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前田町で
前田町で空き巣が連続発生

レクリエーション大会
レクリエーション大会の
大会の結果報告

防犯部

体育指導委員
体育指導委員・
委員・青少年指導員

先月10 月13 日(月)
「体
育の日」
、
川上連合町内
会の「レクリエーショ
ン大会」が川上小学校
のグラウンドで行なわ
れました。
開催日が晴天に恵まれたのは、なんと６年ぶりでし
た。そのお陰で参加人数も多く、競技種目によって
は予定人数を超える賑わいでした。特に、未就学児
の数が例年になく多かったのが印象的でした。
また、参加者集めに苦労する「対抗子供リレー」の
選手も、今年は事前に川上・秋葉小学校のご協力で
参加者募集をしたのでスムーズに決まったようでし
た。
競技種目で獲得された各自治会の得点は僅差で、優
勝決定は最終種目の「大人対抗リレー」まで分かり
ませんでした。今年の優勝は「秋葉町」(^^)v 優勝
杯とともに、
「川上連合旗」
が授与されまし
た。皆さん、ご
苦労様でした。
（青少年指導員
山ノ内さん）

今年もやります
今年もやります！
もやります！焼きいも大会
きいも大会

子ども会
ども会

日 時：11 月 15 日（土）11：00～13：00
（雨天時:11 月 24 日（祝）11:00～13:00）
場 所：日枝神社境内
持ち物：軍手、水筒
ホカホカのおいしい焼きいもをみんなで食べましょ
う！
尚、今年のク
リスマス会は
プレゼントの
みとさせてい
ただきます。
昨年の模様→

前田町で９月、１０月と連続で空き巣が発生してい
ます。いずれも暗くなってから不在時に入られてい
ます。家族の帰宅が遅い家がターゲットになってい
ます。夜間パトロールをしていて、門灯も家の照明
も点いていない家が目立ちます。毎回同じ家が点い
ていないようです。明らかに留守を証明しているよ
うなものです。
空き巣に入られないためには、夜間留守でも門灯や
部屋の照明を点けておくことが大切です。また近所
との連携も大事です。夜間出かけるときや長期に家
を空けるときなど、近所に留守中の対応をお願いす
ることをお互いに日頃から行っておくようにしまし
ょう。
（防犯部 高嶋さん）

資源ごみ
資源ごみ回収
ごみ回収

会計

先月および先々月の資源回収報告です。
８月:21,510Kg、９月:26,570Kg でした。引き続き皆
様のご協力、宜しくお願いいたします。
（会計 多田さん）

前田町町内会健康づくり
前田町町内会健康づくり講座
づくり講座

保健部・
保健部・防犯部

健康づくりと防犯を兼ね町内をウォーキングする企
画を致しました。当日は戸塚区福祉保健センターよ
り保健師さんも来て下さいます。
日時：12 月 17 日（水）10 時～12 時
集合場所：向山公園（雨天
の時は前田町町内会館）
講師：あおぞら健康道場主
催者 高嶋威男（前田町
防犯部長）飲み物は用意
致します

さわやかスポーツ
さわやかスポーツ

体育指導部
体育指導部

11 月 22 日、川上小体育館に於いて、18 時より 19：
30 までドッヂビー。その後 21 時まで中学生以上の
ソフトバレーを行います。是非参加下さい！体育館
履き・飲み物・タオルなど持参下さい！
（体育指導部 宇津木さん）

東戸塚地区センター
東戸塚地区センター祭
センター祭り

青少年指導部
青少年指導部・体育指導部
体育指導部

10 月 25 日(土)・26 日(日)の２日間、東戸塚地区セ
ンターを中心に「センター祭り」が開催され、川上
地区からも青少年指導員と
体育指導委員が協力して
「スーパーボールすくい・
水ヨーヨー釣り」を行ない
ました。
（青少年指導部 山
ノ内さん）

裁判員制度の
裁判員制度の勉強会開催のお
勉強会開催のお知
のお知らせ

消費生活部
消費生活部

来年5月21日スタートの裁判員制度について勉強会
を開催します。
日時：11 月６日（木）10 時～12 時
場所：前田町町内会館
内容：①中村雅俊主演のビデオ（１時間）
②裁判員制度についての説明（１時間）
講師：横浜地方検察庁広報担当者
主催：前田町町内会消費生活部
（消費生活部 萱原さん）

『りんどう会
りんどう会』第七回コンペ
第七回コンペ結果
コンペ結果
前田町ゴルフ愛好会「りんどう会」10 月 21 日のコ
ンペは天候にも恵まれ参加者（１5 名）一同、一日
を楽しく過ごしました。
今回の成績は次の通りです。
優勝 岩崎 誠（GROSS91 HD18.0 NET73.0）
準優勝 内嶋 脩雅（GROSS80 HD6.0 NET74.0）
三位 金沢 和生（GROSS86 HD10.8 NET75.2）
次回は 4 月 21 日（火）の予定ですので多数の方の
参加をお待ちしております。

会務報告

会長

10 月 13 日（祭）9 時 30 分～川上連合町内会
秋季レクリエーション大会川上小学校校庭
10 月 23 日（木）18 時～川上小地域防災会議 川上小
10 月 25 日（土）10 時～東戸塚地区センターまつり
13 時～わくわくサポート隊役員会（前田ハイツ）
10 月 26 日（日）9 時 30 分～川上連合町内会役員会・
広報部会・レク大会反省会 （前）

10 時～東戸塚地区センターまつり
10 月 26 日（日）19 時～前田町町内会役員会（前）
11 月 3 日（祭）12 時 30 分～前田町町内会
役員部長会（前）
14 時～前田町町内会組長会（前）
※（前）＝前田町町内会館

今後の
今後の予定

会長

11 月
6 日（木）10 時～裁判員制度勉強会（前）
8 日（土）10 時～川上小学校地域防災訓練
15 日（土）11 時～焼いも大会 （日枝神社）
16 日（日）
健康づくりウォーキング
22 日（土）10 時～男の料理教室 （前）
22 日（土）13 時～川上連合町内会役員会（ハ）
22 日（土）14 時 30 分～
わくわくサポート隊全体会議（ハ）
22 日（土）18 時～さわやかスポーツ 川上小
30 日（日）17 時～前田町町内会役員会（前）
12 月
6 日（土）10 時～児童文化作品(松ぼっクリスマ
スツリー)作り（場所未定）
7 日（日）12 時 30 分～前田町町内会役員部長会
14 時～前田町町内会組長会（前）
※（前）＝前田町町内会館
（ハ）＝前田ハイツ集会所

会員の
会員の異動（
異動（１０月
１０月受理分
受理分）

総務部・
総務部・広報部

転入

転出

前田町町内会のホームページ「まえだｄｅネッ
ト！」 http://maedacho.jp/

