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菊

川上地区レクリエーション
川上地区レクリエーション大会
レクリエーション大会
川上地区レクリエーション大会は１０
１０月
１０月１２日
１２日(順
延時１７日)９時３０分から開催です！皆さんふる
ってご参加下さい！（青体指導部 宇津木）

敬老会を
敬老会を開催しました
開催しました

会 長

９月１３日
１３日に
敬老会を開催し
多くのみなさま
にご参加いただ
きました。

「おくりびと」
おくりびと」映画鑑賞会を
映画鑑賞会を開催します
開催します
日時：１０
１０月
１０月２１日
２１日（水）９時３０分～
場所：前田町町内会館 無料です。

紅葉の
紅葉の袋田の
袋田の滝バス旅行
バス旅行 若干名追加募集
若干名追加募集
秋の町内バス旅行ですが、まだ
若干名余裕がございますので、
参加希望の方は至急お申し込み
下さい。先着順です。
申し込み：多田副会長
日時：１１
１１月
１１月１６日
１６日（月）７：５０集合
行程：前田町→やきやしんたく（炉端焼き昼食）→
袋田の滝→こんにゃく（関所）ショッピング
参加費：三千円（長寿会・子ども会会員は二千円）

海外から
海外から視察団
前田町町内会を見学
から視察団が
視察団が前田町町内会を
９月１１日
（金）
に、
ダッカ市（バングラ
ディッシュ）
、
マカテ
ィ市（フィリピン）
、
コロンボ市（スリラ
ンカ）
、ダナン市（べ
トナム）で環境問題に関する市役所高官６人が前田
町町内会を訪問。当町内会の取組みの説明と質疑応
答、その後実際に町内のゴミ集積所やグリーンカー
テン、太陽光発電、太陽熱温水機など家庭での取組
みを見学した。当日は会長、副会長の役員の他婦人
部、子供会からも参加していただきました。
事務局からは、
「たいへん有意義な視察で、評価会で
も、
『横浜は市民レベルに温暖化対策が浸透している。
前田町のようにシニアが率先して温暖化対策に取り
組んでいるのがすばらしい』といった意見が出てい
ました。
」との報告をいただいています。

第９回りんどう会
りんどう会（ゴルフ）
ゴルフ）のご案内
のご案内
日 時：１０
１０月
１０月２７日
２７日（火）
ゴルフ場：伊豆にらやまカントリークラブ
連絡先：近藤真知子
内嶋脩雅
出欠の連絡締切日：10 月 15 日（木）尚、参加され
る方には詳しいご案内をお渡しいたします。

エコドライブ（
エコドライブ（省エネ 20％）
20％）講習会
％）講習会のお
講習会のお知
のお知
らせ交通部
らせ交通部 斉藤 鉄男
今年度、前田町町内会が取組んでいる「ＣＯ－ＤＯ
３０推進事業」の一環として、交通部ではエコドラ
イブ講習会を下記の通り計画しました。エコドライ
ブは安全運転、おさいふに優しい、そしてＣＯ2 の
削減と「一石三鳥」の取組みです。多数の参加をお
待ちします。
日時：１０
１０月
１０月１８日
１８日（日）１３時 ～１７時
会場：前田町町内会館
内容：エコドライブ講座（ＪＡＦ 専門講師）
エコドライブ運転（コンピューター）診断
（ニッサン 技術者）
Ｅ－1（イーワン）グランプリの説明
（横浜市環境創造局 担当者）
主催：前田町町内会 交通部
（問い合わせ：斉藤 ）

「町内の高齢者の皆様」お手伝いを
します！
福祉部
します！
前田町にボランティアグループ
「支え合う前田」 が、
立ち上げられ早１０年の歳月が流れました。
ご町内の高齢者の方々が、住み慣れた我が家で暮ら
しを続けて行かれます様に、少しでもお力になれれ
ばとボランティアが集い、皆様のご要望に応えたい
と活動を続けて参りました。活動内容は以下の通り。
●仕事内容（１）庭の草取り（２）病院に関する手
伝い（薬の受け取り、付き添い等・・・）
（３）ゴミ
出し（灯油等、重い物の持ち運び他）
（４）話し相手
（散歩の相手）
（５）買い物のお手伝い（前日までに
要望 「原則」 頂ければその要望に応える、スー
パーで買い物した場合に買い物を預ってくれますの
で、連絡を頂ければボランティアが自宅にお届けす
る、買物援助等）
●費用は有料です。 １回３００円。但し、病院付
き添いは交通費を頂きます。ゴミ出し等は別途ご相
談に応じます。
（利用者のご負担にならない様考え
ています）
●利用資格 (１）
７５歳以上の一人暮らしの高齢者
（２）７５歳以上の昼間一人暮らしの高齢者（３）
７５歳以上の高齢者ご夫婦
受付時間 月曜日～金曜日、９時～１７時まで
受付電話
（野沢）
その他 その他のご要望も気楽にお電話下さい。臨
機応変に対処いたします。
●お願い この様な活動内容について、ご存じない
方も居られますので御近所に叉お知り合いにご高齢
者の方が居られましたらお知らせ頂き、大いに活用
して頂きたいと思います。叉、活動の主旨に、ご賛
同頂ける方が居られましたらボランティアを募集し
ておりますので是非ご一緒に活動して頂きたく思い
ます。

会務報告

会長

9 月 11 日（金）9:30～11:00 JICA「草の根事業」
横浜市受入れ研修『地球温暖化対策』市民活動（前
田町町内会）の外国からの視察 （前田町町内会館）
9 月 12 日（土）10:00～12:00 川上地区懇談会
（秋葉町町内会館）
9 月 13 日（日）11:00～14:00 前田町敬老会
（前田町町内会館）
9 月 17 日（木）14:00～16:30 戸塚区防災講演会
（戸塚公会堂）
9 月 19 日（土）13:00～15:00 ボランティア全体会議
（前田町町内会館）

9 月 26 日（土）10:00～12:00 川上連合町内会役員会
（秋葉町町内会館）
9 月 26 日（土）13:00～14:00 わくわくサポート隊
全体会議 （秋葉町町内会館）
9 月 27 日（日）17:00～19:00 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
10 月 4 日（日）12:30～13:30 前田町町内会
役員部長会（前田町町内会館）
10 月 4 日（日）14:00
～15:00 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

10 月 12 日(祝) 9：30～ 川上地区秋季レクリェ－
ション大会（川上小学校校庭）
10 月 18 日(日) 13：00～エコドライブ講習会
10 月 23 日（金）17：00～川上連合町内会役員会
10 月 23 日（金）18：00～川上連合町内会広報部会
10 月 23 日（金）18：30～川上地区レクリェ－
ション大会反省会（以上前田町町内会館）
10 月 24・25 日（土日）9：00～東戸塚地区セン
ターまつり（東戸塚地区センター）
10 月 25 日（日）7：00～参議院補欠選挙
（川上・秋葉・品濃小学校）
10 月 27 日（火）6：00～ 町内会親睦ゴルフコンペ
『りんどう会』伊豆韮山カントリークラブ
10 月 31 日（土）17：00～前田町町内会役員会
11 月 1 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会
11 月 1 日（日）14：00～前田町町内会組長会
（以上前田町町内会館）

会員の
会員の異動（
異動（９月受理分）
月受理分）
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総務部・広報部
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