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箱崎の神輿は昭和11年行徳の浅子周慶作、一本の欅の木か
ら彫られた総彫の文化財級の神輿である。今では同じものを
作ろうにもそれだけの技術を持った職人が居ないそうだ。同
じ部会の新川だけでなく、深川に行っても一度は担ぎたいと
いう神輿好きが少なくない。念願かなって、この伝統ある神
輿を初めて氏神様である富岡八幡宮に、縁あって深川一丁目
さんの神輿と二基で宮入りしたのである。
朝、深一の神酒所に集合すると箱崎の神輿を見て素晴らし
い神輿だとお褒めの言葉を幾人の人からも頂戴する。朝9時半、
先頭の深一の神輿が上がると、それに続き拍子木の一本締め
で箱崎の神輿も威勢良く上がった。「わっしょい!! わっしょ
い!!」元気な声が鳴り響く。
門前仲町交差点では、差し上げたまま90度八幡様方向に向
きを変える。ここからはメイン通りの永代通りを渡御する。
おのずと盛り上がる。前を行く深一神輿の担ぎ手が箱崎の神
輿を担がせて欲しいと言ってきた。快く受けると想像以上の
30～40人の担ぎ手が入ってきた。突然のことだったので担ぎ
手に伝わっておらず、危うい場面もあったが、上手く収めた。
5分程度で深一の担ぎ手には抜けてもらい、うちの担ぎ手に代
わった。
八幡様の鳥居前に行くと宮元である富岡一丁目の神酒所が
あり、その前で神輿を差し上げ敬意を表す。
鳥居をくぐると箱崎の担ぎ手が神輿に入るように声をかけ
た。他の担ぎ手も協力してくれ、我々箱崎総代も神輿に肩を
入れる。境内に上り最高潮の盛り上がりのなか神輿を担ぐ様
は圧巻である。深一神輿と並んで八幡様に向かって神輿を担
ぎ、神様に見ていただく。

深一と合わせて木を入れ神輿を下ろす。神輿を前に我々総
代はじめ担ぎ手が並び、神様の前で神職からお祓いを受ける。
改めて気持ちが引き締まった。
神事を終えて鳥居をくぐって八幡様を後にする。次に宮入
りする部会の神輿が待っていた。
そして新川霊一会館前に移動して、箱崎まで最後の渡御。
お囃子の先導で、新川では新川の方々に、箱崎に入ってから
は箱崎の担ぎ手がそれぞれ肩を入れて地元を担いだ。暑さも
あり消防団の放水を心地良く浴びた。
箱崎公園の横を最後のあがきで大いに盛り上がって神輿を
担いだ。終わるのが淋しくなかなか神輿を納めない。ようや
く増渕町会長の拍子木で締めて神輿を納めた。
そして予期せぬことに総代と睦に囲まれ胴上げをされた。
思わず涙がこぼれた。私にとって一生の宝となった。
今回の箱崎神輿の宮入は、箱崎の三町会長はじめ役員の
方々、婦人部の方々のご理解・ご協力があり、そして様々な
ところで無理な要望にも対応してくれた箱崎睦会のメンバー、
そして今回の宮入を一から一緒に作り上げてきてくれた箱崎
総代の苦労があってこそ成し遂げることが出来ました。本当
にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上
げます。
最後に今回祭りの直前に体の不調で、宮入りに参加できな
かった総代仲間の宮田二郎さん、今年は残念でしたがしっか
りと身体を直して来年の連合渡御は箱崎総代6人で楽しみま
しょう。
箱崎神輿総代 大木 実
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令和元年高尾稲荷社例大祭
～高尾稲荷社の
案内板も充実～
天皇陛下が退位され、皇太子殿下が
即位。元号が令和に改元された10連休
の後、5月11日高尾稲荷社例大祭が挙
行されました。
連日暑さが続き、この日も夏日。例
年通り10時前に集合し、手際よく準備
を進めて12時より大祭大祓式が厳かに
行われ、富岡八幡宮の宮司からお清め
を受けました。近隣の箱崎各町会から
善人男女、久松警察署の方々など多く
の皆さんが参拝され、その後美味しい
焼き鳥やおでんに舌鼓しながら親睦を
深めました。

三町会合同防災訓練
3月23日土曜日、曇りで時折雨の混
じる寒い中、箱崎公園と皆川酒店地下
集会室で箱崎3町会合同の防災訓練が
行われました。
9時30分、約80名ほどの町会員が半
分ずつに分かれて、公園では消防署と
消防団による包帯法、AEDの訓練、集
会室では防災図上訓練指導員、減災ラ
ボの鈴木ひかりさんと減災ガールズに
よる箱崎地区に限った防災レクチャー
という内容でした。移動時間を含め約
1時間で公園と集会場の訓練を交代し
て行われました。公園での訓練は雨も
混じる中2人1組になり、慣れない三角
巾の取り扱いを体験し、人形を使い
AEDの訓練をしました。両方の訓練共
過去体験した人も多いと思うが何度で
も体験し、慣れておくことは大切だと
思います。

災害リスクについての講習会
シティハイツ地下の集会所にて

高尾稲荷社
豊海橋の改良工事完了に伴い橋詰が
整備され、永代橋を望む場所に永代橋
の案内板が新たに設置されました。案
内板には歌川広重が江戸後期に描いた
「東都名所永代橋全図」が埋め込まれ、
幟が立つ高尾稲荷社と参拝する人々の
姿が描かれています。橋詰に設置され
ていた高尾稲荷社の案内板も工事完了
に伴い、バラが咲き誇る元の場所に復
帰しました。皆さんも是非ご覧下さい。
また、湊橋の橋詰にも高尾稲荷社の
歴史を記載した案内板がありましたが、
古く痛み、草木に覆われて分かりづら
くなっていました。現在案内板は修理
に出しており、完了後は湊橋の橋詰の
もっと目立つ場所へ設置する予定です。
江戸時代初期の貴重な史跡として、
高尾稲荷社を多くの皆さんに知って頂
くと共に、訪れる参拝者が増えること
を願っています。皆様のご理解、ご協
力をお願いします。

箱崎公園に集まり、訓練の説明を受ける

室内のレクチャーでは、鈴木ひかり
さんが画像で箱崎地区に限った災害リ
スクの説明があり、減災ガールズのお
手伝いの元、数班に分かれて災害用ト
イレの色々な方法が実験されました。
災害用トイレに実際に水を入れてどの
ように固まるのか、凝固剤の働きを実
際に知ることができました。新聞紙を
細かく切ったり、ペット用の吸水シー
トも実用になります。目新しいことば
かり、まるで理科の実験をしているよ
うで参加者も楽しそうに見えました。
室内と公園での訓練を全員が終えて
から公園で災害レシピと称し、減災ラ
ボの方々により燃料や水が乏しい災害
時にできる調理や食材の利用法が説明
され、実際にカセットコンロで調理し、
女性陣が腕を振るったスパゲッティー
などを味わいました。終わりに永山日
本橋消防署長と鈴木ひかりさんからお
言葉をいただき、参加者には缶詰、非
常食セット、区支給のアルファ米保存
食などがお土産に渡されました。寒い
中参加された町会員の方々ありがとう
ございました。また事前準備から当日
の荷物の入れ替え、炊き出しの準備な
どに関わられた町会役員、実行メン
バーの方々、ご苦労様でした。
日本橋消防団 第三分団
副分団長 小笠原宣夫

包帯法、AEDの訓練の様子

災害時の調理や
食材の利用法の
説明を受ける方々

箱崎北新堀町会 副会長 中 謙太郎

っ

て足高 改
い下尾 良
まに稲 工
すは荷 事
バの が
ラ案 終
が内豊わ
咲板海
いの橋た

設永
置代
さ橋
れを
た望
案む
内場
板所
に

東
都
名
所
永
代
橋
全
図

２０１９年９月 第６３号

第三分団準優勝
5月26日日曜日、浜町グランドで恒
例の日本橋消防団ポンプ操法審査会が
行われました。
第三分団は昨年優勝しており、連覇
のかかる大切な大会でしたが惜しくも
準優勝となりました。優勝は第四分団、
わずか3点差での惜敗でした。3位との
差が24点なので頭2つが他を圧倒して
いる感があります。
今年のメンバーは1番筒先・赤塚団
員、2番伝令・森口班長、3番トビ口・
堀田団員、4番機関・吉益部長、補助
員・大島副分団長、指揮者は私、小笠
原でした。
今年は10月の東京都ポンプ操法大会
に日本橋消防団が出場し、その訓練は
2月から始まっており、出場選手に赤
塚団員と森口班長が選ばれているので、
この2人は両方の大会の訓練をするわ
けです。区議選もあり、全員揃わない
日が続きました。メンバーも都大会と
日本橋大会では違うし、ポンプも違い
ます。両方の大きな差を感じながら週
3回の訓練をこなし、体力的に苦しい
中、本番を迎えたにも関わらず準優勝
することができました。
選手が揃わず代役で訓練するのも
中々大変です。何しろ代役は皆65歳を
大きく超えている人ばかり。準備をし
ただけで大汗をかくこともしばしば。
しかし実際に訓練が始まると代役の張
り切り様は中々すごいです。確かに代
役でも真剣にならないと怪我をします
し、操法が好きなんだと思います。
5月に入り全員が揃う日もできて、
訓練も大会に向けた実践的なものに
なってきました。訓練回数では他分団
を圧倒していた第三分団ですが、今年
は都大会の訓練に取られて10回ほど少
なかった様です。来年もまた優勝を目
指して訓練をしたいと思いますが、分
団員不足を少しでも解消しないと平均
年齢は上がるばかり。地域の心根の良
い健康な方、男女年齢もほぼ問わず。
入団をお願い致します。
毎年のことですが訓練に際し道路の
占有や騒音にご理解を頂き、また交通
整理にご協力をいただいている各町会
の皆様にお礼申し上げます。

日本橋消防団第三分団
ポンプ操法審査会表彰式を終えて

神田祭に参加して
町内の皆さま、こんにちは。箱崎北
新堀町会の岡本です。2年前に引っ越
して参りました。5月に神田神社のお
祭りに参加したので、その体験レポー
トです。
2年に1度の神田祭は全国的にも有名
なお祭りですが、私自身はお恥ずかし
ながら一度も見たことがありませんで
した。今年は、お隣の蛎殻町の、蛎殻
町東部町会さんと蛎一町会自衛会さん
のお神輿の宮入りの担ぎ手として箱崎
睦会が協力することになり、私もその
一員として参加させていただきました。
宮入は5月11日、祭り装束の睦会メ
ンバーが夕方4時頃に湯島一丁目の神
田明神下に集結し、まずは蛎東町会の
お神輿を担ぎます。既に町中は先行す
る宮入りのお神輿と担ぎ手と大勢の見
物客、さらには警備の警察官で文字通
りのお祭り騒ぎ、私もたちまちテン
ションが上がってきました。支給され
た蛎東町会の半纏を着用し、手ぬぐい
を頭に巻いて箱崎の帯を締めたら準備
完了！と思ったら、睦会の先輩方から
手ぬぐいの巻き方にダメ出しが。まる
でアイドルの追っかけ青年のようだと
いうことで、手ぬぐいを捻って頭の上
に載っけていただきました。

日本橋消防団 第三分団
副分団長 小笠原宣夫
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4時半にいよいよお神輿が担ぎ出さ
れましたが、最初は遠慮もあって大勢
の担ぎ手の後ろから付いていくだけで
した。しかし、神田神社の鳥居をく
ぐってからは道も狭く人の密集具合が
上がると共に担ぐ気力も沸いてきて、
積極的に担げるようになってきました。
とは言え、2年前の富岡八幡のお祭り
で生まれて初めてお神輿を担いだくら
いの初心者のため、担ぎ方が下手くそ
すぎて大先輩から「もっと腰を入れて
担げよ！」とご指導が。しかも、蛎東
町会のお神輿の宮入りが無事終了した
時点で肩が擦れて痛くなっていました。
このまま次の自衛会のお神輿を担げる
のかなと不安になりましたが、他の参
加者の方からもっと棒を首の付け根に
当てて担げば痛くなくなるとアドヴァ
イスをいただきました。
自衛会の宮入開始まで2時間ほど時
間が空きました。その間に相馬野馬追
騎馬武者の行列や花咲か爺さんの練物
といったお神輿以外の催しを見物し、
睦会のメンバーでお酒を飲んで過ごし
ましたが、こういうのもお祭りの楽し
みだと思います。7時過ぎ、半纏と手
ぬぐいを自衛会のものに交換し、再び
お神輿を担ぎ出しました。アドヴァイ
スのおかげで肩は痛くならずに、今度
は快適？に担ぐことができ、感謝感謝
です。
宮入りの最後のグループだったので、
お神輿が一旦社殿の前に整列し、4月
に就任したばかりの山本新中央区長の
挨拶など、宮入りの締めが行われまし
た。

翌日12日は三の部（蛎殻町、人形
町）の神輿渡御で、睦会メンバーは蛎
東町会さんのお神輿の渡御に参加しま
した。朝8時の集合から午後4時半解散
までの長丁場でしたが、小まめに休憩
があり、その度に提供される食べ物、
飲み物を美味しくいただきました。特
にアイスコーヒーと煮卵が忘れられま
せん。私の息子は蛎殻町の保育園に
通っており、お神輿も保育園のすぐ近
くを渡御しましたので、日頃お世話に
なっている感謝の気持ちも込めてこの
日は担ぎました。さすがに終盤は疲れ
てしまいましたが、成長した息子も楽
しく担げるように、地域のお祭りを引
き継いでいきたいものだと思いました。
箱崎睦会
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子供フェスティバル
夏の風物詩「子供フェスティバル」
が開催されました。当日は、天気に恵
まれましたが、猛暑による健康被害を
考慮し、急遽、箱崎公園から箱崎川第
二公園へ開催場所を変更しました。ご
案内の不手際はお許し下さい。暑い中
ではありましたが、子供フェスティバ
ルを楽しみにしている方々の顔を思い
浮かべながら準備を進め、無事に開催
することができました。
子供たちが夢中になって楽しめる射
的、ダーツ、スーパーボールすくいは、
熱気と賑わいを見せていました。また、
祭りの最後を飾るビンゴゲーム大会で
は、子供たちはもちろん、大人も大興
奮で大いに楽しんでいただけたと思い
ます。
軽食は、食べ応えのある焼きそばと
フランクフルト、キンキンに冷えたか
き氷でしたので、お祭りを楽しむ活力
になったと、参加された方から嬉しい
お声もいただきました。子供フェス
ティバルでは、食事をゆったりと楽し
める場所も設けており、小さいお子様
連れの方々やご年配の方々にも楽しん
でいただけます。今年参加できなかっ
た方は、是非、来年はご参加下さい。
ここから、お祭りの安全面について
少しだけ書かせていただきます。今年
の子供フェスティバルでは、消防士を
よく見かけたという方が多かったと思
います。お祭りなどの催しで火気を使
用する際は、以前より厳しく確認して
いるとのことです。皆さまが、より安
全にお祭りを楽しめるように私たちも
日々勉強していかなければと改めて感
じた次第です。
子供たちの心躍る催しであり、地域
の憩いの場でもある子供フェスティバ
ルを引き継ぎご期待ください。末筆に
はなりますが、準備にご協力いただき
ました箱崎の各町会、婦人部の皆さま、
心より御礼申し上げます。

宮入りに集まった箱崎睦会メンバー

夏のすずめ会
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箱崎睦会 染谷洋樹

お待ちかねのビンゴゲームが始まるよ

盆踊り大会に集まった
すずめ会の皆さん
ふれあい福祉席に集まった
箱崎町の若手衆

有志による踊りの会「すずめ会」、
今年は夏本番を控えた7月から毎週、
時間を設けて稽古に励んでおりました。
練習では、より綺麗にみえる振り付け
のポイントなども教えてもらえますし、
踊りのみならず、ゆかたの着付け教室
の時間もありました。初めての方から
ベテランまで、全員が夏の盆踊りに楽
しく参加できるようになるのが「すず
め会」です。
踊りのレパートリーも多彩です。今
年の中央区大江戸まつりでは、櫓の上
で「きよしの数え唄」「これがお江戸
の盆ダンス」を披露。また、箱崎夏祭
りの盆踊り会場では、おなじみ「東京
音頭」「チャンチキおけさ」「ベイサ
イド・ブギ」「ダンシング・ヒー
ロー」などなど…色々な曲を楽しく踊
りました。
そして昨年から耳にするようになっ
た「東京五輪音頭-2020-」。歌うのは、
石川さゆりさん、加山雄三さん、竹原
ピストルさんのお三方。振り付けには
五輪の競技をイメージした独特の動き
が取り込まれ、この新しい盆踊りには
“全国、世界中のみんなで、輪になっ
て踊って、一つにつながろう”という
想いがこめられているそうです。
すずめ会も引き続き、踊りの輪をつ
なげていけるよう活動していきます。
すずめ会 伊藤亜紀
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子供神輿連合渡行に
参加して
～八幡様の3年に1回の
子供の大きなお祭り～

箱崎神輿、念願の宮入り
富岡八幡宮の本殿前で差せ！差せ！

子供神輿の町内渡御も、ワッショイ！

令和元年8月11日、子供神輿の大き
なお祭りがありました。
せっかく日本橋に在住しているのだ
から、こんな素敵な機会は見逃せな
い！と近所のお友達も誘って、子供と
参加させて頂きました。
朝は越前掘公園に集合し、そこから
都バスを借り切って（都バス貸し切り
なんて初めての経験！）移動し、車道
を封鎖した広い永代通りでスタートし
ました。
この日も大変暑かったのですが、こ
のお祭りは通称「水かけ祭り」とも言
われ、町内の方々や消防団の皆さんが
水をかけて下さり、子供も大人も
キャーキャーと大盛り上がりになりま
した。子供達が普段見せないキラキラ
した笑顔が沢山見られました。またど
の子供も終わった後の達成感が大きく、
やり遂げた感が大きかったようです。
朝早くから地域の沢山のボランティ
アの方々が働いて下さったり、参加費
用無しの本当に至れり尽くせりのお祭
りでした。また、地域の方々とお顔見
知りになれたので、今後は子供達も安
全安心で見守られている中で地域の公
園などで伸び伸びと遊べると思いまし
た。
箱四町会 木村晃子

子供神輿連合渡御のワンシーン
他の保護者の方の感想もいくつかご
紹介します。
◎水かけの度に子供達のパワーが増し、
力強くなっていくお神輿をとても誇り
に思いました。地域の皆様の支えに心
より感謝いたします。（K・H）
◎みんなが一丸となって、やり遂げる
達成感もあり、とても楽しかった。水
かけ祭りが暑さと呼応して、楽しさが
倍増していた。町の方も皆さま親切で
感動しました！ 来年の本祭りは親も
正装で参加したいです！（匿名）
◎お祭りは、総代始めご協力いただい
た方のおかげで、とても楽しく参加さ
せて頂きました。水かけ祭りは初めて
でしたが、猛暑のおかげで水の気持ち
良さが身にしみて良かったです！
お弁当、バスの手配など、滞りなく進
み、気持ちよく参加できました。地域
の方も水をかけてくれるので、町と一
体感が感じられる良いお祭りですね!!
（木村）
◎最近は色々な参加型のイベントは有
料が多い中、この祭りは半纏も無料で
貸し出して下さり、更に地域の方のボ
ランティアで成り立っているので、参
加費用も徴収しないなど、本当に至れ
り尽くせりで感謝でした。
きっと、子供も大きくなって地域愛、
日本橋愛にあふれ地元を大事にしてい
くことを願っています。（A・T）

子
供
神
子 輿
供 連
の若合
半き渡
纏担御
をぎに
新手参
調た加
しちし
ま！た
し
た

、

今
回

。

箱崎の祭りを盛
り上げてくれた
大江戸助六太鼓
さんと多加美社
中のみなさん。
大江戸助六太鼓
さんの演目は、
・春雷
・白梅
・祭
・四段打ち
・神輿
でした。
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岩田東一様叙勲されました
箱北町会の副会長岩田東一様が、令
和元年春の叙勲に際し、多年にわたる
食品衛生への功労に対し『旭日双光
章』に叙られました。厚生労働省の推
薦で、東京都食品衛生協会副会長の功
績によるものです。
本人曰く
『これも、ひとえに私の廻りの多くの
方々のご指導ご支援の賜物で、皆々様
に深く感謝申し上げると共に、今後共
微力ではございますが尽くしてゆく所
存でございます。変わらぬご交誼の程
お願い申し上げます。』
当日は、ご本人は燕尾服、ご夫人は
和服で正装して、午前中に東京都庁に
集合し予め小池東京都知事より賞状を
授与されました。
午後にバスで一緒に皇居に参内され、
受勲者一同が待つ皇居宮殿に宮内庁長
官の先導にて天皇陛下のご臨席を賜り、
ご慰労のお言葉を賜りました。
箱崎町皆様でお祝い申し上げます。
箱崎北新堀町会 副会長 森口正文
小池都知
事より授
与される
岩田さん

チャリティー
フリーマーケット

79匹の鯉のぼりが
箱崎公園の空を泳ぐ

4月21日(日)、箱崎公園にて東日本
大震災復興支援箱崎チャリティーフ
リーマーケットを開催しました。
今回で9回目となりましたが、今年
は初の試みとして石巻市の一般社団法
人カイタク様の全面協力のもと石巻物
産展を同時開催！ 遠く離れた石巻と
東京ですので、被災地にお手伝いへ行
くことがなかなか難しい方もたくさん
いらっしゃいます。
物産展を開催することにより実際に
被災された皆様と交流してほしいとの
想いで企画しました。石巻の地元企業
とのコラボレーションしたサイダーや
ワカメの詰め放題など面白い商品が多
く、出店者の皆様、ご来場の皆様、後
援いただいている中央区環境土木部の
皆様も興味津々だったのは嬉しかった
です。物産展という目玉ブースのおか
げで、今までと少し違う雰囲気のなか
今年も盛況でした。
そんな中、今年も「手作り鯉のぼり
を作ろう」のイベントを同時開催しま
した。昨年同時期に比べ箱崎町の人口
は200人以上増加していますので、単
純に考えると子供の数も増えているこ
とになります。有馬小学校の新1年生
が今年から4クラスに増えたことも納
得です。用意した白い鯉のぼりは全て
子供たちの手へ。みんな色とりどりの
鯉のぼりを描いてくれました。
新しいことに取り組むと、いい効果
も反省点・課題もたくさん出てきます。
一つ一つ改善していくことが出来れば
もっといいイベントになると思います
ので、引き続きご協力のほど、よろし
くお願い致します。

去る4月21日（日）に箱崎睦会主催
のチャリティーフリーマーケットが開
催されました。天候にも恵まれ多くの
出店者の方、お客様にお越しいただき
公園内はにぎやかになりました。その
中、箱崎イベント部による「手作り鯉
のぼり」も同時開催し、多くの子供た
ちが参加しました。
少々脱線してしまいますが、私が箱
崎睦会に入ったきっかけは2年前の12
月、箱崎イベント部による箱崎公園で
のクリスマスツリー企画でした。当時
3歳の息子と公園に遊びに行ったとこ
ろ準備の最中でその準備に参加し、終
わったところで箱崎睦会に誘われまし
た。地域のため、また息子のためにな
ればと思い入会させていただきました。
話を「手作り鯉のぼり」へ戻して、
当日は79人の子供たちがカラフルなペ
ンで各々に、名前や数字、また色を塗
り、オリジナリティ溢れる鯉のぼりが
作られていきました。私の息子も参加
させていただき、みんないきいきと楽
しそうにペンを走らせていました。
ロープにつながれた79匹の鯉のぼりが
泳いでいる様子は、空を見上げる子供
たちの歓声もあり、本当に素敵でした。
今後も箱崎睦会として、箱崎イベン
ト部（この企画の後に入部することに
なりました。）として地域を、子供た
ちを盛り上げていきたいと思います。
最後になりますが、息子の鯉のぼり
を一番高いところにしていただいたこ
とは役得ということで（笑）。
イベント部

宮森亮介

石巻 102,898円
熊本
10,016円
石巻市へは中央区役所を通じて送金、
熊本県へは振込で送金致しました。
箱崎睦会 広報

川崎 亮

チャリティーフリーマーケット
石巻物産展も好評でした

手作り鯉のぼり
ペンやクレヨンで
思い思いの絵を
描く子供たちです
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中央区まるごとミュージアムへ
箱崎環境対策協議会が参加！
11月4日（月・振替休日）、東京シ
ティエアターミナル1階にて大川端の
今昔展「偲ぶ、日本橋箱崎町」と題し
た箱崎町の歴史展を開催致します。隅
田川の河畔の三角州だった我が町箱崎
町は今、都心のオフィスビルとマン
ションの街となっています。
江戸時代には永代橋が深川から箱崎
町へ架かっていました。赤穂浪士は吉
良邸での仇討ちの後、深川から箱崎町
を通って菩提寺の泉岳寺へ向かいまし
た。また、昭和40年代には映画のロケ
地としてクローズアップされ、ロバー
トミッチャムや山口淑子、山本富士子、
高倉健なども訪れていました。当日は
懐かしい映画のポスターも展示します。
今年は東京シティエアターミナル株
式会社が創立50周年となりました（開
業は昭和47年＝1972年）。創立からこ
れまでの写真展も同時開催致します。
今回の企画は、箱崎町の郷土史に詳
しい青木昭吾さん（前箱北町会長）と
眞野好雄さん（前箱二・三町会長）の
協力を基に、箱四町会長の増渕一孝さ
んも加わり、楽しい展示会にしたいと
張り切っております。
開催が近づきましたら、回覧や掲示板
などでお知らせしますので、皆様どう
ぞ見に来て下さい。

区議便り
■新人区議として
4月21日の中央区議会議員選挙で初
当選した かみや俊宏と申します。全
力で活動して参りますのでよろしくお
願いいたします。
■令和元年第二回中央区議会定例会
◎山本泰人新区長 初の所信表明
山本泰人新区長の初の所信表明が行
われました。所信では区の「基本計画
2018」を継承すること、民間人として
の視点を取り入れていくこと、そして、
6つの基本政策が示されました。
◎6つの基本政策
①都心の魅力に磨きをかける中央区
②子どもも親も安心して輝ける子育
て・教育の中央区
③元気な高齢者、障害者、笑顔があ
ふれる中央区
④災害に強い安全・安心なまち中央
区
⑤コミュニティの息づくまち中央区
⑥商業と観光が躍動し交流が生まれ
るまち中央区
今後、具体的な施策を都度紹介させ
て頂ければと思います。

箱崎環境対策協議会 山中國廣

⑦

■委員会で声をあげています
「区民文教委員会」と「築地等地域
活性化対策特別委員会」に所属し、以
下の質問・要望等を行っています。
(１)子どもたちの交通安全対策
①通学路など毎日の通り道や、学校、
幼稚園、保育園、認定こども園などの
まわりの安全対策強化について
②子どもへの安全教育・マナー教育
の強化について
(２)地域振興・コミュニティ活動支援
共働き世帯の増加や働き方の多様化
で変わる地域…
①町会・自治会への支援の強化につ
いて
②あたらしい地域振興策の検討につ
いて
(３)隅田川を観光振興や地域振興にい
かすために
①隅田川テラスの魅力を更にUPする
とりくみについて
②隅田川を積極的に活用した地域活
性化について
■皆様のご意見をお聞かせください。
東京都職員・衆議院議員秘書をして
いた経験から、地域の皆様の声を行政
に伝えていくことが大切であると考え
ています。今後、皆様の声を区政に届
けられるよう精進して参ります。是非、
ご意見をお聞かせ頂けますと幸いです。
中央区議会議員 かみや俊宏
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隅田川河畔ビール祭り
令和元年の梅雨明けは遅れに遅れ、
当日も午前中はにわか雨。眩しい太陽
さん箱崎に来て、とお願いしたわけで
はありませんが、関係者の皆様の熱意
と情熱が好天を呼び寄せ、ダイナミッ
クなビール祭りが開催されました。
始めに増渕箱四町会長、眞野睦会長
のご挨拶。続いて恒例の美しいハワイ
アンダンスのカサブランカさん、ハワ
イアンバンドは松山さん率いるマウナ
ケアスターズさんの登場です。当バン
ドは発足26年、ダンサーを含めて30名
の大型バンドだそうです。当日は25曲
のハワイアンミュージックと洗練され
たフラダンスを披露してくれました。
隅田川に目を向けると、屋形船、観
光船が通過し、川面に映る景観はイン
スタ映えしそうでした。生ビールと絶
品のおつまみは参加者の皆さんを饒舌
にし、夏の始まりの夕べは盛り上がり
ました。
本ビール祭りの協賛社である日本
IBM様、ご来賓、関係者各位、何時間
も前から場所取りされた参加者の皆さ
んも、ありがとうございました。
箱四町会 横島邦男

永代橋のライトアップが無くて残念

箱崎のお店紹介
～宮田商店～
今回ご紹介するのは、箱崎二・三町
会の宮田商店さんです。
昭和20年代に営業を開始した宮田商
店さん。隣には宮田米店さんがあるの
で、宮田酒店と書いた方が分かりやす
いかも知れませんね。
箱崎町会・夏の恒例行事である隅田
川河畔ビール祭りでは町内の酒屋さん
が交代で担当していますが、今回の担
当は宮田商店さんでした。7月25日は
特に大忙しだったそうで、日中は通常
の営業。そして、夕方を迎える頃から
は隅田川スーパー堤防へ機材の搬入作
業を開始しました。ビールサーバーの
設置や冷却用の氷の受け取り、氷が融
けないよう発泡スチロールのケースも
大量に準備しました。
一家総出でビール祭りに対応、さら
にアサヒビールの営業担当にも応援を
頼んで、三ヶ所で生ビールなどを提供
しました。19リットル入の生ビール樽
が36本（684リットル）、同じく
チューハイ入の樽が11本（209リット
ル）が消費されたそうで、来場してい
ただいた皆さんの“イイ飲みっぷり”
がうかがえます。
梅雨明け前とは言っても気温が高く、
途中で氷が無くなってしまって大慌て
で氷の追加購入へ走ったとか。宮田さ
ん、ご苦労さまでした。
今回は提供できませんでしたが、ハ
イボールのリクエストがあったそうで
す。来年以降は、生ビールやチューハ
イの他にハイボールもメニューに加わ
えたいと、宮田さんは張り切っていま
した。
はこざき新聞編集部 会田

潔

今年度後半の主な行事予定

ハワイアンムードたっぷり！

屋形船が近づいてきました

９月下旬 秋の交通安全運動
10月20日 中央区子供フェスティバル
11月
箱崎睦会ＢＢＱ大会
12月中旬 Ｘ'masツリー点灯式
12月 8日 三の部子供餅つき大会
12月
各町会忘年会
12月下旬 箱崎睦会旗付け
１月上旬 はこざき新聞発行
３月 1日 三の部子供スケート教室
（予定は変更になる場合もあります）

令和2年夏のカレンダー
ベージュ部分がオリン
ピックとパラリンピック
7/23 海の日
7/24 スポーツの日
8/10 山の日

＄睦会通信＄
7月25日の隅田川河畔ビール祭りから
始まり、8月10～12日の箱崎夏祭りま
で、猛暑の中をご苦労さまでした。
◇
令和元年の夏祭りは、山の日を含めた
三連休でした。8月上旬から週間天気
予報をチェックしていましたが、3個
の傘マークが並ぶ生憎の予報でした。
さらに台風10号が発生し、ジワリジワ
リと北上を開始。しかし、直前になっ
て三連休は気温は高いものの晴れの予
報に変わり、一安心でした。
◇
2015年からの「箱崎宵の縁日」が、今
夏はスケジュールの都合で子供フェス
ティバル（8月10日実施）と宵宮ビア
パーティ＋盆踊り大会（11日実施）の
2日に分けての実施となりました。都
合3日間の夏祭り開催で、少しは時間
の余裕が生まれるかと思いきや、分刻
みのスケジュールに追われることとな
りました。激しく疲れた～！と感じた
方も多いと思います。その後体調は回
復されているでしょうか？
◇
少し残念だったのは、日曜夜の盆踊り
大会です。8月末の中央区大江戸祭
り・盆踊り大会で箱崎町の課題曲と
なっている「これがお江戸の盆ダン
ス」と「きよしの数え唄」を中心に、
16種類の曲で踊りました。踊りの輪も
二重になるなど箱崎公園は賑わいまし
たが、その最中ににわか雨が降るハプ
ニングがありました。中止も検討した
のですが、踊り続ける皆さんの熱意が
伝わったのでしょう、雨は上がりまし
たので予定通り午後9時半の終了時刻
を無事に迎えることができました。
◇
「来年の事を言えば鬼が笑う」と言い
ますが、来年に関しても笑ってもいら
れない様です…。言うまでもなく、東
京オリ・パラ大会が開かれます。大会
に伴って、祝日が移動しています。そ
して、富岡八幡宮の氏子町会にとって
は連合渡御の年となります。今年以上
に熱い・暑い夏になりそうです。
◇
さて、巻頭の写真ですが、板橋区にお
住まいの小森さんから送っていただい
た箱崎神輿・宮入りの様子です。富岡
八幡宮の本殿の階段付近から撮られた
と思いますが、豪快に担がれる神輿と
担ぎ手が表現されています。小森さん、
ありがとうございました。

