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各町会の新年会開催のお知らせ

箱崎北新堀町会

1月22日（水）18時00分～

ＴＣＡＴ龍鳳にて

箱崎二・三町会

2月 5日（水）18時00分～

ＴＣＡＴ龍鳳にて

箱崎町箱四町会

1月23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。

箱崎町の皆様箱崎町の皆様箱崎町の皆様箱崎町の皆様

明けまして明けまして明けまして明けまして

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます

本年は平成から令和へと、新しい時

代の幕開けとなる最初のお正月という

ことで、皆様にとっても心新たな年と

なることとお慶び申し上げます。

昨年中は三町会による様々な行事、

特に隅田川河畔のビアパーティー、夏

祭り、子供神輿連合渡御など事故もな

く盛大に開催されましたこと、これも

一重に町会の皆様のご協力の賜物と心

より厚く感謝申し上げます。

ここ数年来、マンションの建設によ

る人口増加、特に子供たちの増加に加

え、外国からの旅行者も大変な勢いで

増えており、町の様子も大きく変わろ

うとしております。

昨年は地球温暖化による超大型の台

風が多発し、日本各地に大きな被害を

もたらしました。特に関東地方への台

風直撃による被害も甚大でありました。

災害はいつ起こるか分かりません。日

頃からの町内の親睦と協力が何よりも

大切なことと思います。

今年は待望の東京オリンピック、パ

ラリンピックそして富岡八幡宮例大祭

が開催される年です。例年にも増して

大きなイベントが続きますが、町会員

の皆様と共に健康に留意して、本年が

楽しく有意義な年になりますことを祈

念して年頭の御挨拶といたします。

箱崎三町会 当番町会

箱崎北新堀町会 町会長 大塚英一

新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶

箱崎三町会の皆様にはご機嫌麗しく

新年をお迎えのこととお喜び申し上げ

ます。

箱崎神輿総代として新年のご挨拶を

申し上げます。

前号におきまして大木総代からご報

告させていただきました通り、昨年、

初めて箱崎の大神輿の宮入りを行うこ

とができました。これもひとえに三町

会の皆様の絶大なるご支援があってこ

そのことと感謝申し上げる次第でござ

います。当日は多数の担ぎ手の参加を

得て、大変な盛況と好評であったこと

は皆様もご承知の通りでございます。

改めてお礼申し上げます。

昨年は子供神輿の連合渡御に加え、

11月9日に行われました天皇皇后両陛

下の即位を祝う「国民祭典」にも、総

代と町会の有志が富岡八幡宮二の宮神

輿で参加いたしました。各氏子町会か

ら約700名の担ぎ手の参加があり大変

貴重な経験をさせていただいたと思っ

ております。

さて本年は、私たち総代はもとより、

町会員の皆様にとっても待ちに待った

「大祭」の年でございます。

（8月14日神幸祭、15日例祭祭典、

連合渡御は16日 日曜日）

一昨年、新たに1名総代が誕生し、

箱崎には現在6名の総代がおります。

私以外は、いずれもちょうど脂が乗り

切った、大変活きの良い総代です。

今年の駒番は37番です。部会の順番

からいくと5番目、部会の中では6番目

になります。前回同様、連合渡御の真

ん中より後の方になると思います。

平成24年には天皇皇后両陛下（現上

皇上皇后）の行幸啓という歴史的な栄

誉に預かり、「江戸三大祭り」の一つ

として全国に知れ渡りました。富岡八

幡宮の境内には行幸啓記念の石碑が建

てられています。是非足を運ばれてみ

てはいかがでしょうか。

全国にも誇れる富岡八幡宮のお祭り

を皆様とともに盛り上げ素晴らしい神

輿渡御ができますよう、総代一同張り

切っております。町会員の皆様のご協

力なくしては成り立ちません。三年に

一度とはいえ、町会員の皆様には多大

なご協力と大変なご負担もお願いする

ことになると思います。何卒ご理解い

ただきますよう宜しくお願い申し上げ

ます。

文末になりましたが、皆様には今年

もまた素晴らしい年になりますよう衷

心よりお祈り申し上げます。

箱崎神輿総代 福本光男
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好天に恵まれてお祭り日和でした
奉祝まつりに参加した箱崎睦会メンバー

我々がバーベキューを盛り上げます！

男の料理です♪ 恵まれた天気で肉もビールもウマウマ！ 料理長、会心のコテ捌き

天皇陛下御即位を

お祝いする国民祭典

～第1部・奉祝まつり～

11月9日（土）に皇居前の鍛冶橋通

りで行われた国民祭典の奉祝まつりで

は、富岡八幡宮・二の宮神輿も担がれ

ました。一昨年の夏にも二の宮神輿は

担いでいますが、今回は国民を代表し

て御即位のお祝いをするんだ、と言う

意気込みで参加しました。

奉祝まつりでは、全国各地から集

まった団体による祝賀パレードと、東

京近隣の神輿や山車による奉祝神輿渡

御が皇居前で披露されました。神田神

社、日枝神社、赤坂氷川神社、浅草神

社など、有名な神輿や山車が約30基集

結する様には圧倒されました。しかし、

その中でも二の宮神輿の大きさは群を

抜いています。さすがです。

箱崎町からは総代と、赤半纏や配給

経験者を中心とする選抜メンバー17名

が二の宮渡御に参加しました。越前堀

公園で七部会の方々と合流し、バスで

皇居前へ移動します。既に皇居前には

多くの神輿や山車が集結しており、

第14回

箱崎バーベキュー大会

11月10日（日）に、箱崎睦会主催

（箱崎町三町会後援）の第14回箱崎

バーベキュー大会が箱崎公園で開催さ

れました。今回は大人79人、子供50人

の合計129人の参加があり、大盛況の

開催となりました。

当日は天候にも恵まれて、箱崎北新

堀町会の大塚町会長の代表挨拶で始ま

り、用意した生ビールや料理は飛ぶよ

うに消費されました。

今回のメニューは、焼肉・フラン

ク・イカ焼き・野菜焼・煮込み・餃

子・フライドポテト・鳥の唐揚げ・蒸

かし芋・石焼風ビビンバ・チャーハン、

生ビール・日本酒・ソフトドリンク等

と、多彩に用意しましたが、すぐに完

食されてしまいました。特に、煮込

み・餃子・本格的な石焼風ビビンバ・

チャーハンが人気となっていました。

公園内には子供たちの歓喜が広がり、

その中で出来立ての料理とフリードリ

ンクを飲食しながら、地域住民のコ

ミュニケーションの図れるバーベ

キュー大会は、今や箱崎の季節行事と

なっています。またの開催を楽しみに

していて下さい。

最後になりましたが、開催に協力し

ていただいた方々、ならびに参加して

いただいた方々、どうもありがとうご

ざいました。次回も大いに盛り上がり

ましょう。

箱崎睦会 副会長 白崎敏孝

ちょっとしたお祭り展覧会を楽しめま

した。

午後1時から神輿渡御が始まりまし

た。皇居前には多くの見物客が来場し

ており、お祭りの雰囲気を盛り上げて

くれました。

途中の休憩のタイミングで交代しな

がら二の宮神輿を担ぎます。数多くの

神輿や山車が一斉に渡御する関係で移

動距離は数百メートル、ちょっと物足

りなかったかな？

天皇陛下の御即位をお天道様もお祝

いしている様で、快晴の穏やかな天気

に恵まれました。人々の熱気で神輿を

担いでいると汗ばむ程でしたが、流石

に清め水はかけませんでしたよ!!

午後3時、最高潮の時間帯ではあり

ましたが、渡御は終了。三本締めと、

皇居に向かって万歳三唱をして、奉祝

まつりの参加者は皇居前広場を後にし

ました。第2部・祝賀式典の出演者へ

バトンタッチです。

今回、この様な貴重な神輿渡御に参

加させていただく機会をいただき、関

係各所には感謝しております。ありが

とうございました。

箱崎睦会 広報 会田 潔
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つきたてのお餅は格別ですね

ついたお餅のパック詰めは
婦人部の方々が手際よく

日本橋三の部地区委員
箱崎地区の皆さん

（＋α）

各町会の味自慢の賄いうどん・蕎麦
（去年のはこざき新聞で載せられ

小さな子供もお餅つき頑張りました！ なかったので今年は写真を載せました）

見事に晴れ上がった人
形町大通りで大きな掛
け声と共にお餅をつき
ました。

子供餅つき大会

12月8日（日）、令和最初の子供餅

つき大会が人形町通りで開催されまし

た。日本橋三の部町会連合主催の子供

餅つき大会は年末の恒例行事となって

いて、人形町通りに並ぶ各町会のテン

ト、テント、テント・・・は壮観です。

前日は冷たい雨が降っていましたが、

大会当日は打って変わって晴天に恵ま

れました。会場の設営が始まった朝8

時半頃はまだ寒さが残っていたものの、

日光でぐんぐん気温も上がり、正午に

は12℃となって穏やかな陽気に包まれ

ました。

子供餅つき大会は今年で46回目を迎

えましたが、これまで雨で中止になっ

たことはなかったとのことです。中央

区の山本区長等の来賓あいさつの後、

各町会長の音頭で餅つきがスタートし

ました。熱々に蒸したもち米が臼に流

し込まれると、早速町内の男性陣が杵

でしっかりと米をすり潰し、粘り気が

出るまでこねていきます。よくこねた

ら、いよいよ杵でつき、手で返しなが

らの餅つきです。つき上がった餅はす

ぐにテント内へ運ばれ、町内の女性陣

が手際よく餅を小さく丸めて、餡やき

な粉をまぶしてパックに詰めていきま

した。

テント前に並んだテーブル席には早

速お客さん達がやってきて、町会ごと

に腕を振るったうどん等餅以外の料理

にも舌鼓を打っていました。杵を振り

上げて餅をつくのは大人の男性陣が多

いのですが、もちろん女性陣や子供た

ちにも出番があります。用意された子

ども用の杵でも小さな子には重いので、

大人が手を添えて一緒についてあげま

すが、もう少し大きな子どもなら一人

で杵を持って餅をつけます。

10時から14時まで4時間通して餅を

つき続けますので、ご町内のみならず、

お誘い合わせのうえ、たくさんの方に

来ていただければ、大歓迎です！

箱崎新聞編集部 岡本 理

箱崎北新堀町会のうどん

数種類の鰹節をたっぷり使った出汁を

使います。油揚げ、ほうれん草、赤い

蒲鉾、ネギ、そして生玉子を割り入れ

ます。

箱崎二・三町会のうどん

出汁には本つゆ、お酒と醤油で味付け。

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。

箱四町会は蕎麦とうどん

昆布を出汁に使い、醤油で味付け。

甘辛く煮た油揚げ、鶏肉、かまぼこ、

ネギ、天かす、わかめ、柚子の皮を盛

りつけます。
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心肺蘇生の訓練の様子

段差を越える時は複数人で介添えを

バルーン投光器の明るさにビックリ

「偲ぶ、日本橋箱崎町」展のスタッフ

社会教育会館では、各
町会の半纏をはじめ、
江戸箒やつづらなど区
内の逸品の展示があり
ました。

有馬小学校防災拠点訓練

11月10日、東京湾北部を震源とする

地震が発生した想定で避難訓練があり

ました。

各町会の避難場所に集まり、有馬小

学校に向かいます。訓練は、テントの

設営、AEDの対応訓練、車椅子での乗

車体験や介助方法です。段差、スロー

プの昇降は意外と力が必要で、正しい

方法を知らないと転倒や介助する人も

怪我をする危険があることを学びまし

た。

校庭では照明資器材の設置訓練です。

ガスパワー発電機やバルーン投光器の

説明を受けました。バルーンの明るさ

には、何かホッとした気分になりまし

た。この訓練に参加したことで災害時

には何が起きて何をしなければいけな

いのか、ある程度イメージできるよう

になったと思います。

今回改めて、災害の恐ろしさ、また

自主防災の重要さを感じました。終了

間際には隣接するビルの屋上から機材

が落下するというアクシデントもあり

ました。災害にしろ、こういった予期

せぬ事故にしろ、場所や時期を選ばず

起こりうるという危機意識を忘れぬこ

とを町内の一人でも多くの人に伝えた

いと思います。

箱崎北新堀町会 副会長 寺坂廣美

箱崎町の半纏を展示
中央区まるごとミュージアム

中央区まるごとミュージアムは、中

央区の全域を美術館に仕立てて、区内

各所で展示や催し物が行われる一日で

す。昨年11月4日（月・振替休日）の

開催は12回目の開催でした。箱崎町で

は「偲ぶ、日本橋箱崎町」が出展され

ましたね。

築地の社会教育会館では「中央区ま

ちかど展示館」に関する展示が行われ、

江戸箒やつづらなど老舗の逸品、お祭

りの半纏などの展示がありました。

箱崎町からも神輿半纏（町半纏、旧

役員半纏、赤半纏、新子供半纏）と、

大神輿宮入りと子供神輿連合渡御の写

真を提供しました。

昼休み時に教育会館に入館したせい

か、館内は空いていました。まちかど

展示館で神輿を展示している各町会の

半纏や浴衣を自由に試着できるコー

ナーがありましたので、ちょっと着て

みました。

ところで、昨年は4館が新たにまち

かど展示館として認定されました。区

役所や地下鉄の駅には詳しいパンフ

レットが置かれていますので、お時間

のある時に中央区の逸品を探しに区内

を巡ってみてはいかがでしょうか？

箱四町会 記録広報部 会田 潔
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バスハイク参加の皆さんで記念写真

偲ぶ、日本橋箱崎町展
TCTA1階にて

～～～ 区議便り ～～～～～～ 区議便り ～～～～～～ 区議便り ～～～～～～ 区議便り ～～～
令和元年 第三回中央区議会定例会令和元年 第三回中央区議会定例会令和元年 第三回中央区議会定例会令和元年 第三回中央区議会定例会

ところ狭しと展
示された数多く
の写真や資料

〇平成30年度各会計決算が認定

歳入決算921億9,908万4,554円、歳

出決算888憶2,330万3,785円である一

般会計をはじめとする各会計決算が認

定されました。

所属する自民党議員団は決算書、財

務諸表、行政評価などを参考にし各事

業や財政状況について質疑を行うとと

もに日頃から区民の皆様との対話、折

に触れての様々な団体との意見交換、

そして新区長と結んだ政策協定など

日々の活動の集大成となる政策要望に

基づき、来年度に向けての提案を行い

ながら、平成30年度決算の認定に同意

をいたしました。

私も決算特別委員会の委員を拝命し、

担当した区民費、都市整備費において、

以下の質問・提案等を行わせて頂きま

した。

①各分野ごとの本年度の事業進捗や、

来年度に向けての課題

➡総合窓口業務、地域コミュニティ

（町会・自治会等）、商工観光、文化

振興、オリンピック・パラリンピック

を控えた観光客の受け入れ環境整備、

耐震改修、住宅行政について等

②決算額の大きな事業等についての成

果や課題

➡都市整備費の事業進捗管理について

（平成29年度決算約162億円→平成30

年度決算約96億円）、銀座ブロッサム

の改修工事（平成30年度決算約18億

円）、商工業融資（平成30年度決算約

17億円）等

③税金を効率的に使うための具体的な

提案

➡更なる減額補正による基金の上積み、

補助金の支払い方法の変更、国・都の

施策の更なる活用等

〇天皇陛下御即位奉祝に関する決議

中央区議会として以下の決議を行い

慶祝の意を表しました。

このたびは、天皇陛下御即位 誠に

おめでとうございます。心からお慶び

申し上げます。ここに謹んで慶祝の意

を表します。

私も僭越ながら各界の代表者の皆様

により設立された天皇陛下御即位奉祝

委員会の委員を拝命するとともに11月

9日に行われた国民祭典に参加させて

頂きました。

〇皆様のご意見をお聞かせください。

東京都職員・平沢勝栄代議士（自民

党広報本部長）秘書の経験から、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。区政に関

するどんなことでも構いません。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

箱四町会

秋のバスハイク

昨年11月17日のバスハイクは、好天

に恵まれた三浦半島周遊です。車内は

ほぼ満席状態の43名で、過去最高の参

加者でした。

最初の目的地は、八景島シーパラダ

イスです。イルカショーと日本最大の

水族館は、ここでしか味わえない体験

でした。

楽園の魅力の余韻に浸りつつ、昼食

会場へ向かいます。まぐろ料理と言え

ば三崎港、究極のまぐろづくしに舌鼓、

圧巻はカブト焼きでした。

「ワイルドすぎるぜ」「ど迫力だ」

との声が拡散し、瞬く間に胃袋へ消え

ていきました。まぐろさん、ご馳走様

でした。

最後の目的地は本日のメイン、横須

賀軍港ツアーです。超人気コースで、

予約を取るために半年前から準備しま

した。苦労の甲斐あり、期待の原子力

空母「ロナルド・レーガン」ほか米軍

および海上自衛隊のイージス艦などを

見る事が出来ました。まるで映画のワ

ンシーンを見ている感じでした。初め

ての軍港ツアーは皆さんから「良かっ

た」の声をいただくことができました。

今回のバスハイクはいかがでしたで

しょうか？ ご参加していただいた皆

様、ありがとうございました。今年の

秋もお待ちしております。

箱四町会 企画部 横島邦男
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箱崎公園に飾られた巨大クリスマスツリーとイルミネーション

6月下旬

◎三の部バスハイク

主催：日本橋三の部地区委員会

場所：行先未定

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

主催：箱崎連合町会、箱崎睦会

場所：隅田川スーパー堤防

8月14日（金）～16日（日）

◎箱崎夏祭り

子供フェスティバル、子供神輿、

神幸祭鳳輦渡御、盆踊り大会、

七部会連合渡御、神輿連合渡御

主催：神輿総代会、箱崎睦会

場所：箱崎公園ほか

8月下旬

◎中央区大江戸祭り

主催：中央区／

日本橋三の部地区委員会

場所：浜町公園

2020年前半の行事予定
（予定は変更になる場合があります）

3月1日（日）

◎三の部子供スケート教室

主催：日本橋三の部地区委員会

場所：明治神宮スケート場

3月中旬

◎三町会合同防災訓練

主催：箱崎連合町会

場所：箱崎公園

4月中旬

◎春の交通安全運動

主催：箱崎各町会毎に実施

4月下旬

◎東日本大震災復興チャリティ

フリーマーケット

主催：箱崎睦会

◎手作り鯉のぼりを揚げよう

主催：箱崎イベント部

場所：箱崎公園

5月中旬

◎わんぱく相撲（中央区大会）

主催：日本橋三の部地区委員会

場所：浜町スポーツセンター

5月24日（日）

◎クリーンデー

主催：箱崎各町会毎に実施

§ 編集後記 §

新年早々、こんな話題は適切ではない

かも知れませんが、思い切って取り上

げたいと思います。昨年末にNHKで放

映された「体感首都直下地震ウィー

ク」はご覧になりましたか？ 30年以

内に70％の確率で発生するとされる首

都直下地震。その地震が起こった時に

何が起こるかをドラマ仕立てに制作さ

れた番組でした。

◇

想定では中央区も震度6強、多くの建

物が全半壊するそうです。また、多く

の避難者や帰宅困難者が殺到すること

で発生する群衆雪崩の恐怖、各地で同

時に発生する火災が原因で起こる火災

旋風（炎が竜巻の様に移動する）、堤

防の破壊によって起こりうる地震洪水

がドラマの中で語られていました。

◇

被害想定マップを見ると、木造家屋が

少ない中央区は火災の被害は想定され

ていません。しかし、通電火災（停電

後、電力が回復することで発生する火

災）もあり得ると思います。

◇

初期消火、家具の固定、避難路の再確

認、食料と水の備蓄など、被害を最小

限に止める意識が必要なことを改めて

認識しました。

NHK 体感首都直下地震ウィーク

https://www.nhk.or.jp/taikan/

クリスマスツリー点灯式

恒例となったクリスマスツリー点灯

式を、今回も日本橋キリスト集会の皆

さんのご協力をいただいて行いました。

箱崎公園に飾ったクリスマスツリーで

すが、中心部にも布飾りを付けて、昼

間もキレイに見えるように工夫しまし

た。

ところで、クリスマスツリーの一番

上には大きな星型のイルミネーション

が飾られますね。あの大きなお星様を

飾る理由をご存じですか？ 「トップ

スター」、別名「ベツレヘムの星」と

も呼ばれているそうです。

2000年前、イエス・キリストが誕生

した時に東の空に輝いていた星で、こ

の星を見て人々は救世主であるキリス

トの誕生を知ったのだそうです。その

東の空に輝いていた星にちなみ、クリ

スマスツリーの一番上に大きなお星様

を飾るのだそうです。

さて、スタンプ集めのゲーム、クリ

スマスソングを歌った後はツリーの点

灯です。今回も見事にイルミネーショ

ンが点灯しましたよ。そして、ささや

かなクリスマスプレゼントを来場の子

供たちに配りました。

公園のイルミネーションは12月25日

まで、タイマー制御で日没から約6時

間点灯していました。皆さん、クリス

マスは楽しく過ごせましたか？

箱崎イベント部 会田 潔


