サンシティの歴史

サンシティの歴史

社会一般の出来事

1974（昭和49)年

・旭化成研究所跡地の再開発として、大
・小野田少尉、ルバング島より下山
型集合住宅の建設が開始される

1975（昭和50)年

・サンシティ14棟の販売を順次開始

1980（昭和55)年

1981（昭和56)年

1982（昭和57）年
1983（昭和58）年

1985（昭和60）年

1986（昭和61）年

1987（昭和62）年

1989（平成元）年

1990（平成２）年

1991（平成３）年
1992（平成４）年

・新幹線岡山ー博多間開業

・全棟竣工、入居（→「建設から入居ま
・大平首相死去
で」）
・「サンシティだより」（現「サンシティライ
・ジョン・レノン、射殺される
フ」）創刊号発行
・モスクワ・オリンピックをボイコット
・盆踊り大会開催（→「サンシティの祭」） ・中国残留孤児初来日
・サンシティ管理組合、板橋区の公認自
・神戸でポートピア'81開催
治会となる
・第1回「サンシティ文化祭」を開催（→
・福井謙一ノーベル化学賞受賞
「サンシティの祭」）
・建設業協会主催のB.C.S賞の特別賞を ・東北新幹線、大宮ー盛岡開業
受賞
・映画「E.T.」公開、観客動員数1千万人
・緑の都市賞・建設大臣賞を受賞、民間
・NHK「おしん」放送開始
部門で最高の評価（→「緑の活動」）
・木工、陶芸、染色クラブ主催「夏休み
・三宅島大噴火
子ども工作教室」開催
・大韓航空機撃墜される
・UHF放送大学受信アンテナを設置
・つくば科学万博開催
・板橋区町会連合会および同、中台支
・日航ジャンボ機（乗客524人）墜落
部に加入
・「建物の区分所有等に関する法律」改 ・チェルノブイリ原発事故
正に伴う「サンシティ管理規約」を改正
・三井物産若王子信行氏誘拐
・「駐車場専門部会」設置される（→「駐
・朝日新聞阪神支局襲撃
車場建設までの歩み」）
・ニューヨーク株式市場大暴落（ブラックマ
・NHK衛星放送第1受信開始
ンデー）
・昭和天皇崩御
・大騒ぎ、大晦日に断水
・中国天安門事件発生
・「文化企画専門部会」が発足
・南アフリカのネルソン・マンデル氏釈放
・10周年記念事業として、冒険広場の改
造、バｰドサンクチュアリの整備、敷地内 ・ペルー大統領にアルベルト・フジモリ氏
樹木の整備、F棟和室の石庭増設、G棟 当選
横に梅林と菜園の設置
・10周年記念コンサート、観劇会、講演
・ポーランド大統領にワレサ氏当選
会を開催 （→「文化活動の歩み」）
・G棟第7集会室に「サンシティ文庫」開 ・貴花田、史上最年少で入幕（17歳8ヶ月）
・第１回「生き生き板橋街並み景観賞」
・湾岸戦争勃発
受賞
・「共同受信システム専門部会」発足
・新宿に東京都庁舎完成
・バーベキュー広場設置
・ゴルバチョフ大統領初来日
・A棟地下新集会室（第８、第９、第10集
・バブル倒産史上最悪、11,767件
会室）完成

1993（平成５）年

1994（平成６）年

1995（平成７）年

1996（平成８）年

1997（平成９）年

1998（平成10）年

1999（平成11）年

2000（平成12）年

2001（平成13）年

・理事会組織に福祉委員会発足（→「福
・山形新幹線開業
祉活動の歩み」）
・地球サミット、リオで開催
・エンデバー打上げ、毛利衛氏宇宙飛行
・盆踊り大会、日程短縮のためお化け大 ・雲仙普賢岳で火砕流発生
会中止
・北海道南西沖で大地震

・「サンシティみどりの植栽管理計画に
関する報告書」堀大才氏より受領（→
「緑の活動」）

･村山連立内閣発足

・関西空港開港
・「植栽管理計画」に基づきボランティア
による中央林の間引き作業実施（→「緑 ・阪神・淡路大震災発生
の活動」）
・盆踊りの代替として第1回「真夏の集
・地下鉄サリン事件発生
い」開催（→「サンシティの祭」）

・集合住宅における生活上のルールや
・村山首相辞任、橋本首相就任
マナーを纏めた『暮らしのハンドブック』
発刊
・中国地下核実験
・「グリーンボランティア・バンク」発足（→
・神戸連続殺傷事件で少年逮捕
「緑の活動」）
・全体総会で「駐車場増設計画案」可決 ・ダイアナ元皇太子妃（36歳）パリで交通
される（→「駐車場建設までの歩み」）
事故死
・介護保険法可決、成立
・新駐車場建設着工（→「駐車場建設ま
・和歌山カレー事件発生
での歩み」）
・プールのリニューアルなり、プールサイ
・日本ワールドカップ初出場
ド・ビアガーデンを開設
・長野冬季五輪開催
・「新北駐車場」竣工式実施（→「駐車場
・東海村で国内発の臨界事故
建設までの歩み」）
・第19回「緑の都市賞」建設大臣賞を受 ・脳死移植、初の実施
・テレビ、新聞、雑誌で「緑の活動」に取
・新東京都知事に石原慎太郎氏
材集中（→「緑の活動」）
・全体総会において「サンシティ動物飼
・小渕首相死去
育取扱い細則」可決される
・20周年記念事業の一環として
・17歳荒れる
＊「サンシティ ホームページ」開設 ・衆議院総選挙行なわれる
（→「サンシティのホームページ」）
・衛星によるBSデジタル放送開始
＊防災兼用用井戸の掘削
＊Ａ棟集会室の改修完成
（→「サンシティの30年へ」）
・インターネットの接続にブロードバンド
・小泉内閣発足
の導入開始、一部の家庭で
ADSL（非対称デジタル加入者回線）を ・9月11日米国同時多発テロ 6000人以上
使用開始
が死亡、行方不明
・各棟の電話回線が光ファイバーになる
・インターネット常時高速接続の切札と
しての光ファイバー接続
（FTTH、NTT東のＢフレッツ）導入開始

2002（平成14）年

2003（平成15）年

2004（平成16）年

2005（平成17）年

2006（平成18）年

2007（平成19）年

・東の丘にインターネット常時高速接続
のVDSL導入（マキシマムエフォット上り
50Mbps)
・各棟で給水管改修工事が進行
・「真夏の集い」を「夏休みサンシティこ
・新型肺炎SARSが中国を中心に猛威を
ども祭」と改称、例年より遅れた梅雨空
振るう
の合間7月26日に実施
・7月20日東京で39.5℃の観測史上最高
・加入者全体の合意が得られて全棟で
気温を記録
VDSL（マキシマムエフォット上り50Mbps)
・10月23日新潟長岡付近直下型地震、阪
でのインターネット接続が可能な環境が
神淡路地震を上回る震度を観測、新幹線
整った、合意形成の難しさを実感
は開業40年で初めて脱線
・デジタルテレビ放送導入の方向を理事 ・12月26日スマトラのインド洋沖で史上3
会で議決、具体的な予算編成を行い、 番目の大地震、津波でインド洋沿岸諸国
全体総会に提案をする
からアフリカまで被害、15万人以上が死
・デジタル放送のためのテレビ放送受信 ・戦後60年の年
配線工事ほぼ完了。それに伴い各棟の ・JR西日本福知山線脱線事故4月
電気機械室の発熱対策を検討。
・衆院選、小泉チルドレン大量当選
・5年に一度の国勢調査実施。個人情報
保護法が制定後初めての調査であっ
・愛知で愛・地球博開催
・サンシティ各施設のアスベスト含有建
・ハリケーンカトリーナ猛威を振るう
材の調査に着手。
ニューオリンズで大被害
・競馬、ディープインパクト クラシック3冠
・耐震偽装問題、姉歯、ヒューザー、木村
建設波紋広がる
・紀宮さま結婚
・トリノ五輪荒川静香金メダル、ワールド
・A棟ピロティ耐震補強工事完了
ベースクラシック日本優勝、サッカーワー
ルドカップなどスポーツ国際大会に沸く
・ジャワ島中部大地震、大きな被害
・文書電子化システムを構築
・夏の甲子園 早実V ハンカチ王子ブー
・冥王星惑星から降格
・マンションみらいネット加入への検討開 ・安倍政権誕生
・談合事件で福島、和歌山、宮崎で発覚
知事が次々逮捕
・H棟の一部不具合のあったテレビ放送
受信配線工事完了 これによりサンシ ・ライブドア堀江、村上ファンド
ティ全戸でデジタル放送受信可能に
時代の寵児ともてはやされた人物の逮捕
・秋篠宮ご夫妻に長男、悠仁さまが誕生
・不二家：洋菓子販売、全面休止
・サンシティ祭に櫓を設置、盆踊り久し
・宮崎県知事にそのまんま東氏
振りに復活。ブラスバンドによるパレード
・石川で震度６強 能登半島地震
も復活。前日まで心配された台風も予
・長崎市長、銃撃される
報より早く通過し絶好の祭日和で大盛
・松岡農相が議員宿舎で自殺
況。
・震度６強、新潟県中越沖地震
・北駐車場補修工事４月～１１月完工。
・A棟ピロティの天井美装工事完成。
・参院選自民惨敗、首相続投意向
平成１１年度にサンシティ２０周年度記 ・安倍首相辞任、福田氏、首相に
念工事として総会決定されたが、昨年 ・ミートホープ元社長ら４人逮捕
度のA棟耐震補強工事の完成により、 ・郵政、２４万人巨大企業が始動
本年実現した。
・11月7日月探査機「かぐや」がハイビジョ
・前年度の総会決定を受け保存文書管
ンカメラで月から見る地球の出と入りの撮
理と電子化の作業に着手。
影に成功

・スダジイの丘整備・・・サンシティのシン
ボルであるスダジイの保全を行う。

（スダジイのジイは爺ではなく椎のこと。
スダとは総苞（芽）が巻き貝の仲間のシ
タダミに似、シタダミが訛ってスダに転じ
たとか。椎と名が付くだけあってドングリ
の実を付け、冬も葉を落とさない常緑樹
の仲間。シイノキと言うとこのスダジイの
・守屋前防衛次官を収賄で逮捕

2008（平成20）年

2009（平成21）年

・理事会の組織の改変・・・諸規則部会、
文書管理部会、及びマンション管理標
・１月、冷凍ギョーザ、汚染米転売など食
準指針対策部会の3部会を統合し総合
への不安さらに高まる
企画部会発足。駐車場部会の修繕部会
への統合。
・中国四川省で大地震。死者、行方不明
者８万人超。
・「武蔵野林再生保存事業」として東の ・中国で初の五輪。北京で開催。チベット
丘の西側既存林の整備を開始。
暴動で聖火リレー混乱も。
・緑小学校創立３０周年記念にサンシ ・９月１日、福田首相も政権投げだし。後
ティ管理組合より記念のコンサートを贈 継麻生首相の支持率急降下
・昨夏以来の米住宅バブル崩壊によるサ
・KDDIインターネットサービスが新たに
ブプライムローン焦げ付き問題が、９月の
導入され、インターネット接続業者３社と
米証券大手リーマン・ブラザーズ破たんを
なる。
きっかけに金融危機、さらには世界不況
・秋葉原・大阪のビデオ店などで「誰でも
・サンシティ祭に浴衣コンテスト。
よかった」的犯罪。
・埋設給水管・消火管の緊急更新工事。 ・１１月第４４代米大統領に民主党オバマ
１２月に設計完了。来年８月工事完了予 氏。
・ノーベル物理学賞に南部陽一郎、小林
誠、益川敏英の３氏、化学賞に下村脩氏
と日本人が一挙に４人受賞。南部氏らは
「対称性の破れ」に迫り、下村氏はクラゲ
から蛍光物質抽出。日本人受賞者は計１
・非正規雇用が過去最高。蟹工船ブー
・「給水管・消火管工事」予定通り8月末 ・1月 初のアフリカ系アメリカ人オバマ大
に工事完了。
統領が就任 「核なき世界」でノーベル平
・中央監視システム更新工事来年度実 ・2月 中川大臣がもうろう会見で失態
施を決定。
10月に56歳で息を引き取った。
・本木雅弘主演『おくりびと』が米アカデ
・「東の丘の西側既存林（武蔵野林）の
ミーで史上初の快挙！外国語映画賞受
再生整備完了。「バードサンクチュアリ
賞
（武蔵野林）の整備事業」に着手。
・3月 「ワールドベースボールクラシック
・5月 忌野清志郎さんが、がん性リンパ
・北駐車場の建設費の完済により、駐車
管症のため都内の病院で死去
場料金の減額の実施。ただし、高齢化
・新型インフルエンザが大流行、死者も増
により契約者の減少が続いている。
加
・6月 米自動車会社の雄GMが破綻へ
・世界中が衝撃に包まれたマイケル・ジャ
・サンシティこども祭り初めて「ドジョウつ クソン死去
かみ」登場。子供たちに大人気。
・8月 政権交代！ 第45回衆議院議員総
選挙で民主が大勝
・酒井法子 押尾学逮捕 覚せい剤事件

・サンシティ祭り、新型インフルエンザの
発生で開催を危ぶまれた事態でした
が、10月に入り落ち着き無事開催。ただ
し、雨・風・寒さの自然の影響を受けた
が、大きな混乱もなく無事終了。

・サンシティ全棟完成30周年記念事業と
してシンポジウム「サンシティの半世紀
を考える-これまでとこれから-」を板橋
区の後援を得て11月に開催。

2010（平成22）年

・サンシティが名古屋で開催されたコッ
プ１０において【生物多様性保全に繋が
る企業みどり１００選】に選ばれました。

・自動火災報知機、緊急放送設備、エレ
ベータ監視設備の更新工事や防犯カメ
ラ監視設備の集中化工事などの、中央
監視システムの更新工事完了しました。
・サンシティ全体の棟内・宅内への光
ケーブル敷設決定。
・各棟のエレベーターの更新の検討を開
始。
・サンシティこども祭りで昨年好評だった
「ドジョウつかみ」に今年は「ザリガニ釣
り」を追加。「盆踊り」今年も実施。「浴衣
祭り」は予想を超える参加者が。
・サンシティ祭り、台風により史上初の
延期。

・9月 イチローが大記録 史上最速大
リーグ単独2000本安打＆史上初9年連続
200本安打
・10月 深刻な経営不振に陥った名門JAL
・ ヤンキースの松井がワールドシリーズ
でMVP 2010年は新天地エンゼルスでプ
レー
・11月 リンゼイさん殺害事件で容疑者市
橋達也を逮捕
・石川遼が賞金王 18歳2カ月で最年少記
録を更新
・6月11日に月面に落下させた月周回衛
星「かぐや」の制御落下直前の静止画像6
点が公開されました
・1月 日航が会社更生法の適用を申請、
過去最大の破綻
・ハイチでM7.0の地震 23万人死亡
・2月 朝青龍が現役引退、泥酔暴行問題
で引責
・2月 バンクーバー五輪、日本は銀３銅２
フィギュアスケートでは女子で浅田真央選
手が銀、男子では高橋大輔選手が日本
人初のメダルとなる銅。
・3月 足利事件再審、菅家さんに無罪判
決
・東京タワーの３３３メートルを超え東京ス
カイツリーが「高さ日本一」
・4月 宮崎で口蹄疫発生
・5月 上海万博開幕、７３００万人入場
・6月 鳩山首相退陣、後継に菅副総理・財
・ 小惑星探査機「はやぶさ」帰還
・ サッカーＷ杯、日本は決勝Ｔ進出
大会はスペインの初優勝。
・7月 所在不明の「１００歳以上」相次ぐ
・ 野球賭博関与で琴光喜ら解雇
・ 参院選で民主大敗
・8月 高校野球、沖縄・興南が春夏連覇
・ チリ高山落盤事故、３３人「奇跡の救
・9月 初代若乃花・花田勝治さん死去
・ 郵便不正事件の押収証拠改ざんで大
阪地検特捜検事を逮捕、村木元局長の
無罪確定
・10月 ノーベル化学賞に根岸氏、鈴木氏
・ 内村選手が世界体操で日本人初の２連

一週間の延期でマラソン大会や文京女
子高の鼓笛隊が中止となったが、３０周
年記念のステージでのクイズ大会や抽
選会などで盛り上がり成功裡に終了。

2011（平成23）年

・猛暑の影響もありサンシティプールの
入場者数は前年度比２５％増の５０１９
人。若干マナーに問題ある方もあり、引
き続きマナー向上呼びかけ。
・東日本大震災の被害調査と対策検討
に取り組み、各棟の改修等を検討・実
施。

・10月 ＣＯＰ１０「名古屋議定書」採択
・ 羽田空港拡張、３２年ぶり国際定期便
・1月 小沢民主党元代表を強制起訴。
・チュニジアで長期独裁政権が崩壊、エジ
プト、リビアにも「アラブの春」

・2月 大相撲で八百長発覚、春場所中止
また、多数の被害が生じた住戸内の電 に
気温水器の転倒防止として緊急対応の ・ 上野動物園にパンダ復活
2つの揺れ止め工法を決定。
・ ニュージーランド地震で日本人２８人を
含む１８０人以上死亡
三陸沖を震源とする国内観測史上最大
・施設・設備の更新計画は、防災対策と
のマグニチュード（Ｍ）９の地震が３月１１
今後発生が予測される大震災への資金
日、発生した。岩手、宮城、福島３県の沿
留保を目的に当初計画の優先順位を付
岸は、高さ１０メートルを超す大津波に襲
け、必要性の低い項目の先送りした。
われ、壊滅的な被害を受けた。
・福島第一原発事故で深刻な被害
・NTT「フレッツ光ネクスト」（光配線方
東京電力福島第一原子力発電所で３月
式）導入に伴う各棟共用部への光ケー １２日から１５日にかけ、東日本大震災に
ブル敷設工事完了。各住戸への敷設工 よる全電源喪失で冷却不能になった１、
事開始。
３、４号機の原子炉建屋で、相次いで爆発
が起きた。
・電力不足により１都８県で計画停電実施
・高齢者の独り暮らしや夫婦のみの世
・4月 英ウィリアム王子がキャサリン（愛称
帯の災害時や病気などの緊急対策とし
ケイト）・ミドルトンさんと結婚
てサンシティ管理組合理事会直属の「高
・5月 ウサマ・ビンラーディンを米軍の特殊
齢者対策プロジェクトチーム」を設置。
作戦チームが殺害。

・夏のサンシティこども祭りは、震災後最
初の大きなイベントとなり、「絆」と「節
電」をテーマに開催。木工クラブ製作の
竹製のロウソク立で広場を飾り、「水辺
の灯り」は心の癒しと潤いを与え好評。

・秋のサンシティ祭りは、当日の朝5時に
雨が上がり、絶好の祭り日和。昨年は
台風で延期のため中止になった文京学
院大学女子高・女子中の鼓笛隊を皮き
りにサンシティ聖母幼稚園児の「かわい
い鼓笛隊」の演奏、

2012(平成24）年

・東京・立川で国内最高額の６億円強奪。
・6月 菅首相が退陣表明後も居座り混
乱。
・古川さんが宇宙に５か月半滞在。
・ 小笠原諸島と平泉が世界遺産に。
・スカイツリー「世界一」６３４メートルに到
達。
・7月 節電の夏、３７年ぶり電力使用制限
令。
・中国高速鉄道で追突事故、４０人死亡。
・スペースシャトルが最後の任務終了。
・サッカー「なでしこジャパン」世界一。
・テレビ放送が地デジに移行。
・8月 島田紳助さん引退、暴力団と交際
で。
・9月 新首相に野田佳彦氏。
・大型台風上陸相次ぎ記録的被害。

そして久しぶりのゴール位置変更のな
い「子供マラソン」の開催できた。

・10月 米アップル社のスティーブ・ジョブズ
会長が死去。
・ユーロ危機深刻化、欧州各国に波及。
・トルコ東部の地震で６００人以上死亡。

また、初出場の日大豊山女子高のモダ
ン・ダンス。それに加え、恒例の志村第
四中学校のブラスバンドと迫力の見沼
流「子ども組太鼓」の演技など、居住者
に加え近隣住民にも存在感のある祭り
になってきたと思われる。

・ 世界人口が７０億人突破。
・11月 オリンパスが巨額損失隠し。
・大阪ダブル選、「都構想」で共闘の橋下
氏が大阪市長、松井氏が府知事に初当
選。
・12月 金正日総書記 死去。

・エレベータの更新工事に非常用発電
機も更新計画決定。停電時に水道水や
消火用の水の供給だけでなく各棟1台
のエレベータについては燃料補給なしで
約40時間使用できるようになる。

・1月 野田改造内閣が発足。
･2月 天皇陛下が冠動脈バイパス手術
・3月 東日本大震災１年、各地で追悼行
事 東日本大震災から１年となった１１
日、岩手、宮城、福島の被災３県をはじめ
列島各地で追悼行事が行われた。

・「第2回エコポリス板橋環境活動大賞」
へ応募を行い、最優秀賞を受賞。（発表
は25年2月））
・サンシティこども祭は午前中はあいにく
の雨天。

・4月 陸山会事件で小沢元代表に無罪判
決
･5月 金環日食、９３２年ぶり広範囲観測。
･6月 地下鉄サリン事件で特別手配の菊
地容疑者ら逮捕、オウム捜査終結へ。
・野田内閣再改造、防衛相に初の民間人
盆踊りも無事実施。
森本敏拓殖大教授を起用。
・三笠宮家寛仁さま、ご逝去。
・7月 上野動物園の赤ちゃんパンダ死ぬ。
木工クラブの協力を得て昨年以上の規 ・ロンドン五輪、史上最多のメダル３８個。
模で行った「水辺の灯り」幻想的な夏の ・8月 甲子園で大阪桐蔭が春夏連覇。
夜を演出。
・9月 尖閣国有化で日中関係悪化。
・日馬富士が横綱昇進。
・秋の第32回サンシティ祭も雨模様。
10月 ノーベル生理学・医学賞に山中教
但し、恒例のオープニングアクトの文京
学院女子高校・中学のマーチングバンド
の行進、サンシティ聖母幼稚園の「かわ
いい鼓笛隊」そして、子どもマラソン大会
は予定通り開催。

・11月 森光子さん死去。
・12月 政権問う師走の衆院総選挙。
第４６回衆院選は１２月１６日に投開票さ
れ、自民党が過半数（２４１）を大きく上回
る２９４議席を獲得した。公明党も議席を
伸ばし、自公両党で３２５議席となり、３年
３か月ぶりの政権奪還を決めた。

その後の演目は緑小学校の体育館で。

2013(平成25）年

第３３回緑の都市賞「内閣総理大臣賞」
受賞。
「森林エリア」「公園エリア」「庭園エリア」
の「人と道具」の「若がえり活動」（平成１
２年～平成２４年の１２年間）が評価され
た。
プール脇、B棟東、F棟東、F棟西、H棟
西の庭園の緑地化。

・２月 エジプトの古都ルクソールにて、現
地時間7時00分頃、観光客らが搭乗した
熱気球の爆発炎上による墜落事故が発
生。この事故により日本人観光客4名を含
む19名が死亡。
・３月 ブエノスアイレス大司教のホルヘ・
マリオ・ベルゴリオ枢機卿が266代ローマ
教皇に選出されフランシスコを名乗る。
・４月 ボストンマラソン爆弾テロ事件。
・６月 富士山が世界文化遺産に決定。

７月末のG棟３号機をもってA棟～J棟の ・７月 参院選で自民、公明両党が過半数
エレベーターの更新工事完了。
獲得、ねじれ解消。
・インド北部豪雨で行方不明の5700人に
H棟を除き各棟の火災報知器更新工事 死亡宣告を出した。
完了。
・８月 楽天の田中投手が連勝の新記録。
・９月 ２０２０年夏季五輪・パラリンピック
サンシティこども祭「夏祭り？今で
の開催地が東京に決定
しょ！」をテーマに掲げ開催。
・１２月 ユネスコ政府間委員会で、『和食
天候に恵まれ、一昨年からの「水辺の －日本人の伝統的な食文化』が無形文化
灯り」昨年からのストリートライブも定着 遺産に登録される。
する。
・消費税率８％への引き上げ決定
年々盆踊りも折りあがりを見せる。
特定秘密保護法成立）
・第３３回サンシティ祭は２つの台風が
接近にもかかわらず好天に恵まれる。
板橋区吹奏楽団（ブラスバンド）の行進
に始まり、聖母幼稚園園児による鼓笛
隊、日大豊山女子のジャズダンス定番
の出し物のほか、公募によるダンスなど
素晴らしいエンタメ。近隣からの人も含
め今までにない人出となった。

2014(平成26）年

スダジイの丘の東法面を桜公園とする
取り組み開始。

火災報知機更新工事は、H棟も完了し
全棟完了。平成22年度に更新した防災
監視盤を含めて新システムの以降によ
り、サンシティ全ての棟（東の丘を除く）
で、より高度な監視が可能になる。
サンシティこども祭「夏をもりあげろ！世
代を超えて」をテーマに掲げ開催。
ドッジボールや新イベントの綱引きに盛
り上がったが、雨のため残念ながら盆
踊り・花火大会・水辺の灯りが中止と
なった。
サンシティ祭も久し振りに天気の心配す
ることなく、朝から大勢の方が来場。
恒例の板橋吹奏楽団のオープニングパ
レード、聖母幼稚園児の鼓笛隊、こども
マラソン、ジャズダンスなどの演技のほ
かいったん参加の方々も素晴らしい演
技を披露した。
東日本大震災の映画上映と後援会を開
催した。

・1月 理化学研究所研究員だった小保方
晴子氏らが１月、英科学誌「ネイチャー」
に発表した論文に不正が発覚。論文は７
月に撤回された。８月には執筆の中心人
物の一人だった理研発生・再生科学総合
研究センター（当時）の副センター長が自
殺。理研の調査委員会は１２月２６日、ＳＴ
ＡＰ細胞とされた細胞は、既存のＥＳ細胞
とほぼ断定する報告書を公表した。
・2月 ソチ五輪で日本は金１、銀４、銅３
・4月 消費税８％スタート
・韓国で旅客船「セウォル号」が沈没
・7月 ウクライナでマレーシア航空機が撃
墜され２９８人死亡
・8月 広島市北部の土砂災害で７４人が
死亡
・勢力を拡大する「イスラム国」に米軍がイ
ラクで空爆開始
・9月 御嶽山噴火で死者５７人、
行方不明者６人
・全米テニスで錦織圭が準優勝
・10月 ノーベル物理学賞に青色ＬＥＤを開
発した赤崎勇、天野浩、中村修二の３氏
・11月 高倉健さん死去
・12月 第４７回衆院選は、１２月１４日に
投開票が行われ、自民党が２９０議席を
獲得して圧勝した。公明党は３５議席。自
民党の追加公認を含めた与党の新勢力
は、定数の３分の２を超える３２６議席で、
定数に占める与党の割合は過去最高と
なった。
小選挙区の投票率は５２・６６％で戦後最
低だった。

