出し訓練の様子 にて

災害時伝言ダイヤル訓練の様子 カレーはちょっとした人気

有馬小学校防災拠点訓練

昨年の11月4日（日）、有馬小学校

防災拠点訓練が行われました。

これは、東京湾北部を震源とするマ

グニチュード7.3の地震が発生、区内

では震度6強の揺れを記録し、多数の

死傷者が発生したとの想定で行われま

した。

午前9時に近隣10町会より200名を越

える住民が集まりました。区の職員よ

り訓練の説明があり、その後参加者を

3班に分けてそれぞれのコーナーを順

番に巡る訓練が開始されました。

○防災資機材取扱訓練

体育館において間仕切りテントの設

営、バルーン投光器の組み立てを実施

しました。

組み立て後は体育館の照明を消し、

バルーン投光器の明るさを体験しまし

た。また、簡易トイレで使用する便袋

の使用体験も実施しました。

箱四町会

秋のバスハイク

平成時代最後のバスハイクは、11月

18日（日）に増渕町会長以下32名を乗

せて群馬県前橋方面へ出発しました。

旅のテーマは「すずめのお宿で舌つづ

み、全山紅葉、上州路」です。

今回のバスハイク幹事は私・横島で

す。前回までの大ベテラン寺元さんよ

り引き継ぎました。何せバス幹事は、

銀行入行以来約50年振りの事象です。

出発前日は殆ど眠れないだろうと思い

つつ、夜8時過ぎには寝てしまいまし

た。当日朝、参加者の皆さんがバスへ

乗車する際は「この人で大丈夫なのか

しら？」と不安そうな視線がちょっぴ

り気になりました!?

◇閑話休題◇

最初の訪問地は、黄檗宗少林山・達

磨寺。方位除けの守護神として知られ

ています。境内の紅葉も見頃で、門を

入ると長い石段（内山さんによると

224段あったとのこと）、皆さんはほ

ぼ全員が軽快に登り切りました。

特筆すべきは鶴巻さんです。健脚を

武器に90歳とは思えぬ速さで、あっと

言う間に登られました。体力と唄の上

手さは他を寄せ付けません。

昼食会場は、童話「舌切り雀」が生

まれた磯部ガーデンです。乾杯の発声

は、小笠原副会長にお願いし、有馬小

学校校歌の熱唱と相俟って宴席も次第

に盛り上がってきました。その後もマ

イクが一人で遊んでいることはありま

せんでした。芸達者の豊富さに改めて

驚きました。豪奢酒宴と酒池肉林が適

正なのでしょうか？

最終訪問地はぐんまフラワーパーク

です。園内にはジュウガツザクラが満

開でした。他にもサザンカ、フラトピ

アの花壇は秋一色でした。花を堪能後、

体験教室に参加しました。今回は花の

ストラップ作り。講師の説明も終わら

ぬうちに、既に吉田さんは完成させて

ました。最後に花を見ながら園内を巡

るチュウチュウトレインに乗って周遊

しました。

箱四バスハイクは全ての行程を終え、

帰路につきました。参加された町会員

の皆さんには、不慣れな幹事にご心配、

ご不安を与えてしまったと思います。

これに懲りずに今年も、来年もず～っ

と参加してください。ありがとうござ

いました。

箱四町会企画部 横島邦男

中央区功労者表彰

昨年11月3日（文化の日）、中央区

主催の功労者表彰式が銀座ブロッサム

で行われました。区内の各町会の関係

者として38名、その中で箱崎二・三町

会から2名が推薦されました。

・交通副部長 清水繁男さん

・婦人部副部長 朝比奈能子さん

おめでとうございます。

永年に亘り町会のために様々な活動

に協力していただいております。これ

からも益々のご活躍を期待しています。

箱崎二・三丁目町会 町会長 加藤恵一

○炊き出し訓練

食料・物資班が中心となり、カレー

の炊き出しを行いました。

午前11時過ぎに訓練も無事に終わり、

防災グッズのお土産を手に解散となり

ました。

災害は何時来るか分かりません。い

や、明日来るかも知れません。皆さん、

備えあれば憂い無し、です。日頃の用

心が肝心です。

有馬小学校防災拠点委員会

委員長 大塚英一

○煙体験・初期消火訓練

日本橋消防署にご協力をいただき、

煙体験ハウスおよび消火器を使った初

期消火訓練を実施しました。

初期消火訓練では、目標物に向かっ

て消火訓練を行いました。

○災害時伝言ダイヤル訓練

防災拠点倉庫に備蓄している特設公

衆電話を使用し、音声ガイダンスに

従って操作訓練を行いました。

また、防災マップアプリの普及啓発

コーナーでは、タブレットを使用して

実際の活用方法などについての説明を

しました。
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点灯式の様子
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新しく策定された中央区基本計画

2018では、基本政策の1に「すべての

人々が健康で安心して暮らせるまち」

を掲げ、その施策の目標の一つに「よ

り高い生活の質を伴って日常生活を過

ごせるよう「健康寿命の延伸」を目指

すとともに、病気や障害があっても自

らの能力を最大限にいかし、いきいき

暮らせるよう「主観的健康感の向上」

を目指すとしています。

第三回区議会定例会で一般質問の機

会を頂きましたのでその中から報告致

します。

「健康寿命」という言葉は昨今よく

耳にすると思います。「健康寿命」と

は、健康上の問題がなく日常生活が制

限されることなく送れる期間、介護を

受けたり寝たきりなったりせずに生活

を送れる期間を示します。日本は世界

トップクラスの長寿国で平均寿命

（2017年調査）は男性は81.09歳、女

性は87.26歳ですが、健康寿命（2016

年調査）は、男性は72.14歳、女性は

74.79歳となっています。平均寿命と

健康寿命との差は男性が約9年、女性

は約12年あるので、健康寿命を伸ばし

てこの差を縮めてゆくことを目指す取

組について示された施策の中から三つ

ご紹介致します。

①「データヘルス計画」

国民健康保険のレセプト等医療費デー

タの分析から、医師会や医療機関と連

携を図り、生活習慣病を発症している

方などには、その方に適した医療をア

ドバイスする環境を整えていきます。

②中央区独自の「介護予防プログラ

ム」作成中

「中央粋なまちトレーニング」という

名称の中央区独自の予防プログラムを

作成し現在いきいき浜町（浜町敬老

館）などでモニターの方に実施中です。

3ヶ月間の効果を検証した後、DVDや解

説パンフレットを作成し、高齢者クラ

ブや通いの場などで利用していただく

予定です。

③「健康ウォーキングマップ」作成中

若い頃からの健康づくりのために、30

代40代を想定したウォーキングマップ

を制作中です。交通量や歩きやすさや

沿道の風景などを踏まえて、6つの基

本コースにナイトウォーキングコース

2コースとジョギングコースを加えた9

つのコースを設定し最終調整に入って

いるとのことです。できるのを楽しみ

にしてください。１日8000歩を目標に

楽しく健康づくりを致しましょう。

中央区区議 染谷眞人

クリスマスツリー点灯式

12月8日（土）午後4時からクリスマ

スツリー点灯式を開催しました。この

秋は比較的暖かい日が続いていました

が、点灯式当日はクリスマス寒波襲来

（？）、肌寒い一日でした。

ところで点灯式に先立ち、箱崎イベ

ント部のメンバーが箱崎公園に大きな

クリスマスツリーと、水天宮ピット寄

りのフェンスへ雪だるまや星のイルミ

ネーションの飾り付けを行いました。

飾り付けには時間と手間をかけている

んですよ。11月末と12月に入ってから、

設置は2回戦で行いました。イルミ

ネーションは日没で暗くなると点灯し、

点灯から6時間経過後に消灯するよう

にタイマー設定していましたので、夜

中ずっと点滅していることはありませ

ん。

さて当日、町内の子供たちを呼んで

のツリーの点灯式です。日本橋キリス

ト集会の方に協力していただき、ダン

スや歌で場を盛り上げてもらいました。

その後は、カウントダウンと共にツ

リーとイルミネーションへ点灯です。

（この時だけは手動で点灯しました）

真っ暗だった箱崎公園でしたが、イル

ミネーションが一斉に点灯すると会場

がワ～ッ！という歓声に包まれました。

その瞬間、イベント部メンバーは点灯

式が無事に成功したことを喜んで、心

の中でガッツポーズなのです。

参加してくれた子供たちには、ブー

ツに入ったクリスマスプレゼントを配

りました。前回と同じく120個用意し

たのですが、想定を越える子供たちが

集まってくれたため、慌てて近くのコ

ンビニへ追加注文に走ったり…。開始

時間が若干遅くなった事も反省点です。

日没を迎えて気温が下がってきたので

寒い思いをさせてしまい、申し訳あり

ませんでした。次回に向けて色々と改

善を検討してみたいと思います。

また、今年の春には手作り鯉のぼり

を揚げよう、のイベントも開催予定で

す。どうぞお楽しみに。

箱崎イベント部 会田 潔
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入口は綺麗な植木と電光掲示板が目印

人気の手作りハンバーグ弁当

鮭が大きくて
身がぎっちり詰まっている銀鮭弁当

箱崎町のお店紹介

朝日製菓

ビジネス街の一角で、サラリーマン

の長い行列ができるお店が朝日製菓さ

んです。

創業52年の歴史があり、サラリーマ

ンの間では美味しい手作り弁当の店と

して有名。

店主こだわりの国産野菜、国産米を

使用し、お水はアルカリ水素水を使用

しているだけあってご飯もふっくら、

もちっとした炊き上がりが自慢です。

冷凍のものは一切使わず、ハンバーグ、

唐揚げ、味付け、焼肉のタレも全て朝

日製菓さんの手作りとあって、美味し

いと評判なのも納得です。

一番の売れ筋は、ハンバーグ弁当、

唐揚げ弁当、そして日替わり弁当。

老若男女に人気のクラシックな和惣

菜、それがハンバーグ＆唐揚げ。挽肉

を焼くことによってしみ出る肉汁と、

かけられた美味しいソースでできたハ

ンバーグ、甘辛なサクサク衣と中のお

肉も揚げることでジューシーさが閉じ

込められた唐揚げ。下味、揚げ衣、そ

して添える調味料などでそれぞれ工夫

を凝らしているだけあって、おいしさ

は言葉になりません。毎回いつも出来

たてなのも、嬉しさの一つです。

これからの季節、パーティーや宴会

用のオードブルも人気の一つです。

メニューの一部をご紹介しましょう。

・特選ヒレカツ弁当

・カツカレー弁当

・銀鮭弁当

・ロースカツ弁当

・ハンバーグ弁当

・焼肉弁当

・唐揚げ弁当

・イカフライ弁当

・カレー弁当

・日替わり弁当

お店情報：

住所：東京都中央区日本橋箱崎町11-2

電話＆Fax：03-3668-2567

営業時間：7:30～18:00

（サンドイッチは7:30～、

お弁当は11:00～）

休日：土、日、祝日

（注文あれば営業します）

Faxで前日注文すれば、当日のご指定

の時間にお渡しできます。予約は夜11

時までにお願いします。

はこざき新聞 永里智恵美

6月下旬

◎三の部バスハイク

場所：行先未定

主催：日本橋三の部地区委員会

7月下旬～8月下旬

◎夏休みラジオ体操会

場所：有馬小学校校庭

7月下旬

◎隅田川河畔ビアパーティ

場所：隅田川スーパー堤防

主催：箱崎連合町会、箱崎睦会

8月10日（土）～11日（日）

◎箱崎夏祭り

箱崎宵の縁日、町内子供神輿渡御

場所：箱崎公園

主催：箱崎睦会

◎子供神輿連合渡御

場所：富岡八幡宮前の永代通り

主催：神輿総代会

8月23日（金）～24日（土）

◎中央区大江戸祭り

場所：浜町公園

主催：中央区／

日本橋三の部地区委員会

2019年前半の予定
（予定は変更になる場合があります）

3月3日（日）

◎三の部子供スケート教室

場所：明治神宮スケート場

主催：日本橋三の部地区委員会

3月23日（土）

◎三町会合同防災訓練

場所：箱崎公園

主催：箱崎連合町会

4月中旬

◎春の交通安全運動

主催：箱崎各町会毎に実施

4月21日（日）

◎東日本大震災復興チャリティ

フリーマーケット

場所：箱崎公園

主催：箱崎睦会

4月21日（日）

◎手作り鯉のぼりを揚げよう

場所：箱崎公園

主催：箱崎イベント部

5月19日（日）

◎わんぱく相撲（中央区大会）

場所：浜町スポーツセンター

主催：日本橋三の部地区委員会

5月26日（日）

◎クリーンデー

主催：箱崎各町会毎に実施

§ 編集後記 §
謹賀新年

新しい年が皆様にとって佳き年であり

ますようお祈り申し上げます

◇

話は少々遡りますが、12月19日に日本

橋消防署の永山署長が夜警への激励に

箱四町会事務所へ来所されました。

「空気が乾燥する時期なので、火の元

には十分に気をつけて下さい。また、

寝タバコは火災の原因になりますので

お止め下さい。」と話をされていまし

た。

◇

気象庁が発表している統計を見ると、

東京地方で乾燥注意報が発表される日

数が多いのは12～3月に集中していま

す。火災が発生しやすい時期ですので、

どうぞ火の扱いにはご注意ください。

◇

ところで、昨年9月発行のはこざき新

聞でお知らせした、箱崎公園の吉田松

陰像の照明の件。工事が遅れていまし

たが、1月末に完成すると中央区より

連絡がありました。


