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ワクチン接種は少しずつ進んでいるようです。
新型コロナウイルスの収束まで、あと少しなのでしょうか？
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夏の本祭り、令和5年に開催予定

箱崎睦会 新会長挨拶

令和2年1月、元号が令和となって最初の正月を迎えた時点
では、新型コロナウイルスが世界中に蔓延し、人々を苦しめ
るとは夢にも思いませんでした。
令和3年を迎えても新型コロナウイルスは一向に収まること
が無く、様々な町会行事も中止せざるを得ませんでした。特
に、昨年8月から今年8月に延期となっておりました富岡八幡
宮例大祭（神輿連合渡御）についても早々に中止が決定され
ました。
7月23日には東京オリンピックが、8月24日には東京パラリ
ンピックが開会されました。いずれの祭典も、無事に終わる
と良いと思います。
さて、次の富岡八幡宮例大祭は令和5年夏が予定されていま
す。再来年のお祭りに向かって、しっかりと準備をしていき
たいと思います。町会員の皆様、どうぞよろしくお願いしま
す。

2021年5月、箱崎睦会の会長に選任されました竹内と申しま
す。前会長の眞野さん、また前役員の皆様、長い間お疲れ様
でした。私のような未熟者が睦会会長などという大役が勤ま
るのか不安ではありますが、生まれ育った愛する町のために
多少なりとも貢献できればと思いお受けいたしました。
小さい頃からお祭りや町会のイベントが大好きでたびたび
参加させていただきました。とうとう自分が運営する側の責
任者という立場になったかと思うと時の流れの速さを感じま
す。
さて、昨年今年とコロナ禍で町会のイベントや本祭りも実
施することができず、皆様とも顔を合わせる機会も無くなっ
てしまい大変残念に思います。イベントが実施できるように
なりましたら、これまでの御恩を皆様に返すべく、精一杯頑
張りたいと思います。
箱崎睦会は箱崎北新堀、箱二・三、箱四の3つの町会が母体
となり活動していますが、このように複数の町会にまたがっ
て活動している団体は珍しいと思います。なかなか若い方が
来てくれない町会がある中で、このような組織を作られた先
輩方のご尽力には本当に頭が下がる思いです。心より感謝申
し上げます。
現在、箱崎睦会は地元出身者ではない方がたくさん参加さ
れています。ただ、今でも町会の活動敷居が高いと考えてい
る方も多くいらっしゃると思います。私は箱崎に住んだのな
ら、一度は地元の活動に触れてほしいと思っています。イベ
ントへの参加だけでも構いません。ぜひ遊びに来て下さい。
私たちは新しい仲間を増やしながら、皆で楽しく明るい町
会にしたいと考えています。皆で箱崎を盛り上げていきま
しょう。最後に、この箱崎新聞も33年と歴史が長いと聞いて
います。ボランティアで作り上げている皆様、本当にありが
とうございます。
まだまだコロナ禍で大変な時が続きます
が、また皆様と笑顔で会える日を楽しみに
しています。

箱崎三町会 当番町会
箱崎二・三町会 町会長 加藤惠一

隅田川テラスに
スロープ設置予定

箱崎公園には
今年も鯉のぼり

豊海橋側の隅田川テラス
で工事が始まりました。関
係する工事事務所へ聞いた
ところ、スロープを設置す
るそうです。ベビーカーや
車椅子でも気軽にテラスへ
降りられるように、幅1.8m
で途中で折り返して緩やか
な坂になるよう配慮がされ
るそうです。
完成予定は来年2月なので、
完成を楽しみに待ちましょ
う。スロープが設置されれ
ば、隅田川河畔ビール祭り
の時なども便利に使えそう
ですね。

子供たちを集めた手作り
鯉のぼりイベントは今年も
中止としました。いったい、
新型コロナウイルスの影響
はいつまで続くのでしょう
か？
めげずに大型の鯉のぼり
は飾ることにしたのですが、
2011年春に3軒の鯉のぼり屋
さんにご寄付いただいた鯉
のぼりは色あせ破れてボロ
ボロな状態でした。箱崎公
園は意外に風が強いのです。

箱崎睦会 会長 竹内 大

ダメもとで、今回も寄付をいただけないかと募ったところ、埼玉県加須市の株式会社松本さ
んから鯉のぼりを寄贈していただきました。紙面を通じて、お礼を申し上げます。
さらに、今年は吉田松陰さんの像にも小型のかわいい鯉のぼりを飾りました。
話のついでに、イベント部では昨年末にクリスマスツリーも飾りました。1月号の箱崎新聞
が休刊となり、季節はずれのお知らせになりました。箱崎町に明るい話題を提供します!!
箱崎イベント部 会田 潔
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ダメ！

町会所有AED設置
この度、26番地にある日本橋箱崎シ
ティハイツのエントランスに、箱崎三
町会共有のAED（自動体外式除細動
器）を設置いたしました。お時間のあ
る時に設置場所の確認をお願いいたし
ます。
さて、私たちの多くは医者ではあり
ません。しかし、医者でない私たちも
行動次第で大切な一つの命を救うこと
ができる場合があります。それは、心
肺停止の方と遭遇をした時です。ス
ポーツをしている時、子供たちや友人
と遊んでいる時、万が一、どなたかが、
意識を失って倒れるようなことが起き
てしまった場合、あなたはその人の命
を守るために何が出来ますか？
① 早期通報(すぐに救急車を)
② 一次救命処置
私たちにできるのは、この二つです
が、この一次救命処置を的確に早く行
うことが非常に大切です。心房細動な
どの症状が起きた時、AEDによる電気
ショックが5分遅れると、救命率が
50％低下すると言われています。救命
率を上げるためには、身近にAEDがあ
る事とそれを使用できる事が重要とな
ります。

AEDの設置場所：
日本橋箱崎シティハイツ
エントランス
（箱崎町26番地）
使用方法は簡単です。ご存知の通り、
AEDの蓋を開けてスイッチを入れれば、
機械が操作方法を教えてくれます。し
かし、緊急時に勇気をもって使用する
ために、多少の訓練が必要です。有馬
小学校校庭で毎年行われる総合防災訓
練（今年は11月7日）や、箱崎公園で
の町会主催の防災訓練等で体験する機
会があります。また、日本橋消防署で
は毎月、救命講習会が開催されていま
す。(テキスト代必要)
今年度の町会主催の防災訓練は来年
3月に実施を予定しています。これら
の機会を利用して、一人でも多くの方
がAEDの使用方法を身につけて下さる
ことを願っています。

不法投棄

今年2月下旬、箱四町会で利用して
いるストックヤード（隅田川大橋下）
に多数の不法投棄がありました。早速
中央区から不法投棄禁止についての看
板が掲げられましたが、投棄者が片付
けに来る様子はありませんでした。さ
らに8月になっても1件の投棄がありま
した。
ストックヤードは粗大ごみの集積場
ではなく、町会で収集した古紙などを
一時的に保管する場所です。町内の美
化を維持するためにも、ごみを不法に
投棄することは絶対にやめて下さい。
不法投棄された粗大ごみ

箱崎町箱四町会 町会長 村松眞之

家具や電化製品などの大きなごみは
粗大ごみ扱いとなり、収集は有料とな
ります。
詳しくは、
粗大ごみ受付センター
電話：03-5296-7000
へお問い合わせ下さい。
シティハイツに設置されたAED
町内にはAEDが設置されているビルが多数あるようです。
箱崎新聞に掲載が可能なAEDがありましたら、ぜひお知らせ下さい。

中央区まるごとミュージアム
「偲ぶ、箱崎町展」の様子
2019年11月、東京シティエアターミナル

不法投棄は犯罪です！
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高尾稲荷神社がNHK
歴史探偵で紹介されます

～区議便り～
中央区における新型コロナウイルス感染症について

映画「鬼滅の刃・無限列車編」はご
覧になりましたか？ 「千と千尋の神
隠し」を抜いて日本歴代興行収入第1
位となった人気アニメーション作品で
す。その続編となる「鬼滅の刃・遊郭
編」が、この秋にテレビアニメとして
放送が予定されています。
この遊郭編に関連して、歴史上の
様々な謎を解き明かす番組であるNHK
「歴史探偵」が、吉原遊郭を取り上げ
ることになりました。
さらに、吉原でも最高位の遊女と言
われた高尾太夫についても取り上げら
れ、高尾稲荷神社の由来も紹介される
そうです。
既にNHKの取材は終わっており放送
を待つばかりですが、現時点で放送日
については今年の秋としか分かってい
ません。
放送を楽しみに待ちましょう。

〇区内のワクチン接種状況と今後の見通しについて（8月24日時点）
・区内対象者数151,222人／２回接種58,175人／接種率38.5％
～64歳／対象者125,955人／２回接種36,513人／接種率29.0%
65歳～／対象者 25,267人／２回接種21,662人／接種率85.7％
・ワクチン接種の今後の見通し
「10月上旬までのワクチン配分で12歳以上の区民の8割が2回接種する量を
配分する」考え方が国から示されました。区は個別接種を10月16日（土）
で終了し、10月下旬以降は集団接種で接種を進めていく予定です。

歴史探偵：
NHK総合テレビ 水曜日午後10:30～
番組ホームページ：
https://www.nhk.jp/p/rekishitantei/

現在は仮宮となっている
高尾稲荷神社

〇中央区保健所からのお願いについて
中央区保健所から「現在、都内の新型コロナウイルス対応病床はほぼ全て使用
されており、本来であれば入院して酸素療法を受ける必要のある中等症の方の入
院先が見つからず、新型コロナウイルス対応病床の空きが発生するのをお待ち頂
く状況になっています。また、中央区保健所では、新型コロナウイルス感染症陽
性となった方の症状（呼吸状態）、既往歴などをお伺いして、入院が必要と判断
した方には入院のご案内を行っています。
しかし、保健所からの入院案内を断った方が、その後体調不良となり救急要請
をしても、受け入れ先の医療機関が見つからず、すぐには入院できない事例がほ
とんどです。とくに、夜間早朝の時間帯は、医療機関の医療従事者の人数が限ら
れ、重篤な方の治療が優先されるため、入院先が見つからない可能性が高くなる
こと。保健所は重症化リスクの高い方に入院をお勧めしますので、入院を勧めら
れた場合は、自覚症状が強くなくても、入院対応が可能なうちに応じて頂けるよ
うお願いします。」旨のお願いが行われておりますのでご確認いただけますと幸
いです。（＊最新の情報は中央区HP等をご参照下さい）
〇コロナ禍での思い
先日、日本橋料理飲食業組合をはじめとする17の飲食業関連団体の皆様から中
央区行政、地元選出の国会議員、都議会議員とともに区議会の一員として現実的
かつ率直なご意見・ご要望をお聞かせいただきました。
また、「飲食店への協力金はあるが、その他の業種への支援策が手薄い」「今
年もお祭りや縁日が中止になり地域コミュニティの繋がりを感じづらくなってい
る」など様々なご意見を伺っております。
本年度は区議会でコロナウイルス・防災等対策特別委員会で副委員長として委
員会運営に従事しております。地域で伺うご意見をできる限り区政に反映してい
きたいと考えておりますので、皆様からのご意見をお聞かせいただけますと幸い
です。
中央区議会議員 かみや俊宏

来年5月には遷宮の儀を執り行う予定

9月1日は「防災の日」
台風、豪雨、地震などの災害への備えも怠りなく！
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おめでとうございます
箱四高齢福祉部に表彰状

深川八幡祭り
わっしょい！ 写真展

箱四町会の女性軍が中心に活動して
いる高齢福祉部は、「お年寄りにやさ
しい町」にしようと元気に活動してい
ます（今はコロナで自粛中）。その中
で永年の「ふれあい福祉委員会」の活
動が今回認められ、第69回東京都福祉
大会において表彰されました。
この活動のスタートは、山岸元町会
長の意向で、当時の地域の民生委員と
して活躍していた辰口百合子さんと山
中順子さんが二人三脚で始めた活動で
す。最初はお二人の趣味であった絵手
紙をお届けしたり、誕生月にお花をお
届けしていたようです。
現在は箱四婦人部の皆さんが協力し
て下さり、毎月の見守り活動、ふれあ
いデーの開催、敬老の日のお祝いなど、
町内のお年寄りに対して色々なサービ
スを実行しています。
しかし、この活動も現実は老々介護
の様になって来ました。協力して下
さっている委員の中には75歳以上の方
が何人もいらっしゃいます。まだまだ
町の為に働きたいとガンバってくれて
おります。表彰状を差し上げたいくら
いです。

新型コロナウイルスの影響により昨
年8月から今年8月へ延期された神輿連
合渡御でしたが、コロナ禍の猛威は拡
大するばかりで結局は今年も中止と
なってしまいました。神輿大好き人間
の心境を代弁したのか、8月15日
（日）の東京は土砂降りに見舞われて
気温も低めでしたね。
水かけ祭りの醍醐味を忘れないよう
にと、例祭の期間（8月13日～15日）
に「深川八幡祭り わっしょい！ 写真
展」が富岡八幡宮の境内にて開催され
ていました。
1980年以降の本祭り、御本社一の
宮・二の宮授与式などの貴重な写真が
展示され、また普段はガラス戸が閉め
られている一の宮・二の宮神輿も直に
見ることが出来ました。もちろん、七
部会の箱崎と新川地区の神輿の写真も
展示されていましたよ。
また期間中は午後3時から社殿にて
神楽奉奏が行われ、普段のお祭りとは
違った神聖な気持ちを味わうことが出
来ました。

箱四町会 副会長

箱崎新聞編集部 会田 潔

山中國裕

富岡八幡宮境内にて
行われた写真展の様子

ふれあい福祉委員会へ進呈された
表彰状

昭和52年8月の連合渡御
箱崎の神輿は下段右から3つめ

記念品のお盆

江戸から大正期、昭和初期の社殿

神酒所ふうな写真展示スペース

40年ほど前？の連合渡御
あの方やアノ方が参加してます（若！）

§ 編集後記

§

昨年9月に箱崎新聞65号をお届けしま
したが、その後は町会行事などが全て
中止となりました。皆様に報告する事
項も無く、やむを得ず今年の新年号は
お休みさせていただきました。
◇
楽しみにお待ちいただいた町会の皆様、
この場にてお詫び申し上げます。
◇
元中央区議会議員として、また箱四町
会の前会長として、さらには箱崎まつ
り睦会の初代会長として、箱崎町に
様々な面でご活躍をいただいた増渕一
孝さんと前箱四町会婦人部部長の増渕
明子さんのご夫妻は、この夏に東村山
市へ転居されました。
◇
昔話などを伺いながらの送別会を開き
たかったところですが、コロナ禍ゆえ
に静かなお別れとなりました。今まで
大変お世話になりました。ここに深く
お礼を申し上げたいと思います。
◇
今回の号では実現できませんでしたが、
いずれ増渕さんには昔の箱崎町を語っ
ていただく内容で箱崎新聞への寄稿を
お願いしています。

箱四町会事務所
開館時間のお知らせ
この度、箱四町会事務所の開館時間が
変更となりました。
新：平日 月～金 9:00～12:00
旧：平日 月水金 10:00～16:00
電話番号：03-5962-3137
町会員の皆様、お気軽にお立ち寄り下
さい。よろしくお願いします。

