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新年あけましておめでと
新年あけましておめでと う ございます
前田町町内会長

田中 猛

町内の皆様 明けましておめでとうございます。素
晴らしい新年を迎えられたこととお喜び申し上げま
す。
昨年は チエンジの年であり日本においても政権交
代により「コンクリートから人へ」と大きく方向転
換がなされました。まだまだ不十分とはいえ皆様の
ためになる政治転換がなされるのではないかと更な
る期待をしています。
また、経済面ではデフレ傾向にある日本経済、就職
難からくる失業者の増加、社会面では振り込め詐欺
の多発など非常に暗い一年でした。
町内会では「町内会でのエコ活動」
「文化祭」
「町内
会旅行」など新しい行事にチャレンジをしてみまし
たが、町内会員の皆様から大変高い評価をいただい
たことは、会員皆様のご協力があればこそだと感謝
していします。寅年にあたり更なる進化をするよう
に役員一同頑張るつもりでおりますので、皆様のご
協力をお願い申し上げます。
最後に今年一年が最良の年でありますように、また
皆様のご健康と前田町町内会の益々の発展を祈念し、
新年のご挨拶とさせて頂きます。

1 月 16 日の「どんど焼
どんど焼き」は
時間と
時間と場所が
場所が変更になります
変更になります
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青体指部

前田町の氏神さまでも
ある日枝神社で午前 10
時から神事を始めます。
門松やしめ縄などのお
飾り、お守り、破魔矢、
祈願成就した「だるま」
などをお持ち寄り下さ
い。氏子の皆さま、長
寿会の皆さまのご厚
意・ご協力により「ト
ン汁」も振舞われます(11 時半頃より)。また、お餅や
お団子を持参して焼いて食べましょう。
[日時・場所] １／１６(土) 午前１０時～ 日枝神
社
＜青体指部 山ノ内 または 宇津木まで＞
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ＣＯ２ １４．
１４．３％削減出来た
削減出来た エコライフ
の取組み
取組み（７・８月分）
月分）

環境家計簿の取組みありがとうございます。皆様ご
存知のように、12 月 4 日には NHK テレビで首都圏に
紹介されました。1 月 20 日には横浜市議団一行（13
名）が、30 日には川崎市麻生区（6 名）から前田町
町内会の視察に来ることになっております。
今回の集計でＣＯ２が前年に比べ 14.3％削減できま
した。この度はＣＯ２削減に大きく寄与した皆様の
エコライフの取り組み 10 項目について報告します。
・エアコン（夏は 28℃を目安にする）
：今まで取組
んでいなかったが 20％あったのに対し今回は 7％に、
取組めたが 46％から 59％と大幅に改善されました。
・照明（こまめに照明を消す）
：今までは少し取組め
た家庭 29％から 18％に減少し、取組めたが 60％か
ら 76％とこれも大幅に改善された。
・冷蔵庫（冷蔵庫にものを詰込みすぎない）
：取組ん
でいない家庭が 16％から 5％に減り、取組めたが
44％から 62％と大幅に改善された。
・炊飯器（ご飯を長時間保温しない）
：取組んでいな
い 13％が 5％へ、
少し取組んだが 20％から 13％に減
少、取組んだが 61％から 76％と大幅に改善された。
・電気ポット（長時間使用しないときはプラグを抜
く）
：電気ポットを使用していない家庭が多く、使用
している家庭では、
取組んでいるが 57％から 73％へ
大幅に改善されました。
・テレビ（テレビを見ない時は消す）
：取組んでいる
が 61％から 71％と改善されているが、
大幅とは言え
ない。
・風呂（シャワーは流したままにしない）
：取組んで
いるが 62％から 73％と改善されているが、
大幅とは
言えない。
・トイレ（便座の温度は低めに）
：便座を使用してい
る家庭では今までも取組んでいるが 81％で今回は
89％が取組んでいる。もともと取組みが出来ている
項目である。
・洗濯機（洗濯物はまとめ洗いする）
：取組んでいる
が前回の 59％から 67％と改善されているが大幅と
は言えない。
・自動車（週 2 回、東戸塚へは車を使わず歩く）
：取
組んでいるが 55％から 61％とあまり改善されず。
以上の結果エアコン、照明、冷蔵庫、炊飯器、電気
ポットについては取組みやすかった項目か大幅に改

善されている一方、テレビ、風呂、トイレ、洗濯、
自動車は日常生活が習慣化されていて、簡単には改
善できなかったかも知れない。ただ今回のエコライ
フの取り組み項目がヒントになりそれぞれの家庭で
省エネに対する意識が高まったように思える。
（グラフをご参照ください。 各項目とも左が前回、
右側が今回の集計結果です。
）

会務報告

会長

２００９年
２００９年
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

1 月 16 日（土）10:00～ どんど焼き （日枝神社）
1 月 20 日（水）14：00～ 横浜市議会とのエコ活動
に関する懇談会 （前田町町内会館）
1 月 23 日（土）10：00～ 川上連合町内会役員会
（秋葉町町内会館）
1 月 23 日（土）13：00～ 川上連合町内会広報部会
（秋葉町町内会館）
1 月 30 日（土）10：00～ 川崎市麻生区まちつくり
の会とのエコ活動に関する懇談会
（前田町町内会館）
1 月 31 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
2 月 7 日（日）12：30～ 役員部長会
（前田町町内会館）
2 月 7 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（１２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

今後の
今後の予定

会長

1 月 16 日（土）11：00～ 秋葉小学校・文化スポー
ツクラブ準備会（秋葉小学校）
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