さくらバスに荷物を忘れて
私は、南千 住駅 から 町屋 駅そ して 荒

た。そして

数 分後 にま た運 転を する
分 くら

ことになっ てい るよ うで す。 しか し道
路事情で、私の経 験で は大 体
い遅れるよ うで す。 運転 手さ んの 様子
を見ると、 ほと んど 休憩 が取 れな いよ
うです。安 全運 転に 皆さ んと ても 気を
つけていた だい てい ます 。し かし もう
少し休憩を とれ ない かな と思 う次 第で

川区役所から 南千 住駅 に移 動す ると き、 す。それも ちゃ んと した 休憩 所は 無い
です。しか し私 の忘 れ物 の相 談の よう

循環バスさく らを 利用 して いま す。 先
日、区役所か ら南 千住 駅ま でさ くら バ

に、休憩中 でも 実際 の仕 事を して いま

はもう行って しま いま した 。す ぐに 営

降りてすぐ気 が付 いた ので すが 、バ ス

料はどうなっているかわかりませんが、

貴重な交通 手段 です 。運 転手 さん の給

さくらバ スは 荒川 区内 では たい へん

電気について、
最近私が思うこと

すっかり恒例のイベントになりました。普段は

◆ＪＲ貨物 隅田川駅貨物フェスティ
バ ル◆

入れない貨物駅の一角が開放される貴重なひと

ときを楽しんでみませんか？入場は自由（無料）

です。電気機関車 コ･ンテナ 貨
･車の展示、大人

気のじゃがいも た･まねぎの販売（１袋 円・
無くなり次第終了）、復 興 支 援 物 品 販 売 、 あ

時～

時（最終入場

らかわＴＭＯ・地元の人 た ち に よ る 軽 食 出 店

など盛りだくさんです。

こんにちは。メガネのサトウ４代目です。今 ◎日時… 月 日（日）

回は、南千住・地域のイベントをご紹介します。は 時 分）雨天決行

◎場所…隅田川貨物駅（南千住４丁目）

◇消費生活アドバイザー推奨
おすすめ書籍

置き、鉛筆等でこすることでそのでこぼこが紙 すく、しかも定価 円と買いやすいのもポイン
に写し取られる。）によって、失われつつある トです。私が「消費生活アドバイザー」の試験

法の一つで、表面がでこぼこした物の上に紙を マは見開き２ページでまとめてあるので読みや

ＥＣＴ」は、坂百 さ
(かお 宏
)一 こ
( ういち 氏
) と、紹介します。本書は、日常生活に役立つ情報を
南千住の住民が、フロッタージュ（＝芸術の技 分かりやすく解説した「知識の源」です。各テー

影を急速に失っています。かつての町の記憶は
独 立 行 政 法人 国
･ 民生 活 セ ン タ ー か ら 毎 年 秋
南千住の貴重な財産です。「町の記憶ＰＲＯＪ に刊行されている書籍「くらしの豆知識」をご

現在南千住は、再開発が進む中で、過去の面

ようで、バ スの 中で 休憩 して いる よう ◆町の記憶ＰＲＯＪＥＣＴ
南千住１００００枚の記憶展◆

スを利用しま した 。椅 子の 下に 置い た

業所に電話を した ので すが 、営 業所 と

処遇と安全 運転 は密 接に かか わっ てい

荷物を、うっ かり 忘れ てし まい まし た。 す。

バスの運転手 さん とは なか なか 連絡 が

ます。少し でも 改善 され るこ とを 願う

☆ロボコン関東信越地区大
会で準優勝！ 国技館へ！！

次第です。

取れないようでした。
次のバスの 運転 手さ んが たい へん 親
切で、私の質 問に わか りや すく 答え て
いただきまし た。 さく らは 循環 バス な

月 日（ 日 ） に 行 わ れ た ロ ボ コ ン 地
区大会で、 本校 学生 諸君 は大 健闘 し準

数分後 にま た南 千住 に戻 って く

るとのことで した 。た いへ んや きも き

優勝しました。そ して

100

町の記憶を作品として協働制作することにより、勉強をする際にも役立ちました。只今、 2013
年
これからの町を考えるきっかけを作る試みです。版が発売中です。一家に一冊、おすすめです。

【消費生活アドバイザー

佐藤 祐一郎】

今回、その作品１万枚を、南千住の数カ所の会 書店等でお早めにお求め下さい。

場で展示します。鑑賞は無料で、スタンプラリー

形式で各会場を巡り、特典が得られるお楽しみ

があります。スタンプラリー用パスポートは会

月… ・ ・

月… （火）

（水）

場にて配布している他、メガネのサトウにも若 ◆メガネのサトウ◆
南千住５丁目 の 【コツ通り】
干ございます。
℡０３（３８０６）４９３０
◎日時… 月 日（土）・ 日（日） 時～
★休業日のごあんない★ （※不定休です）

◎会場…仲通り商店会の旧大黒湯【メイン会場】、

時

ジョイフル三の輪商店街の空き店舗、仲通り商

10

ので
しましたが、 安心 感を もっ て待 つこ と

に国技館で 行わ れる 全国 大会 出場 を果

日（ 日）

ができました 。幸 いな こと に戻 って き

たしました 。た いへ んび っく りす る、

月

たバスの椅子 の下 に、 忘れ た荷 物が あ

15

日（土）は ３時までの、

日（日）

９時 分～ ７時
土・日・祝日…
時 分～ ６時

※ 月

85月～金…

店会の空き店舗、荒川区立汐入小学校、同・南 ★営業時間のごあんない★

千住第二中学校、都電荒川線特別列車車両（
号
04）内

PM

りホッとしま した 。そ のよ うな わけ で、 そして面白いロボ ット です 。 に 往復
はがきを出 すと 確率 ５割 くら いで 入場

10

30 PM

は、 １時からの営業とさせて頂きます。

11

AM 30

バスの時刻表 をま じま じと 見る よう に

500

13

PM 10

25

14

10

券が手に入るよう です 。年 末年 始に
で繰り返し 放送 され ます 。ぜ ひご 覧く
ださい。

14

AM

11

10

メガネの
祐一郎君の
アドバイス
28

14

28

43

28

17

10
NHK

27

10

30

7 30

10

なりました。
分で し

NHK

11 10

11

PM

時刻表上で は、 南千 住駅 を出 てま た
南千住駅に戻っ てく る時 間は

28

10

吉田喜一
教授の
ものつくり
工学便り
30

