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小春日和の
11 月 15 日
（土）に、
日枝神社境
内で焼きい
も大会が開
催されまし
た。
赤々と燃える焚き火の周り
には、焼きいもを待つ子供
達が大勢集まりました。焼
きあがったおいもは鮮やか
に黄色く、ホクホクで、大
勢集まった子供達もみな満
足顔でした。ご協力をいた
だいた町内会や老人会の皆
様、楽しい時間をどうもあ
りがとうございました。
（子
供会 山内さん）
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保健部・
保健部・防犯部

下記のとおり運動習慣化としてウォークを行います。
町内をウォークすることにより防犯にも役立つと思
いますので是非皆様ご参加下さい
日時
12 月 17 日（水）10 時～12 時
場所
向山公園（雨天の場合は前田町町内会館）
講師
あおぞら健康道場主催者 高嶋威男
（前田町防犯部長）
主催
戸塚区福祉保健センター
協力
相和会（前田町老人会） 体育指導部
飲み物は用意いたします （保健部片山さん）
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11 月 16 日（日）に、川上地区連合子供会のお楽し
み会が川上小学校体育館にて開催されました。今年
も人形劇団
『いちご座』
さんに来ていだだきました。
『金の斧銀の斧』の人形劇他、エプロンシアターや
マジックなどの可愛らし
く素敵な公演に、子供達
は皆釘付けでした。雨の
中、保護者の方にも大勢
集まっていただき、どう
もありがとうございまし
た。
（子供会 山内さん）
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会計

① １０月分の資源回収実績は 29,700Kg でした。
② 年末年始の町内会の資源回収（古紙・古布）で
すが、年末の最終回収は 12/25(木)、年始最初
の回収は 1/8(木) となります。 年末の片付け
等で不要となりました古紙・紙類、古着などあ
りましたら、是非ご協力をお願いいたします。
（会計 多田さん）

役員推薦委員会

前田町では来年 4 月に役員の改選期を迎えます。そ
こで、地域活動に興味があり、協力してくださる方を募
集しています。一線を退かれた方にとっては、この町
と触れ合い、楽しみながら交流の時間を持てる良い
機会ではないでしょうか。もちろん、現役の方でもかま
いません。ご自身の負担にならない範囲で参加して
みてはいかがでしょうか。地域とのコミュニケーション
を取る事で、今まで知らなかったことも経験できるは
ずです。実際に地域活動を体験された方々は、「やっ
て良かった」との感想をお持ちです。町内会の運営に
は、地域に住まわれている皆様のご理解とご協力が
不可欠です。ご応募を心よりお待ちしています。
【お問い合わせ】
わせ】 役員推薦委員会
相原 博 (A-1 組)
高嶋 威男(C-4 組)
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会 長

家庭防災員・
家庭防災員・環境事業推進委員・
環境事業推進委員・健康保健推進員・
健康保健推進員・消
費生活推進員・
費生活推進員・体育指導委員
体育指導委員につきましては、来年４
指導委員
月が改選時期となっております。それぞれ各町内会
から戸塚区へ規定人数の推薦を行うこととなっており
ますが、その推進委員を募集いたします。
詳しくは組町会の際に各組長にご説明いたします。
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資源循環局

年内は１２月３０日（火）まで、来年は１月５日（月）から
収集をします。１２月３１日～１月４日はお休みです。
なお、粗大ごみの受付は１２月２７日（土）までです。
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横浜市は７月に政府から「環境モデル都市」に選定
されました。Ｇ30 の時のように、横浜の市民力を生
かし、ＣＯ2 排出削減を図るには町内会の協力が必
須です。前田町町内会は横浜市がこの１２月より実
施する「エコハマ省エネ実践モデル事業」に率先し
て参加することにいたしました。つきましては、内
容の説明も兼ねて「家庭の省エネ講座」を開催しま
す。取組にあたっては 100 世帯以上の参加が目標で
す。是非率先して参加して下さい。
日 時：平成２０年１２月１８日（木）
1 回目：16 時～17 時 30 分（60 名）
、
2 回目：18 時 30 分～20 時（60 名）
会 場：前田町町内会館
内 容：①落語「京都議定書」②省エネ実践講座、
③モデル事業と環境家計簿の説明
主 催：消費生活部・婦人部
申 込：消費生活部・婦人部

察庁より講師を招き、制度の説明、ビデオの上映を
行って頂きました。
ドラマ形式だった為、通知を受け取ってから、裁判
を終えるまでの流れがわかりやすく、裁判員に選ば
れた人の心の動きも表現されていて、とても参考に
なりました。
この年末には候補者への通知が始まります。調査票
の提出、
裁判長の面接をへて、
裁判員が選ばれます。
やむを得ない事情がある場合、認められれば辞退す
ることができます。法律の知識がないのに判断がで
きるの？と思いましたが、国民ひとりひとりの感覚
や経験に根ざした視点が大切だそうです。問合わせ
は「法テラス・コールセンター（０５７０－０７８
３７４）
」まで。
（消費生活部 萱原さん）

会務報告

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）

第１回川上地区ドッヂビー
回川上地区ドッヂビー大会
ドッヂビー大会

体育指導部
体育指導部

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）

11 月 1 日（土）平戸永谷川遊水地広場にて、川上地
区青・体指主催のドッヂビー大会が開催されました。
５チームが参加し、シニアチーム代表として川上地
区連合町内会役員チームも参加し、老いも若きも、
さわやかに汗を流し、盛り上がった地域交流イベン
トになりました。また今大会には、ドッヂビーの考
案メンバーの一人で、日本フライングディスク協会
の松永さんにも協力を頂き大変盛り上がりました。
次回は皆さんもチームを作り是非参加をお待ちして
います！このイベント会場となった平戸永谷川遊水
地広場の特徴は、
「芝生」ということです。子どもた
ちが、自然と靴を脱ぎ芝の上を裸足で転げまわって
いるのが印象的でした。
尚、
結果は以下の通りです。
１位秋葉ファイターズ、２位川上小ビクトリー、３
位川上連合町内会役員チーム。惜しくも入賞はでき
ませんでしたが、前田グリーンスターズチームも元
気にプレーしてくれました。 また、来年以降も更に
盛り上げるべく企画したいと思いますので、ドッヂ
ビーの普及と住民のボランティア募集も今から行っ
て行きたいと考えています！
（体育指導部 宇津木さん）

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～児童文化作品作り
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

今後の
今後の予定

12 月８日（月）14：00～日枝神社祭礼（日枝神社）
11 日（木）13：30～秋葉小学校懇話会（秋葉小）
17 日（水）10：00～健康づくり講座（向山公園）
21 日（日）17：00～前田町町内会役員会（前）
1 月６日（火）10：30～戸塚区賀詞交歓会（戸塚小）
11 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会
14：00～前田町町内会組長会（前）
※（前）＝前田町町内会館
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説明会開催しました
開催しました

消費生活部
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11 月６日（木）町内会館にて、来年５月より始まる
「裁判員制度」の説明会を行いました。横浜地方検

会長
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