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ツバキ

ＮＨＫテレビ
ＮＨＫテレビで
テレビで当町内会が
当町内会が紹介されます
紹介されます
日時：１２
１２月
１９：３０～
３０～
１２月４日（金）１９：
ＮＨＫ総合
ＮＨＫ総合テレビ
総合テレビ「
テレビ「特報首都圏」
特報首都圏」
内容：COP15 に向けてＣＯ２ ２５％削減は可能か
当町内会の環境家計簿をつけてエコライフ実践する
活動について番組で取り上げられる予定です。

前田町町内会バス
前田町町内会バス旅行
バス旅行 ～紅葉の
紅葉の袋田の
袋田の滝～

お正月 1/16(土
1/16(土)「どんど焼
どんど焼き」をします！
をします！
青体指部

「どんど焼き」は日本各地で行なわれる小正月（1
月 15 日）の火祭りです。お正月に使った門松やしめ
縄、お守り、破魔矢、祈願成就した「だるま」など
を持ち寄って焼き、その火にあたったり、餅を焼い
て食べて無病息災を願うものです。お正月にお迎え
した神様をお送りする日本の伝統的な行事です。
日時：２０１０年１月１６日(土) 午前１１時～
場所：川上小学校校庭
※お飾りやお団子、お餅などもお持ち寄り下さい
青体指部 山ノ内・宇津木まで

前田町芸術際が
前田町芸術際が開催されました
開催されました

実施：１１月１６日（月）
主催：前田町町内会 共
催：くらしの友
曇り空でしたが、予定通
り女性２５名男性１６名
の総勢４１名で朝８時に
出発、案内通り１１時３０分に古民家「やくやしん
たく」着で炉端焼きの昼食。絶好の紅葉の山道を通
過し、
「袋田の滝」へ。昨年完成したエレベーターで
第２観瀑台へ、一番上から下まで１２１ｍを見まし
た。帰りは「こんにゃくの関所」でおみやげのこん
にゃくをもらい、途中トイレ休憩をとりながら２０
時に帰着しました。
（副会長 多田）

牛乳パック
牛乳パックで
パックで「紙すき」
すき」に挑戦！
挑戦！

青体指部

世界に一つしかないオリジナル Xmas カードや年
賀状を作ります。
・日時：１２月１２日(土) 午前１０時～１２時
・場所：前田町町内会館(参加費は無料)
・対象：幼稚園児～小学生
・持ち物：牛乳パック(1,000ml)、タオル
青体指部 山ノ内 (※協力 子ども会)

青体指部

前田町初の合
同芸術祭が１
１月１４・１
５日に町内会
館で開催され
ました。
「募
集お知らせ」
からわずか２
週間での開催でしたが、出展者１９名、来場者８６
名と大盛況でした。準備には多くの皆様のご協力を
頂き、前田町の協力体制の強さを再確認しました。
有難うございます。次回は、お知らせをもっと早く
行い、より多くの方々の作品を展示したいと思いま
す。＜青体指部 山ノ内尊雄＞

やきいも大会盛況
やきいも大会盛況でした
大会盛況でした

子ども会
ども会

今年も「焼き芋大会」が、１１月２２日 （日）に日
枝神社境内で開催されました。当日は雨が心配され
ましたが、子供達は寒さにも負けず「やきいも」を
おいしそうにほおばっていました。長寿会や町内会
の皆様の暖かいご協力により、楽しい時間を過ごす
事ができました。ありがとうございました。

エコドライブ講習会
エコドライブ講習会を
講習会を開催しました
開催しました

交通部

１０月１８日（日）にエコダライブ講習会を開催し
ました。当日は参加者６名と大変少なかったのですが、
お金をだしても出来ない体験をすることが出来まし
た。
第一部は「エコドライブとは」という話をＪＡＦの
専門講師の方から１時間講義を受けました。エコドラ
イブは「省エネ運転」ではなく「安全運転」であるこ
と。そして「お財布に優しい」という事でした。
第二部は「エコドライブの実践と診断」でした。参
加者１人１人が、日産自動車が用意した車に、燃費計
を取りつけて前田町内の 3.1 キロコースを第一部で学
習した方法で運転し、その結果をコンピューター診断
をしていただくという内容です。ポイントは「ふんわ
りアクセル」「加減速の少ない運転」「早めのアクセ
ルオフ」の３点です。参加者は全員８４点以上の高得
点でした。今後も「エコドライブの講習」を実施する
機会を考えていきます。 交通部部長 斉藤 鉄男

防犯部からのお
防犯部からのお知
からのお知らせ
戸塚警察署より、振り込め詐欺と思われる不審電話
が急増しているとのことで、以下の注意喚起があり
ました。
最近の
最近の手口
暴力団員から電話があり、息子（孫）を預かってい
るなどと脅迫する手口
息子の名前を名乗り、またはいきなり暴力団員を名
乗る男から電話があり、
「息子
（孫）
を預かっている。
息子が兄貴の時計を壊した（あるいは交通事故を起
こした）
。慰謝料を払え。警察には絶対に言うな。電
話を切るな。このまま通話状態に
しておけ」などと脅し、現金を用
意させて待ち合わせ場所を指定し、
直接現金を受け取りに来るもの。
脅されてもあわてない、筆談などで周囲に助けを求
める。
「現金を用意する」などと言って、電話から離れ、
別の電話で１１０番するか、隣家へ助けを求める。
おかしいと思ったらすぐに警察に通報！
戸塚警察署 ０４５－
０４５－８６２－
８６２－０１１０
犯人は１件の振り込め詐欺を成功させるため、約２
００件の電話をしています。自分の家にも必ずかか
ってくるという心構えを持ちましょう。

会務報告

会長

11 月 3 日（火）10：00～14：00 戸塚区健康まつり
（東戸塚小学校）
11 月 14 日（土）10：00～秋葉小学校区地域防災訓練
11 月 14 日（土）10：00～川上小学校区地域防災訓練
11 月 14・15 日（土日）9：00～17：00
前田町秋の芸術祭 ※
11 月 16 日（月）7：50～18：00 前田町町内会旅行
11 月 17 日（火）14：55～16：25 戸塚区自治会
町内会会長感謝会（戸塚公会堂）
11 月 22 日（日）11：00～13：00 前田町子供会
やきいも大会（日枝神社）
11 月 28 日（土）10：00～12：00 男の料理教室※
11 月 28 日（土）13：00～14：00 川上連合町内会
役員会（前田ハイツ集会所）
11 月 28 日（土）14：00～15：00 川上連合町内会
わくわくサポート隊役員会（前田ハイツ集会所）
11 月 29 日（日）17：00～前田町町内会役員会※
12 月 6 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※
12 月 6 日（日）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

12 月 11 日（金）12：30～長寿会（相和会）忘年会
（※）
12 月 13 日（日）10：00～町内会・消火器販売、
詰替え等（※）
12 月 20 日（日）16：00～ 町内会役員会（※）
２０１０年
２０１０年
1 月 5 日（火）10：30～戸塚区賀詞交換会
（戸塚小学校体育館）
1 月 10 日（日）12：30～町内会役員部長会（※）
1 月 10 日（日）14：00～町内会組長会（※）
※＝前田町町内会館

会員の
会員の異動（
異動（１１月受理分）
月受理分）

総務部・
総務部・広報部

転入
なし
転出

なし
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