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つばき

健康たより
健康たより

爽やかスポーツ
やかスポーツ

保健部

保健活動推進員（保健部）では平成１９・２０年度
と横浜市全体統一テーマである「たばこの害」につ
いて普及、啓発活動に取り組み、私達も勉強会など
に参加してきました。
特に受動喫煙は、吸う人と同様アトピー・喘息・肺
がん・心臓病・脳卒中などさまざまな健康被害をも
たらします。
特に子供やお年寄りの肺機能が低下した人が煙を
吸ってしまうのは重大です。吸う人は回りの人に充
分な配慮が必要です。マナーを守り明るい健康な町
でありたいと思います。
（保健部 片山さん）

戸塚区防犯情報の
戸塚区防犯情報のメール配信
メール配信

広報部

パソコンや携帯電話のメールアドレスを登録するこ
とで、区内で発生した犯罪の中から身近なものを選
別した情報及び防犯に関する情報をいち早く知るこ
とができます。皆様の家庭や地域での防犯に活動に
是非お役立てください。※登録・受信は無料です。
（通信料は別途かかります）
申し込みは戸塚区のＨＰ内の戸塚区トップ＞緊急対
応＞くらしの安全・安心コーナーからアクセスする
か、直接
http://www.city.yokohama.jp/me/totsuka/safe_info
/bouhan-mail.html にアクセスして登録してくだ
さい。
戸塚区内の最近の犯罪傾向として、
１）マンションや一軒家の１階のガラスを割られて
空き巣に侵入される
２）東戸塚駅周辺でのひったくり。それも午前中を
含め明るいうちの犯行も多い
３）車のガラスを割っての車上あらしや自動車・バ
イクの盗難が多い。
などが目につきます。

転入・
転入・転出届をお
転出届をお出
をお出しください

総務・
総務・広報

引っ越しの多い時期になりますが、転入・転出の際
には、町内会の各組組長までお知らせください。み
なさまのご協力をお願いします。

体育指導委員

３月２８日（土）川上小学校体育館にて
１８:００～１９:３０ドッヂビー
１９:３０～２１:００中学生以上のソフトバレー
を行います！ 体育館履き、飲み物持参の上多数ご
参加下さい。なお本年も川上地区ドッヂビー大会を
企画したいと考えておりますので、是非チームを編
成していただきたいと思います！詳細は体育指導委
員までご一報を!!

前田町ゴルフ
前田町ゴルフ愛好会
ゴルフ愛好会コンペ
愛好会コンペのご
コンペのご案内
のご案内
前田町ゴルフ愛好会「りんどう会」第八回コンペ
開催月日：平成 21 年 4 月 21 日（火）
開催場所：タクエーカントリークラブ
費
用：19,000 円（予定）
往復の交通機関は前回同様「丸勝」さんのご好意に
より貸し切りバスと致します。その他に付きまして
は、後日参加予定者に文章でご連絡致します。皆様
の多数参加をお待ちしております。申込締切日は 3
月末日と致します。
＜申込先＞
内嶋 または 岩崎 まで
※配布会報をご参照ください。

寝具メーカー
寝具メーカーを
メーカーを名乗る
名乗る不審者について
不審者について資源循環局
最近寝具メーカーを名乗る者が、
「当社は市から委
託を受けて布団などの粗大ゴミ収集を行っている」
「市は○月で布団の収集をやめるので自分のところ
で収集する」と偽って、布団などの粗大ゴミを収集
しようとする不審者情報が寄せられていますのでご
注意ください。お問い合わせは、資源循環局戸塚事
資源循環局戸塚事
務所 ８２４－２５８０ まで。

地上波テレビ
地上波テレビの
テレビのデジタル化
デジタル化について

広報部

総務省によれば、２０１１年７月２４日にテレビの
デジタル完全移行が行われることになっています。
このテレビの地上デジタル放送移行が行われると、
現在すでにデジタルでテレビを視聴している方以外
は、テレビが映らなくなります。

それでは地上デジタル放送を見るにはどうすればい
いのでしょうか？方法は現在大きく分けて３つあり
ます。
① デジタル用
デジタル用のアンテナを
アンテナを設置する
設置する
デジタル用のＵＨＦアンテナを屋根の上などに設
置し、デジタル対応のテレビを購入すれば地上デ
ジタル放送を見ることができます。しかし前田町
では地形の関係や、東京から離れているため電波
が弱く、限られた地域でしかこの方式では受信で
きないと思われます。工事費はもちろん条件で大
きく左右されますが、５万円以上になります。ラ
ンニングコストはアンテナが壊れなければ基本的
にはかかりません。
② 光ケーブルを
ケーブルを導入する
導入する
フレッツ光など、光ケーブルを引き込んで視聴す
るものです。高速インターネットを利用している
人には便利ですし、電話も統合することが可能。
戸建ての場合、初期工事・費用のほかにランニン
グコストが６千円／月以上かかりますが、プロバ
イダは選べます。高速通信のほか、ＮＨＫアーカ
イブスなどのサービスも有料ですが受けられます。
アンテナ工事は不要です。
③ ケーブルテレビに
ケーブルテレビに入る
ケーブルテレビに入ることにより、デジタル映像
を受信するものです。当座はアナログ用のテレビ
でもテレビを見続けることができます。戸建ての
場合初期工事・費用の他にランニングコストが４
千円／月以上必要になります。地上波デジタル以
外の放送も見ることができ、インターネットや電
話も統合が可能。こちらもアンテナ工事は不要で
す。
なお、マンションなどの集合住宅では、まとめて工
事をする必要がある場合もありますので、マンショ
ンなどの管理組合にお問い合わせください。

会務報告

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）

今後の
今後の予定

会長

3 月 2 日（月）8：25～ 川上小学校学援隊感謝の会
（川上小学校）
8 日（日）12：30～ 戸塚区公園愛護会の集い
（戸塚小学校）
9 日（月）14：25～ 戸塚区町内会自治会長
感謝会（戸塚公会堂）
10 日（火）9：20～ 秋葉中学校卒業証書
授与式 （秋葉中学校）
19 日（木）10：00～ 川上・秋葉・品濃小学校
卒業証書授与式 （各小学校）
28 日（土）10：00～ 川上連合町内会役員会
（前田町町内会館）
28 日（土）13：00～ 川上連合町内会広報部会
（前田町町内会館）
28 日（土）14：00～ わくわくサポート隊
役員会（前田町町内会館）
29 日（日）15：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
29 日（日）16:00～ 前田町町内会会計監査
（前田町町内会館）
4 月 5 日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会
（前田町町内会館）
5 日（日）14：00～ 前田町町内会総会
（前田町町内会館）
5 日（日）総会終了後 組長会
（前田町町内会館）

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）

会員の
会員の異動（
異動（２月受理分
受理分）

総務部・
総務部・広報部

転入

転出
なし
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