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押上一丁目仲町会副会長

高橋邦夫

ました︒
それにともない︑三月二

区の南北を結ぶ半蔵門線が
三月十九日遂に開通となり

平成十五年三月上旬に九年
三ヶ月をかけて完成︒墨田

月に着手︑シールドマシン
と云う最新技術を駆使し︑

下鉄工事が押上〜水天宮
間で行われ︑平成五年十二

長い間不自由な思いをし
てきましたが︑半蔵門線地

前日の夜は小雨が降り大
ご御協力いただいた皆様
変心配しましたが︑ 当日 に厚くお礼申し上げます︒

く理解し作業してくれまし 供会︑ＯＳＴ︑交通の皆さん
た︒
お疲れ様でした︒

の時に重点的に注意されて
居りましたので︑皆さん良

た︒ 実 行 委 員 会 と 保 健 所
より衛生に関して︑説明会

町会の役員︑婦人会︑子

る方︑売る方が一体となっ
て本当に良かった︒

食品衛生の規則を守るの 時から販売︑そして午後三
で 調 理 の 方 法 は 大 変 で し 時には全品見事に完売︒作

についての確認をしていまし 店した焼そば・イカ焼き・と
た︒
ん汁・ジュース・飲み物を十
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は快晴で天気も場所も味
方してくれて︑当町会の出

お神輿によるパレード

十三日に開催する開業祝賀
行事として︑模擬店を当町
会でも出店することに決ま
り︒町会役員と婦人会が焼

販売用食品について試食を
行い︑調理方法・調理時間

人会も当日にそなえて︑各

館にて準備︑役員一同︑婦

んを中心として四〜五人で
仕入︑夜は七時より町会会

でしたね︒
前日は早朝四時に大木さ

大木調理師が担当︑何日も
前から打ち合せ準備で大変

取り扱うことに決定︒ＯＳ
Ｔは清掃︑調理の管理者は

そば・イカ焼き・とん汁︑子
供会がジュース・飲み物を

地下鉄祝賀記念パレードスタート風景

細川町会長題字

半 蔵 門 線 開 通 に あ た っ て
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り︑用意した食材︑調理用具︑鉄
板等を並木︑駒崎さんの車で会場
に運び込みました︒皆さん手馴れ
たもので︑大変スムーズに各売り
場担当責任者 焼(きそば 大:橋︑ と
ん汁 多:賀︑ イカ焼き 寺:本︑ 飲料
並:木子供会長 の)指示により調理
器具などのセットアップを行いまし
た︒また︑各責任者の方々が調理
を行う上での注意点を各担当者に
徹底したお陰で︑事故もなく楽し

模擬店前で高橋副会長の陣頭指揮

人

会︼

地下鉄半蔵門線祝賀模擬店

押上一丁目仲町会が実施した模
擬店のうち婦人会は﹁焼きそば﹂
を担当しました︒︵九名の参加︶
婦人会﹁焼きそば﹂組は︑前夜
十九時に担当者が集まり︑キャベ
ツを切ったり︑一回焼く分を手際
よく焼けるように分ける等の下準
備をしました︒
約三百七十食分を用意したのです
が︑当日の昼頃には︑予想外の完
売をしてしまい︑そ
れでもまだ﹁お客様
が長蛇の列をして
待っていたので︑急
遽︑ 町会役員数名
が︑材料の調達に走
り回り︑ 約百三十
食分を追加販売を
したところ︑またま
た即完売︒ 更に追
加となり結局︑ 全
部で約五百三十食
分完売したことにな
りました︒
数カ月前から会合
をもち︑時間をかけ
て話し合ってきたお
陰で無事にできまし
た︒ 準備が八分で
実行二分とはこのこ
とだったのですね︒
一日でこれだけ多

くの人出が集まる盛大な﹁押上﹂の
街は︑今後あるのでしょうか︒こん
なに立派な祝賀行事で本当に感動
した一日でした︒
当初はどれくらいの人出だか見当
もつかないのでどうなるのかと心配
でしたが︑前日の早朝から買い出
し調達に行っていただいた方々や力
仕事をしていただいた方々に大変
お世話になり︑本当にありがとう
ございました︒
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︻婦

く模擬店を運営できました︒
ＯＳＴの方々には模擬店周辺の清
掃を行って頂きました︒また︑婦
人会の方々には焼きそばのお手伝
いならびにおにぎりの炊き出しを
行って頂きました︒広畑交通部長
を中心に会場周辺の交通整理︑祝
賀会場の警備や︑スムーズな人の
流れを作って頂きました︒無事に
肩の荷を下ろす事が出来てホッとし
ました︒

模擬店四店舗の設営風景

地下鉄半蔵門線祝賀模擬店
峯岸 壮吉
三月二十三日 日( に)念願の地下
鉄半蔵門線の祝賀行事を行うこと
になりました︒押上仲町会役員の
方々との話し合いにより︑焼きそ
ば︑とん汁︑イカ焼き︑飲料の販
売を町会の役員︑ 子供会︑ 婦人
会︑ ＯＳＴのご協力により行うこと
になりました︒
このような盛大な模擬店は初めて
の試みであり︑どのように運営し
たらよいか甚だ不安な気持ちがあ
りました︒
高橋副会長と共に二月初旬に押
上一丁目町会にて行われた説明会
で︑墨田区保健所の方々にも大変
お世話になり︑調理の注意点なら
びに食中毒防止について懇切丁寧
に説明を受けました︒特に︑当町
会は飲食関係の模擬店を四店舗出
店のために︑祝賀行事のお客様に
喜んで頂くために︑大木さんに調
理の段取りを教えて頂きました︒
三月二十二日 土( 午)前四時三十
時三十分に押上食堂前に大木︑風
間︑ 久保田︑ 山本︑ 峯岸ら五名
が集まり︑築地に車で出かけまし
た︒この時間帯はまだ真っ暗で︑
大変寒い時間帯です︒大木さんの
好意に甘え︑安価な食材を調達で
きました︒
翌朝はうって変わって快晴です︒
待ちに待った模擬店を行うため︑

午前八時に押仲町会会館前に集ま
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しかし上がり場には︑沢山の人
がいましたので︑どれが誰の物か
全く判別できません︒しばらく涼
みながら途方に暮れていますと︑
良い塩梅に仲間の寺さんが入ってき
たのです︒事情を説明しますと︑
寺さんはホテルの廊下を飛脚のよ
うな風情で君の私服を運んできて
くれたのでした︒ 君今年もノーパ
ンになってしまいました︒昨年も塩
原温泉での宴会時にパンツを破かれ
て︑その破れ目から金色に輝くお
稲荷様が現れて近くの二〜三人が
思わず目を閉じて二礼二拍をして
拝んでしまった︒あの事件の当事
者なのです︒今年も 君は帰宅す
るまで裸のお稲荷様を何かと労って
いたようです︒
君とパンツ︑何だか来年も期待
できそうです︒
さて宴会が始まりました︒宴会
はまさにカラオケルームでした︒
時間に限りがありますので︑次か
ら次へと歌手が登場したのです︒
今年は何も起こらず平穏に終わ
りました︒平穏であることがむし
ろ淋しい気もしたのです︒
宴会では さんが飲食もそこそこ
に活動していたのが印象的でした︒
宴会の後︑再び温泉に浸かる人︑
ホテル内のラーメン屋に行く人︑
各々一日の名残りの時間を楽しん
だのです︒ さんも夜中の十二時頃
自室にもどりました︒ところがで
す︒この さん旅の疲れと時差ボ
M

Y

Y

ケが重なってか︑一分も経たない
うちにガガガガガピー︑ガガガガ
ガ︑ぴーひょろろろと︑それなり
にリズミカルなのですが︑その響き
たるや周囲を憚って余りあるもので
した︒ 頭の近くで寝ていた
さ
ん︑ 横で寝ていた さん︑ ﹁何
だ！﹂て飛び起きて思わず﹁すっげ
え〜！﹂︒
まもなくすると︑ さんも大い
びきをかき始めました︒さらに︑
よう
漸やく寝付いた さんの足が寺さ
んの頭を押しこくり始めたのです︒
この四面楚歌の寺さん楽しいはずの
旅の夜すがらをどんな思いで過ご
していたのでしょうか︒
翌朝︑その出来事を寺さんに聞
いてみますと︑心優しい寺さんは
ただにこにこ笑っているだけでした︒
眼下に川治温泉を眺めながらバ
スは一路東京に向かって走っていま
す︒その時運転手﹁川治温泉に行っ
たことあっけ﹂﹁なーい﹂﹁スんじゃ
行くベ﹂﹁わぁーい﹂この運転手︑濃
い栃木訛りでユーモアたっぷりなの
です︒
アーチ式ダムでは日本で三番目に
大きいと言われる川治ダムを見学
出来ることになったのです︒バスを
降りた御一行様は声を揃えて絶景
かな！ 絶景かな！ ラッキー！
バスは順調に東北道に入りまし
た︒入ってまもなく今回の旅の幹
事である風間︑後藤両君に自然に
N

N

感謝の拍手が沸き起こりました︒

う

ど

ん
作
り
石 田 輝 雄

北支での作戦中の一駒です︒北
支軍が出動する際は大抵何人かの
クーリー
︽苦人︾︵荷物運搬等の人夫︶を同
行したものです︒私達の身近にい
た苦力は張さんと言い頭も良く恰
幅も仲々の人物でした︒本人の語

るには前に国府軍の将校
だった事もあった︒とあ
る宿営地に到着した夕景
の事︑張さんが﹁私うど
ん作るよ﹂と言う︒近く
の民家︵住民は避難して
無人︶から適当な板を探
してくる︒即成の台にこ
の板を置く︒板の表面に
うどん粉を撤く︒捏ねた
うどん粉の固まりを近く
の木の枝に引っ掛けて両手
で伸ばす︒これを繰返し
てから︑輪の様に両手で
伸ばしパンパンパンと板に
叩きつける︒何回か繰返
す内に︑いつの間にか麺に
なり段々細くなってゆ
く︒何日だったか︑テレ
ビ番組でうどん作りの実
演を見た事があったが正
に其の通り︑機械を一切
使わず︑彼の両手両腕だ
けで見る見るうどんの出
来上るのを見て私達は
只々驚嘆したものでし
た︒張さんは空き石油缶に湯を沸
騰させうどんを茹でる︒飯盒に茹
でたうどんを入れ︑岩塩で味付け
をした汁をかける︒葱など無いの
で︑野生のアカザの葉を細かく刻
んでふり掛ける︒ここで張さんは
いつも腰にぶら下げている小瓶か
ら︑ゴマ油を一︑二滴おとす︒こ

れが又何とも言えずうまいのです︒

湯西川平家本陣ロビーで記念写真
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湯 西 川 温 泉 の 旅
一 八 会
総勢二十一名の一八会御一行様
を乗せた貸切りバスは︑首都高︑
東北道︑日光鬼怒川を経て残雪の
眩しい山肌に沿ってくねくねと三
十分ほど走りますと︑やがて部落
の上にあるホテルに到着したのでし
た︒昼少し前でしたので︑フロント
の紹介で部落にあるお蕎麦屋さん
で昼食をとることになりました︒
御一行様が入ると︑ほぼ満席に
なってしまうような狭い店でした
が出てきた蕎麦はつゆ物もセイロ
もこれぞ手打ち蕎麦と思わせる逸
品でした︒ですから︑蕎麦のお替
りは風聞で﹁蕎麦のばか食いと﹂か
言われていますが︑馬鹿が三人も
いたのです︒
まもなくホテルにチェックインし
ました︒ホテルでは︑いびき軍団︑
タバコやに軍団︑姉御軍団の三部
屋に別れたのです︒
夕食︵宴会︶までには大分時間が
ありましたので︑昼寝︑温泉︑雑
談と各々自由な時間を過ごしてい
ました︒ 君も一人で温泉に浸かっ
ていました︒一時間程して﹁余は
満足﹂と上がり場に来ますと︑何
と自分の着物が一切無くなってい
るのです︒しかもパンツは二枚も
入っていたのです︒初めのうちは
置場所の勘違いかと思っていました
が︑やがてそっくり間違えられた
T

のに気が付いたのです︒
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張さんの前述の言葉は兎も角とし ◎三月二十九日恒例のお誕生会︒
て︑正にうどん作りの達人であっ すみだ福祉保健センターよりケア
た事に誤りは無かったのです︒昭 マネージャーの方が出席し︑介護
和十九年六月の思い出です︒
保険や福祉サービスの事等お話を
伺いました︒
︻ＯＳＴ押仲すこやかチーム︼ 新 年 度 に な り ま す が 四 月 十 日
四季の森へ歩け歩け大会が予定さ
◎二月二十二日曵舟文化センター
れて居ります︒ 十八名申込があ
にて映画観賞会希望者のみ﹁ホー
りました︒
ムスィートホーム﹂と云う作品で︑
我々の老後を考えさせられる又希
︻し ら と り 子 供 会︼
望のもてる映画でした︒
◎二月二十七日女性委員会主催の
ピカピカの一年生
レクダンス講習会︒
今年二名です︒
墨老連の呼びかけでリバーサイト
ホール一杯の方々が集まり体を動
三月十八日︵日︶銀座のクルー
かし各町内へ持ち帰り会員の方に
教えて運動をすると良いと思いま
した︒ ＯＳＴより三名参加
◎三月十二日 ＯＳＴ主催でロッテ会
館のボーリング場へ行きました︒
申込者十四人で４レーンに別れ２
ゲームしました︒
◎三月二十日リバーサイトホール
で墨老連の集まりがあり各地区の
代表による老人会の体験等の発
表︑報告書の書き方等説明受けま
した︒
◎三月二十三日・十九日開通の半
蔵門線の祝賀行事のお手伝い
◎三月二十八日女性委員会による
映画観賞会︑曵舟文化センター︒
映画の内容は若い落語家が心閉ざ
している老人とのふれ合いで心かよ
い笑い顔を見せる暖かいものでし
た︒
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ズクルーズで子供会の入卒祝賀会
が行われました︒皆んな楽しく
食事をし︑カラオケをしました︒
中学校を卒業する井上詩子さん︑
五味千奈さん︑多賀綾子さん︑山
本佳代さんおめでとうございます︒
子供会の中心的立場で後輩達をよ
くリードしてくれました︒子供会
も卒業なので少し淋しい気持ちで
す︒
小学校を卒業する小泉綾香さん︑
東海龍さん︑林由梨亜さんおめで
とうございます︒
四月からは中学生です︒勉強に
部活に頑張って下さい︒
四月から子供会に
かわいらしい仲間が
加わります︒金山英
史君と畑中結花ちゃ
んです︒よろしくお
願いします︒
三月二十三日︵日︶
半蔵門線開業記念
祝賀行事に子供会も
参加しました︒当日
はジュース︑発泡酒
の販売を担当しまし
た︒お天気にも恵ま
れ途中追加をした分
もすべて完売するこ
とができました︒
開業イベントで平成
十四年度の子供会行
事はすべて終了いた
しました︒四月から

銀座クルーズクルーズで記念写真

は新執行部によって子供会が運営
されます︒
会長に大島紀子さん︑副会長に
高野恭子さん︑並木孝子です︒ま
た一年間よろしくお願いいたしま
す︒

42月末墨田区交通災害共済申込締切
月 15 日押上一丁目仲町会総会

月11
19日地下鉄半蔵門線開通
19
日地下鉄半蔵門線開通
53月
11日〜２０日
日〜２０日
春の全国交通安全運動

3 月 23
23日押上駅開通祝賀会行事
日押上駅開通祝賀会行事

俳句 春(の句 四)席

下ろして食す

宇多子

春大根

ほろにがき ひろごる口に 蕗のとう

一品は

商店街

世相とは かかわりも無く 桜咲く

開通に湧く

編 集 後 記 ︼

地下鉄の

︻

杏も桃も桜と同じバラ科の花です
が︑何故か桜ほどの人気はありま
せん︒リンゴの花も同じ時期に咲
きますが︑桜にはかないません︒
明るい華やかさと短い花の命が︑
その理由でしょうか︒
さて︑先日は驚きました︒地下
鉄の開通イベントに集まる人数に！
そして︑今回はその関連記事がメ
インになりました︒事前の準備は
大変な手間で︑苦労の連続だった
と聞きます︒でも︑そっと聞いてみ

たい気がします︒﹁またやる予定は
ありますか？﹂
好天に恵まれて︑最高の結果を
出したのだから・・・
四月は企業でも学校でも新年度
入りです︒ 町会も新年度を迎え
て︑新しい役員に替わります︒通
算十六号を重ねる広報も︑作り方
がずいぶん変わりました︒今年は
一度くらいカラーで広報を出して

みたいものです︒
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