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近隣
皆さまこんにちは。暮れも押しせまり、令和元年も残すところあと
僅かとなりました。町会員の皆さま方には本年も大変お世話になり
ました。ありがとうございました。納涼夏祭り、正八幡神社例大祭
の二大行事も滞りなく執り行うことができ、ご協力いただいた町会
員の皆さまに改めて感謝申し上げます。来年の正八幡神社例大祭は、

「表（おもて）」の例大祭となります。関水町会の皆さま、近隣町会
の皆さまのお力添えをお願い申し上げます。さて、昨今大きな自然
災害に関する被害が報じられることが増えました。関水町会でも、
想定外の災害が発生した際の対応策の考案に苦慮しています。本年
の台風 19 号襲来を機に、初めて避難先などの確認を行った方も多
いかと思います。今後は行政とも協力し合いながら、町会員の皆さ
まに必要な情報・対策が身に付くような防災知識を共有していきた
いと考えております。末筆となりますが、町会員の皆さま方のご健
勝と幸多き新年を迎えられますことを祈念いたしまして、年末のご
挨拶とさせていただきます。 町会長唐沢勇

関水町会の民生児童委員の変更をお知らせいたします。野村朱美様
から 14 組の組長でもある鈴木典子様にバトンタッチされます。鈴
木様には多大なるご負担をおかけいたしますが、何卒よろしくお願
いいたします。

本年も歳末防犯・防火パトロールを実施いたします。江戸川橋交差
点、交番付近にテントを設置しておりますので、テント前に集合を
お願いします。皆さまのご参加をお待ちしております。
12月20日（金）20:00（親子パトロール）／22:00（大人パトロール）
12月23日（月）20:00（親子パトロール）／22:00（大人パトロール）
12月24日（火）20:00（関水クラブのパトロール）
 ／22:00（大人パトロール）
12月25日（水）20:00（親子パトロール）／22:00（大人パトロール）
12月26日（木）20:00（親子パトロール）／22:00（大人パトロール）
12月27日（金）20:00（親子パトロール）／22:00（大人パトロール）
なお、12月20 日（金）19:00 よりテントの設置を行います。
お時間の許す方はご協力をお願いいたします。
12月28日（土）17時ごろからテンの撤収片付けを行い、 18 時から
19時30分まで忘年会を兼ねた打ち上げを行います。 ビンゴ大会な
ども企画していますので、ぜひ親子同伴にてご参加ください。

関水町会地域の氏神様で
ある正八幡神社の令和 2
年初詣に参拝を希望され
る 方 は、 元 旦 の 9 時 10
分までに江戸川橋交差点・
交番前にご参集ください。
皆さまと一緒に神社まで
向かう予定です。

台風 15 号および 19 号は関水町会地区には大きな被害をもたらす
ことはありませんでした。一方で、全国各地で甚大な被害をもたら
しており、その報道に心が痛みます。天候の条件の変化によっては、
当町会地域にも被害が生じた可能性があります。今後も各種災害な
どに対する各ご家庭での備えが大切です。そこで来年より東京都よ
り各ご家庭に配布された「東京防災」を読む会を催したいと考えて
います。日頃より皆様に防災の必要性について意識していただくと
ともに、ご近隣にお住まいの方々との情報交換を行い、いざという
時の共助・助け合いに繋がっていくことを目的としています。この
会では、防災だけでなく、日常の困りごとの意見交換などを行いた
いと考えています。まずは 1 月の下旬頃の実施を計画しています。
詳細は町会掲示板にてお知らせいたします。

以下の要領にて関水町会主催のスキーツアーを実施いたします。皆
さまのご参加をお待ちしております。
日程：令和 2 年 2 月 22 日（土）～ 23 日（日）
宿 泊 地：ホテルサンバード（群馬県利根郡みなかみ町）
スキー場：水上高原藤原スキー場（TEL：0278-75-2321） 
参加資格：小学生以上
参 加 費：大人（高校生以上）20,000 円
子ども（中学生以下）15,000 円
町会外の方が参加される場合は、記載の金額より一家族につき
3,000 円の上乗せ料金をいただきます。
申し込みの締め切りは、12 月 28 日（土）までとさせていただき
ますが、定員 40 名になり次第締め切らせていただきます。
申し込み先：関水町会 常任理事長 大岩 良至
電話 090-8563-7320
FAX 03-3268-7748
mail meganeoji38@gmail.com

次の要領にて新年会を催します。皆さまのご参加をお待ち申し上げ
ております。
日時：令和 2 年 1 月 11 日（土）18:30 より
場所：鮨やなぎ会費：3,000 円
申込先：090-4050-2361（安藤）

毎月の廃品回収にご協力いただきありがとうございます。原則と
して毎月 1 日を回収日としています（日曜日に該当する場合は翌
月曜日）。前田様宅前、ドミール大江前、江
戸川橋ビル前、日火江戸川橋ビル、関口住宅
前、ロジェ関口前、㈱暁印刷様前、若木様宅前、
プラザ江戸川橋ビル前にて回収を行っており
ます。ご協力の程、よろしくお願いいたします。
1 月の廃品回収はありません。12 月 26 日

（木）に替わります。

スキーツアーのお知らせ

新年会のお知らせ

正八幡神社 初詣について

歳末防犯・防火パトロールのお知らせ

ご 挨 拶 「東京防災」を読む会

民生児童委員について

廃品回収について
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以下の要領にて、損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ江戸川橋保
育園のお餅つきが行われます。関水町会もお手伝いさせていただい
ており、町会地域にお住いのお子様方にもご参加いただけます。
日時：令和 2 年 1 月 11 日（土） 10 時より
場所：日火江戸川橋ビル第一 1 階エントランスホール

次の要領にて、江戸川橋いどばた食堂が催されます。どなたでもご
参加いただけるイベントとなっておりますので、ご家族やお友達を
お誘い合わせの上、ご参加ください。
日時：令和 2 年 1 月 26 日（日）11:00 より
場所：杜の癒しハウス文京関口

エントランスホール（関口 1-14-12）
詳細は決定次第、町会掲示板等にてご案内いたします。

音羽中学校が開校 10 周年を迎え、11 月 9 日（土）、区関係者や
地域の方々に見守られる中、記念式典が執り行われました。
音羽中学校は、旧第五中学校と旧第七中学校が合併し平成 21 年に
開校して以来、区立で一番新しい中学校として、生徒と教員が一丸
となり、新しい歴史をひとつずつ刻んでこられました。
これからも関水町会から多くの生徒が、この学び舎から巣立ってい
くことでしょう。
いつまでも子どもたちの心に残る良い母校となるよう、音羽中学校
のますますの発展を願い、地域としても協力してまいりましょう。

スマイルキッズ お餅つきのご案内音羽中学校開校 10 周年式典

江戸川橋いどばた食堂のご案内

1・2月の常会のお知らせ
1 月は、1 月11日（土）18：30新年会に替ります。
2 月は、10日（月）19時30分開始といたします。
場所：日火第 2 ビル 2 階集会室
議題：今後の行事確認

ご意見・質問等は町会連絡先：大岩 090-8563-7320 まで
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奉納者ご芳名一覧（順不同）
● 50,000円・鮨やなぎ殿● 30,000円・大岩良至殿・萩元賢一殿・蕎
麦人弁慶殿・唐澤勇殿● 20,000円・有志（K) 殿・宝田商会小野寺吉男殿・
ファミリーマート江戸川橋西店殿・上野公巳殿・中川富男殿● 10,000
円・株式会社ダイマス殿・朝日管理株式会社殿・元吉光子殿・荒井恵美
子殿・行政書士事務所九條殿・中ノ郷信用組合江戸川橋支店殿・ドトー
ルコーヒー新目白通り店殿・株式会社越後屋殿・株式会社ビルネット殿・
石田光子殿・相原守雄殿・有志（M) 殿・天仙早川義信殿・あかし歯科
医院赤司幸男殿・吉村妙子殿・鈴木憲一殿・佐藤さたこ殿・茶茶タピオ
カ殿・柳亮自殿・中野電気殿・花鳥堂パン店殿・子育地蔵尊延命講殿・
大瀧ビル殿・安藤年勝殿・佐藤充殿・瀧澤直定殿・関口メンタルヘルス
相談室殿・松丸武一殿・平井税理士事務所殿・塚田一彦殿・金子茂殿・
長島龍男殿・酒井秀三郎殿・K 殿・株式会社若木殿・樋田修廣殿・橋
本眞殿・臼田純康殿・セブンイレブン江戸川橋店殿・朝日関口マンショ
ン管理組合殿・岡田卓一殿・株式会社スズ建殿・株式会社花井工務所殿・
株式会社コモディイイダ江戸川橋店殿・市川新三郎殿
● 5,000円・株式会社八幡梱包殿・菅野晃伸・キリン食品株式会社殿・
浅田屋殿・和食バル純米殿・株式会社創美堂印刷殿・ヒトミ歯科医院殿・
小日向の立石殿・六本木憲二殿・有限会社片岡牛乳店殿・片岡寧殿・東
京シティ信用金庫殿・釜あげうどんはつとみ殿・岡本直也殿・笠原殿・
安達満殿・加藤フク殿・鈴木孝子殿・中山伸子殿・音八会殿・樋田た
ばこ店樋田隆史殿・鈴木智恵子殿・小日水町会殿・関水クラブ殿・加
納昭子殿・音羽九桜町会殿・シイノたばこ店椎野耕一殿・音六町会殿・
東京新聞易浩康殿・古川松ヶ枝町会殿・関口町会殿・小林慶太殿・山田
宗弘殿・関口一丁目南部会殿・地蔵通り商店街振興組合殿・有光達子殿・
株式会社交分社小穴殿・嵯峨早苗殿・滑川茂殿・根井美子殿・文京関口
一郵便局殿・山吹町会殿・片桐範行殿・居待月殿・マツダビル松田悦子
殿・関水親睦会殿・小宮山伝豊堂殿・呑兵衛江戸川橋店殿・笠井孝彦殿・
林良樹殿・吉田クリニック殿・ルックのメガネ殿・荒井洋子殿・有限会
社三好弥殿・高野努殿・渥美美知子殿・鬼頭梨沙、誠殿・石田汎子殿・
清水純子殿・古澤圭子殿● 3,000円・文京区立音羽中学校殿・板倉里治殿・
スマイルキッズ江戸川橋保育園殿・伊藤明子殿・鳥越柳二酒井義明殿・
文京区立関口台町小学校殿・渡辺正男殿・内川恒知殿・大衆酒場かくれ
んぼう殿・ダム・堰施設技術協会殿・桐本将和殿●2,000円・放課後デイサー
ビスあんプラス殿・石川元秀殿●1,000円・株式会社サカエ・ライト殿
寄贈品一覧（順不同）
●清酒 2本・大江紙業株式会社殿・荒井恵美子殿・セブンイレブン江
戸川橋店殿・櫻睦龍殿・東京信用金庫殿●清酒 1本・晝間道場殿・松
丸かずえ殿●たたみ 6畳・川瀬殿●ビール 1箱・東京新聞殿●お菓子・
浅田屋殿●あんぱん 100 個・大岩良至殿●木札 300 個・上野材木店殿
●赤飯 1升・細谷裕次郎殿●手羽先 50個・吉村妙子殿


