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会報
戸塚区消費生活展の
戸塚区消費生活展のご案内

まえだ ２９８

消費生活部

戸塚区消費生活展が２月１３日
（金）
開催されます。
講演会では、元大手スーパー勤務、現在ショッピン
グアドバイザーとしてテレビ、雑誌等で活躍されて
いる、今野保氏を招き、いいものを安く賢く買うた
めの知恵をアドバイスしていただきます。
リフォーム作品展
では、家庭でいら
なくなったもの
（古布等）を利用
した作品が多数な
らびます。
皆様のご来場をお
待ちしています。
場所：戸塚公会堂（入場無料）
リフォーム作品展：午前１１時～午後４時
講演会：
第一部 13：00-14：30
「スーパーマーケットで楽しく買い物上手
になる方法」
第二部 14：45-15：45
「悪質商法に遭わないために」

健康たより
健康たより
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保健部

この 1 年を健康に過ごすため、まず年の初めは胃が
ん検診から受けましょう
日時
平成２１年 2 月 26 日（木）
会場
前田ハイツ集会所
受付時間
午前 9 時～9 時 30 分
対象
４０歳以上の横浜市民
料金
1570 円 （年齢などによって免除されま
す）
申込方法
５０名
（事前予約制）
戸塚区福祉保健センタ
ー福祉健康推進係（℡
８６６－８４２６～
８）
へ予約して下さい。
詳しいことは掲示板等
ご覧下さい。

発行者 会長 田中 猛
編集 竹内
http://maedacho.jp/

前田町 での 犯罪発生件数 ついに ゼロ ！！
戸塚警察署がまとめた、昨年 12 月の「刑法犯発生状
況（月別累計）
」によると、前田町の発生件数は「０」
件、私が防犯部長を引き受けてから初めてである。
また 2008 年 1 年の発生件数は 30 件だった。この件
数も今までの最低記録である。これは前田町町内会
として取り組んできた防犯活動の地道な成果である。
ご協力ありがとうございました。特に昨年から組長
さんも加わった「夜間パトロール」はいろいろな面
でプラスになっている。
2009 年はさらに気を引き締めて防犯活動を町内会
全体で盛り立てていきたい。特に、年間 9 件と多か
った「車上ねらい」
、３件あった「空き巣」
「オート
バイ盗」を防ぐためにそれぞれの家庭で対応してい
ただくようお願いいたします。
（防犯部長 高嶋）

電球形蛍光灯を
電球形蛍光灯を使いましょう！！
いましょう！！
前田町町内会では、昨年 12 月から「エコハマ省
エネ実践モデル事業」に参加し、100 名の会員に
「環境家計簿」などによる「見える化」の実践体
験に取り組んでいただいております。地球温暖化
がますます実感される今日、この頃、省エネに活
動を一刻も早く開始する必要があります。100 名
の会員だけでなく、町内会全体で取り組むことが
大切です。
そこで、町内会全体で取り組む活動として「白熱電
球をエコな電球形蛍光灯に替える」取組を行いま
しょう。お財布にも電球形蛍光灯の方がやさしい
です。白熱電球と電球形蛍光灯を比較してみて下
さい。
（1） 電球形蛍光灯は
電球形蛍光灯は、電気代が
電気代が 1/4、
1/4、そして寿命
そして寿命
は約６倍長持ちします
倍長持ちします。
ちします。

白熱電球
電球形蛍光灯

消費電力
54ｗ
12～13ｗ

寿命
1000 時間
6000 時間

（2）よく言
よく言われる電球形蛍光灯
われる電球形蛍光灯の
電球形蛍光灯の扱い難さも、
さも、日
進月歩、
進月歩、改善されています
改善されています。
されています。
（電気屋さんに相談してみて下さい）
（エコハマ省エネ実践モデル事業
前田町町内会 担当 高嶋）

家庭ごみの
家庭ごみの収集日
ごみの収集日 前田町全域共通
燃やすごみ・
やすごみ・乾電池・
乾電池・
火・土
スプレー缶
スプレー缶・燃えないごみ
プラスチック製
プラスチック製
水
容器包装
缶・ビン・
ビン・ペットボトル・
ペットボトル・
月
小さな金属類
さな金属類
古紙・
古紙・古布（
古布（町内会収集）
町内会収集）

木

※ ７・８月のみ燃やすごみは火・木・土になり
ます。

爽やかスポーツ
やかスポーツ

体育指導委員

日時：２月２８日:１８:００～２１:００
場所：秋葉小学校体育館 上履き持参
内容：１８：００～ドッヂビー
１９:３０～ ソフトバレー（中学生以上)
多数の参加をお待ちしています
（体育指導委員 宇津木さん）

【夜間・休日急患診療所一覧】
①施設名②診療科目③診療日時④所在地⑤電話番号
施設名
①戸塚区休日急患診療所 ②内科・小児科・歯科
③日・祝・年末年始（12/30～1/3）午前 10 時～
午後 4 時 ④原宿 3-59-2 ⑤852-6221
① 横浜市救急医療センター
横浜市救急医療センター ②内科・小児科・眼科・
耳鼻科
③（内科・小児科）午後 6 時～午前 0 時
（眼科・耳鼻科）午後 8 時～午前 0 時
④中区桜木町 1-1 ⑤212-3535
①国立病院機構横浜医療センター
国立病院機構横浜医療センター ②内科・小児科
③午前 0 時～6 時 ④原宿 3-60-2
⑤851-2621
①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
②内科・小児科 ③午後 8 時～午前 0 時
④泉区中田北 1-9-8 ⑤806-0921
①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 ② 歯科のみ
③ 日・祝・年末年始（12/29～1/4）午前 10 時～
午後 4 時
毎夜間 午後 7 時～11 時
④中区相生町 6-107 ⑤201-7737
健康保険証と現金をお持ちください。どの区の休日急
患診療所でもご利用になれます。

会務報告

会長

1 月 24 日（土）川上連合町内会役員会 10：00～
川上連合町内会広報部会 13：00～
わくわくサポート隊役員会 14：00～
（上記いずれも秋葉町町内会館）
25 日（日）前田町町内会役員会 17：00～（前）
28 日（水）戸塚区人権啓発講演会 14：00～
（男女共同参画センター横浜）
2 月１日（日）前田町町内会役員部長会 12：30～
前田町町内会組長会 14：00～（前）
（前）＝前田町町内会館

今後の
今後の予定

会長

2 月 13 日（金）11：00～16：00 戸塚区消費生活展
（戸塚公会堂）
〃
15：30～ 秋葉小学校懇話会
（秋葉小学校）
14 日（土）10：00～ ボランティアフォー
ラムとつか （フレンズ戸塚）
21 日（土）13：00～ わくわくサポート隊全体
会議 （秋葉町町内会館）
〃
16：00～ 川上連合町内会役員会
（秋葉町町内会館）
22 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
28 日（土）18：00～ 爽やかスポーツ
（秋葉小学校）
3 月 1 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）
8 日（日）13：00～16：00 戸塚区公園愛護会
のつどい （戸塚小学校）

会員の
会員の異動（
異動（１月受理分
受理分）

総務部・
総務部・広報部

転入

転出

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。
p r @ m a e d a c h o . j p 竹内

