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陽春の
陽春の駿河路を
駿河路をバスで
バスで訪ねる

まえだ ２８８

文化部

文化部では、５月１７
日（土）に駿河路をバ
スで訪ねる日帰りツア
ーを企画いたしました。
由比海岸、さくら海老
会館、おもしろ宿場館
のほか、東海道広重美術館や清見寺（せいけんじ）な
ど文化や歴史を学びながら行ってきたいと思いますの
で、多数の参加お待ちしています。
※参加費などの詳細やお申し込みは別途回覧いたしま
すのでご参照ください。 （文化部 田中直子さん）

子供みこし
子供みこしに
みこしに参加しませんか
参加しませんか
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保存版！
保存版！ 夜間・
夜間・休日急患診療所（健康保険証持参
健康保険証持参）
持参）
戸塚区休日急患診療所
住所
戸塚区原宿３－５９－２
電話
０４５－８５２－６２２１
診 療 時 間 休日の１０～１６時
と科目
（内科・小児科・歯科）
横浜市救急医療センター
横浜市救急医療センター
住所
電話
診療時間
と科目

中区桜木町１－１
０４５－２１２－３５３５
夜間１８～０時（内科・小児科）
夜間２０～０時（眼科・耳鼻咽喉科）

国立病院機構横浜医療
国立病院機構横浜医療センター
医療センター
子ども会
ども会

前田町子供会では、平成 20 年 4 月 13 日(日)に子供み
こしを実施します。今年も 200 名を超える子供たちが
子供みこしをかつぎ、
太鼓をたたき、
町内を一回りし、
神社にお参り致します。町内の皆さまには、たいへん
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いい
たします。※なお、雨天時は中止となります。
出発は町内会館前を１０時１５分の予定です。
（子ども会 佐藤さん）

住所
戸塚区原宿３－６０－２
電話
０４５－８５１－２６２１
診 療 時 間 夜間の０～６時
と科目
（内科・小児科）
横浜市南西部夜間急病センター
横浜市南西部夜間急病センター
住所
泉区中田北１－９－８
電話
０４５－８０６－０９２１
診 療 時 間 夜間の２０～０時
と科目
（内科・小児科）
横浜市歯科保健医療センター
横浜市歯科保健医療センター
住所
中区相生町６－１０７
電話
０４５－２０１－７７３７
診 療 時 間 夜間の１９～２３時
と科目
休日の１０時～１６時 （歯科）

ミニ知識
ミニ知識 前田町 日枝神社について
日枝神社について

前田町の中心部にあり、唯一、森・里山・自然が残る
鎮守の森です。
相模の国鎌倉郡前山田村に約８６０年ほど前から村の
守護神様として祭られています。この神社は戸塚区内
の７３社中３番目に古い社殿であり、毎年行われてい
る例大祭は今年は４月９日 14 時から本殿で行われま
す。

ちょっとコラム
ちょっとコラム
日本には戸塚以外に「前田町」という町がどのくら
いあるのだろうか？ということで、Ｇｏｏｇｌｅで
調べてみました。ちょっと調べただけでもこんなに
ありました。
山形県山形市前田町 ・静岡県富士宮市前田町
愛知県豊田市前田町 ・愛知県瀬戸市前田町
愛知県豊橋市前田町 ・三重県四日市市前田町
兵庫県芦屋市前田町 ・愛媛県新居浜市前田町
佐賀県鳥栖市前田町 ・宮崎県都城市前田町
探せばまだまだありそうですね。

今後の
今後の予定

横浜市コールセンター
横浜市コールセンター
横浜市のコールセンターでは、日常のさまざまな問い
合わせに答えてくれます。４月は手続きなどでいろい
ろ調べ物が増える時期です。インターネットはちょっ
と……という方、ぜひご活用ください。
電 話 ０４５
０４５－
－６６４－
６６４－２５２５
ＦＡＸ ０４５－
０４５－６６４－
６６４－２８２８
受付
８時～２１時
２１時 （土日祝日を
土日祝日を含む毎日）
毎日）

マスコット にこりん
※ちなみに 粗大ごみについては
粗大ごみ
粗大ごみ受付
ごみ受付センター
受付センター
通常電話・携帯電話から ０５７０－
０５７０－０４５－
０４５－２４０
ＩＰ電話・ＰＨＳからは ０４５－
０４５－３３０－
３３０－５１０７
FAX（障害のある方専用）０４５
０４５－
０４５－６６２－
６６２－１２２５

会長

4 月７日（月）10 時～ 川上・秋葉・品濃小学校
入学式
〃
13 時～ 秋葉中学校の入学式
4 月 13 日（日）10 時頃～ こどもみこし
4 月 20 日（日）９時～ 川上連合町内会役員会
〃
10 時～ 川上連合町内会定期総会
〃
11 時～ 川上連合町内会広報部会
〃
13 時～ 川上連合町内会
わくわくサポート隊全体会議
（上記いづれも秋葉町町内会館）
4 月 27 日（日）17 時～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
5 月４日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会
（前田町町内会館）
〃
14：00～ 前田町町内会組長会
（前田町町内会館）

資源回収報告（
資源回収報告（２月分）
月分）

子供会

２月の回収総量は 17,860 ㎏でした。
（子供会 岩崎さん）

会務報告

会長

会員の
会員の異動（
異動（２月分）
月分）
3 月 10 日（月）9：30～ リハビリサロン前田
（前田町町内会館）
3 月 11 日（火）9：00～ 秋葉中学校卒業証書授与式
（秋葉中学校）
3 月 19 日（水）9：00～ 川上・秋葉・品濃小学校
卒業証書授与式 （各小学校）
3 月 20 日（木）16：00～ 川上連合町内会監査
（前田町町内会館）
3 月 22 日（土）10：0～ 川上連合町内会役員会
・広報部会 （前田町町内会館）
3 月 30 日（日）15：00～ 前田町町内会監査
（前田町町内会館）
〃
16：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
4 月６日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会
（前田町町内会館）
〃
14：00～ 前田町町内会総会・総会
終了後 組長会（前田町町内会館）

総務部・
総務部・広報部

転入

転出
なし

※転入・転出の多い時期になります。転入・転出がわ
かりましたら、
早めに組長さんまでお知らせください。
ご協力よろしくお願いします。

編集後記：紙面に余裕のあった今号は、日頃取り上げ
編集後記
る機会の少なかった、救急医療関係を整理して掲載し
てみました。
（たけ）

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。

