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子供神輿に
子供神輿に参加しませんか
参加しませんか

子供会

前田町子供会では、平成２１年４月１２日
(日)に子供神輿を実施します。今年も２０
０名を超える子供たちが子供神輿をかつぎ、
太鼓をたたき、町内を一回りし、神社にお
参り致します。町内の皆様には大変ご迷惑
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。
（子供会 禾木さん）

写真は一昨年の子供神輿

「気持ち良い！ 地球に優しい！ 芝生を大切に！」

芝刈り
芝刈り隊隊員募集！
隊隊員募集！

町内会の
町内会の活動が
活動がＴＶで
ＴＶで紹介されました
紹介されました

会長

２月２８日１８時からＴＶＫテレビで放映された
「Ｈｉ！ 横濱編集局」内の週刊 見・聞・録 「環
境モデル都市横浜 ～あなたもＣＯ－ＤＯ！省エネ
大作戦」のコーナーで、 当町内会の環境に関する取
り組みが紹介され、当町内会の田中会長と高嶋さん
が取材をうけました。
番組ＨＰをご参照下さい。
http://www3.tvk-yokohama.com/hamahen/20
09/02/28/

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。

温かくなり、芝生の新芽も出てきました。向山公園
の芝生についてのお知らせです。いよいよ４～６月
の第１・３日曜日、午前９～１１時に芝刈り隊出動
です。
芝刈り隊員の役割は、
芝刈りなどの手入れをした後、
芝生で元気に遊びまわることです。
もちろん、親子での参加も OK です。出られる時に出
て頂ければ結構です。
◆4 月 19 日(日)・5 月 3 日(日)午前 9 時、向山公園
に集合 雨天決行
※事前に芝刈り隊に登録される方は、氏名と連絡先
をお知らせ下さい。
芝刈り隊長 山ノ内(青少年指導員)

バイクによるひったくりにご
バイクによるひったくりにご注意
によるひったくりにご注意
最近東戸塚駅周辺でのバイクによるひったくり事件
が発生しています。二人乗りのバイクが背後から追
い抜く際にバックなどをひったくるというものです。
発生時間帯も夕方や夜だけでなく、朝の早い時間に
も発生しています。
歩く際はどうぞご注意ください。

爽やかスポーツ
やかスポーツ

会報「
会報「まえだ」
まえだ」は
発行３００
発行３００号
３００号を迎えました
会報まえだ
会報まえだ３００
まえだ３００号発行
３００号発行に
号発行に寄せて

会長

会報『まえだ』300 号発行に当たり一言ご挨拶申し
上げます。一言で 300 号と言いましても、約 25 年続
いていることになります。あらためて諸先輩及び編
集者のご努力に感謝いたします。

体育指導委員

４月２５日（土）秋葉小学校体育館にて
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!!

戸塚区でも町内会・自治会等で会報を発行している
団体はかなり有りますがその中でも 25 年以上続い
ている会報は珍しいとのことです。さらに非常に見
やすいと、おほめの言葉も頂いております。これは
ひとえに皆様のご協力があればこその成果だと考え
ております。
これからも続けて行きたいと思いますので皆様のご
協力をお願い致します。
先月の爽やかスポーツ（ソフトバレー）の様子

会報まえだ
会報まえだ３００
まえだ３００号発行
３００号発行に
号発行に寄せて
田中敬之助

会報まえだ３００号発行おめでとうございます。１
年を１２ヶ月として、単純に割り算しても２５年続
いていることになります。会報などは続けることが
大切ですが、編集者にとっては「一回くらいは休ま
せてくれよ」
と言いたくなることがあると思います。
竹内さん、本当にご苦労様です。
こういう私も竹内さんの前に編集を続けて参りまし
た。原稿が集まるときはよいのですが、原稿不足の
場合は大変困ります。町内会は約千世帯、皆さんそ
れぞれに情報をお持ちのことと思います。採用され
るかどうかは別として、どしどし原稿を送ってあげ
てください。
編集者はただ記事を書くだけでは駄目なんです。盆
踊り、レクリエーション、バス旅行など行事がある
度にこれに参加しないとその場の雰囲気を伝えるこ
とができません、大変なことですが、今後とも粘り
強く続けていって下さい。
（編集者注：田中さんは、前編集担当者として、永
く会報の編集にあたられました）

防犯活動の
防犯活動の報告

防犯部

私が、前任者の内島さんから「防犯指導員」を引き
継いでから丸５年経ちました。
前田町町内会では
「防
犯指導員イコール防犯部長」です。防犯指導員とし
ての活動は、毎月１０日に防犯キャンペーンで戸塚
駅と東戸塚駅でビラ配りがあります。また青色回転
灯をつけて防犯を呼びかけて地域を廻ったり、研修
会等が主です。一方、町内会の防犯部としての活動
は、ワンワンパトロール隊を結成し地域のパトロー
ルを毎日実施しています、
現在 30 世帯が登録してい
ます。また、会員から防犯標語を募集し、３点を選
んで、ノボリとポスターに使用しています。ノボリ
は４月の新しく１年生が登校する時期、夏休みの時
期、そして年末年始の３回、町内 30 ケ所に設置しま
す。ポスターは会員の自宅前に掲示していただいて
います。また、幼い子供が事件に会わないよう、老
人会にお願いし、登下校時の見守りを毎日実施して
います。そして２年前から始めたのが、夜間パトロ
ールです、現在、役員、部長、組長そして有志から
なるパトロール隊を６班編成し空き巣の入る時間帯
にパトロールを続けています。それらの成果か、昨
年の前田町内での犯罪は激減し年間２８件でした。
お蔭様で、私は「横浜市防犯協会連合会」から防犯

功労者表彰と、神奈川県警察本部長から表彰を受け
ることが出来ました。これも町内会会員の皆様のご
協力の賜物と感謝いたします。これからも前田町含
め地域の防犯活動を続けていきたいと思います。
（防犯部長 高嶋 威男）

前田町内会 平成２１
平成２１年度行事
２１年度行事と
年度行事と
各部の
各部
の活動予定

会長

今年度の主な活動予定と、各部の事業内容について
ご案内いたします。

年間行事予定（
年間行事予定（本部行事）
本部行事）
４月 ５日 町内会定例総会・役員部長会・組長会
４月２６日 役員会
５月 ３日 役員部長会・組長会
５月３１日 役員会
５月 ？日 新旧役員部長会議
６月 ７日 役員部長会・組長会
６月１４日 町内会大掃除
６月２８日 役員会
７月 ５日 役員部長会・組長会
７月２０日 役員会
７月２５・２６日 盆踊り大会
７月 ？日 連合町内会「社会を明るくする運動」
８月 ２日 役員部長会・組長会
８月３０日 役員会
９月 ６日 役員部長会・組長会
９月２１日 町内会敬老会
９月２７日 役員会
９月 ？日 連合町内会地区懇談会
10 月 ４日 役員部長会・組長会
10 月２４日 連合町内会レクリエーション大会
10 月２５日 役員会
10 月 ？日 川上・秋葉・品濃各小学校区防災訓練
11 月 １日 役員部長会・組長会
11 月２９日 役員会
12 月 ６日 役員部長会・組長会
12 月２０日 役員会
１月１０日 役員部長会・組長会
１月３１日 役員会
２月 ７日 役員部長会・組長会・各部決算報告提
出・各部次年度事業計画書提出
２月２８日 役員会・決算予算会議
３月 ７日 役員部長会・組長会
３月２８日 役員会・会計監査・総会準備

各部行事（
各部行事（抜粋）
抜粋）
青体指部
5 月チャレンジフェスティバル参加・7 月全市一斉パ
トロール・盆踊り出店・8 月青少年レク大会・10 月
地区レク大会・東戸塚地区センターまつり・11 月戸
塚区民まつり・町内会文化祭・12 月児童文化作品
展・1 月凧揚げ・どんど焼き大会 このほか爽やか
スポーツ（毎月）
・向山公園でのイベント（3 回）
・
芝刈り隊（月２回）のほか、各種研修参加・会議参
加など。
防犯部
10 月防犯ウォークの開催
このほか夜間防犯パトロール（年 100 回）
・登下校時
見守りパトロール・防犯のぼり設置・防犯講習会な
どの開催など
長寿会（
長寿会（相和会）
相和会）
4 月お花見会・総会・5 月交通安全講座・6 月健康管
理講座・7 月防災講座・盆踊り参加・9 月演芸会・敬
老会参加・10 月レク大会・横浜市福祉大会・11 月健
康管理講座・12 月横浜市寿大学参加・忘年会
このほか日枝神社清掃（毎月１回）
・赤関橋下の清掃
（年４回）
・登下校時の子供の見守りなど
子供会
4 月子供神輿・7 月太鼓練習・盆踊り大会・ポスター
コンクール・8 月流しそうめん大会・9 月敬老会参
加・10 月レク大会参加・11 月焼いも大会
このほか会議参加など
婦人部
7 月盆踊り踊り練習・盆踊り参加・10 月レク大会参
加・11 月講習会開催・12 月消費生活関連講座開催・
2 月消費生活展参加
このほか会議参加など
保健部
5 月ゴキブリ団子作り・6 月健康づくり講座開催・10
月レク大会参加・11 月戸塚区民まつり参加・12 月健
康づくり講座開催・2 月胃がん検診補助
福利厚生部（
福利厚生部（民生委員）
民生委員）
7 月盆踊り大会参加・9 月敬老会参加
このほか、厚生バザー・若葉会（独居老人食事会）
・
ぶらんこ（子育て支援）
・リハビリサロン前田（中途
障害者のリハビリと予防）や会議への参加など

福祉部（
福祉部（支えあう前田
えあう前田）
前田）
5 月高齢者との親睦遠足のほか、ひまわり（お年寄
りとの食事会年 6 回）
・高齢者宅の草取り（年 3 回）
・
研修や会議への参加など
交通部
4 月新入学児童を交通事故から守る運動・子供神輿
交通誘導・6 月町内青空駐車取締り・7 月盆踊り交通
誘導・8 月川上ふれあい祭り交通誘導・9 月秋の交通
安全運動パレード参加・10 月レク大会交通誘導・11
月東戸塚地区センターまつり交通誘導・戸塚区民マ
ラソン交通整理・12 月町内青空駐車取締り・1 月箱
根駅伝交通整理・戸塚区民駅伝交通整理
このほか交通安全キャンペーン参加・会議参加など。
環境部
6 月町内会大掃除計画指導・7 月盆踊り大会参加・ゴ
ミの分別指導・11 月戸塚区民まつり参加
このほかゴミ集積所の調査（年数回）
・会議参加など
防災部
7 月盆踊り大会参加・10 月防災訓練参加・消火器新
規購入詰め替え対応・12 月年末年始パトロール・1
月戸塚区出初式参加・2 月防災倉庫点検
このほか、ポンプ操法訓練・会議参加など
広報部
会報まえだの発行・前田町ホームページの作成・更
新・役員メーリングリストの維持管理
総務部
毎月の配布物・回覧物の管理ほか

会務報告

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）
16 日（月） 19：00～ 川上地区Ｇ30 活動
委員会 （秋葉町町内会館）
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）
21 日（土） 10：00～ 川上地区社会福祉
協議会 （前田町町内会館）

3 月 27 日（金） 13：30～ 戸塚区共同募金会
委員総会 （戸塚区福祉保健活動拠点）
28 日（土）10：00～ 川上連合町内会役員会
28 日（土）13：00～ 川上連合町内会広報部会
28 日（土）14：00～ わくわくサポート隊
役員会
29 日（日）15：00～ 前田町町内会役員会
29 日（日）16:00～ 前田町町内会会計監査
4 月 5 日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会
5 日（日）14：00～ 前田町町内会総会
5 日（日）総会終了後 組長会
（以上前田町町内会館）

今後の
今後の予定

会長

4 月 6 日（月）10：00～ 川上・秋葉・品濃
各小学校入学式
6 日（月）12：30～ 秋葉中学校入学式
12 日（日）10：00～ 子供神輿（町内会館・
日枝神社他）
19 日（日） 9：00～ 川上連合町内会役員会
（秋葉町町内会館）
19 日（日）10：00～ 川上連合町内会総会
（秋葉町町内会館）
19 日（日）14：00～ わくわくサポート隊総会
（秋葉町町内会館）
21 日（火）6：00～ 町内会「りんどう会」
ゴルフコンペ（タクエーゴルフクラブ）
26 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
5 月 3 日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会
（前田町町内会館）
3 日（日）14：00～ 前田町町内会組長会
（前田町町内会館）

会員の
会員の異動（
異動（３月受理分）
月受理分）

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

