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川上連合町内会の
川上連合町内会のレク大会
レク大会で
大会で前田町が
前田町が優勝
１０月１１日の体育の日、川上小学校で連合町内会
のレク大会が開催されました。
前日までは雨続きで、
開催も危ぶまれましたが当日は快晴に恵まれました。
悪天候で順延になった幼稚園などの運動会と重なっ
たりしたせいか、若干参加者が少ないように感じま
したが、参加された方は休む間もなく競技に参加さ
れ、おおいに盛り上がりました。
対抗玉入れや、子ども・
大人のリレーで好位置を
キープした前田町は総合
優勝を飾りました。みな
さん応援有難うございま
した。
来年はグランドメゾンも
自治会として参加の予定
です。さらに盛大になり
そうな連合レク大会をお
楽しみに！ 青体指部

サルを
サルを見かけたら（
かけたら（ご注意）
注意）
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（戸塚区役所）
戸塚区役所）

１０月１２～１３日に、戸塚区内の汲沢・深谷付近
でサルの目撃情報が区役所に寄せられました。サル
を見かけたら下記まで連絡お願いします。
環境創造局公園緑地管理課 ６７１－
６７１－４１０６
あるいは戸塚区役所総務課
あるいは戸塚区役所総務課 ８６６－
８６６－８３０５
今のところ市内でサルが人に危害を加えたという報
告はありませんが、サルを見かけたときは冷静に対
処してください。
１．エサを与えない ２．近づかない
３．侵入されないように家の戸締まりに注意

第１０回
１０回 男の料理教室を
料理教室を開催します
開催します
川上地区社会福祉協議会では、
「男の料理教室」
を行
います。
日時：
日時：１１月
１１月２７日
２７日（土）１０：
１０：００～
００～１３：
１３：００
場所：
場所：秋葉町町内会館
献立：鮭のホイル包み・具沢山の汁・簡単サラダ
会費：３００円 定員３０人（先着順）
エプロン・三角巾・手ぬぐいなど持参下さい

発行者 会長 田中 猛
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消火器の
消火器の購入・
購入・不要消火器の
不要消火器の引き取り、薬
剤の詰め替え・住宅用火災警報機
日時：１１
１１月
１１月２８日
２８日（日）１３：
１３：３０～
３０～１４：
１４：３０
場所：前田町町内会館 ※消火器と火災報知機に関
しましては事前申込者のみ対象。
（防災部 熊谷）

焼きいも大会
きいも大会を
大会を今年も
今年も開催します
開催します！
します！
１１月
１１月２１日
２１日（日）１１：
１１：００～
００～ 日枝神社境内
雨天の場合は１１月２８日（日）に延期します。
持ち物：軍手・水筒（飲み物）（子供会 鍋田さん）

「第２回 前田町芸術祭」
前田町芸術祭」開催のお
開催のお知
のお知らせ
１１月
１１月１３・
１３・１４日
１４日(土日)１０時
１０時～１７時
１７時(日曜日
は１６時
１６時まで)
まで) 今年も「前田町芸術祭」を上記日
程に前田町町内会館で開催いたします。
・写真・書道・絵画・陶芸・折り紙・切り絵・吊る
し飾り・刺繍・鉄道模型など、様々な日頃の趣味や
作品が発表・展示されます。前田町の隠れた(?)アー
ティストの作品を、お誘い合わせの上ぜひ鑑賞にお
いで下さい。今年は展示スペースも拡大されます。
出展をご希望の方は、１２日(金)１５時から受付を
開始いたしますので、町内会館までお持ち下さい。
作品にはお名前と作品名を忘れずにお書き下さい。
（芸術祭実行委員会）

向山公園の
向山公園の芝養生期間のお
芝養生期間のお願
のお願い
向山公園を年中グリーンで維持するため、冬芝の種
をまきました。
１ヶ月ほど養生期間を設けますので、
暫くお待ちください。また、犬の散歩で糞を片付け
ない不届き者が後を絶ちません。
みなさんで注意し、
いつまでも綺麗な公園を維持していきましょう。
（青体指部）

戸塚デジタル
戸塚デジタルＴＶ
デジタルＴＶ中継局
ＴＶ中継局について
中継局について
地上デジタル化に伴い、戸塚区内で新たに７０００
世帯が難視聴となる問題の解決策として、秋葉町内
にデジタルテレビの中継局が設置されることとなり、
今年の１２月末には電波の中継が始まる予定です。

テレビのデジタル化を予定されている方は、１月以
降は戸塚中継局方向にアンテナを向けると受信状態
がよくなる可能性が高いのでご確認をお願いします。
またブースター（増幅器）も不要になる可能性があ
りますので、設置時期についてもご検討下さい。

秋の町内会旅行 秋の上州路
㈱くらしの友さんのご協
力によりまして、前田町
町内会旅行を実施しまし
た。１０月２２日（金）
曇り空の中、３８名の参
加者を乗せて前田ハイツ
前を出発し、群馬県沼田
市の「伽羅苑にて舞茸昼食」
「吹割の滝観光」
「吉祥
寺見学」
「原田農園にてりんご狩」
を楽しんできまし
た。関越道では埼玉に入ったあたりで雨が降り始め
ましたが、その後は雨も上がり、
「吹割の滝・鱒飛の
滝観光」のころは薄日がさす状態でしたが、他の地
域と同じように紅葉が遅れておりまだ１週間～１０
日後のようでした。紅葉で有名な「吉祥寺」も一部
が少し色づいた程度で、ホトトギスが満開でした。
「原田農園りんご狩」では、食べ放題とのことでし
たが、
「陽光」2 個食べるのが精一杯でした。お土産
の
「水沢うどん」
を手に１９時３０分帰着しました。

秋葉小学校地域防災訓練が
秋葉小学校地域防災訓練が実施されました
実施されました
１０月３０日（土）戸塚消防署・秋葉中学校長・秋
葉小学校長にご列席いただき、小学校体育館に秋葉
小学校が地域防災拠点の地域の方、総勢 299 名が参
加しました。
生憎の天気でしたので、
「ご飯の炊き出
し」は出来ませんでしたが、家庭防災員のご指導に
より、2 班に分けて「三角巾の使い方」と「担架の
作り方・使用方法」を各々３０分実践していただき
ました。

りんどう会
りんどう会ゴルフコンペ結果
ゴルフコンペ結果
前田町ゴルフ愛好会『りんどう会』では第 11 回コン
ペを 10 月 26 日（火）函南ゴルフ倶楽部開催いたし
ました。幸い天候に恵まれ参加者（15 名）一同一日
を楽しく過ごしました。
今回の成績は次の通りです。
（敬称略）
優 勝 内嶋脩雅（GROSS 81 HDCP 9.6 NTE 71.4）

準優勝 高橋主税（ 〃 89 〃 16.8 〃 72.2）
三 位 金沢和生（ 〃 104 〃 30.0 〃 74.0）
次回は来年の4月19日(火)の予定ですので多数の方
の参加をお待ちしております。

会務報告

会長

10 月 11 日（月）9：30～ 川上地区レク大会
10 月 22 日（金）7：30～町内会秋のバス旅行
10 月 24 日（日）10：00～川上連合町内会役員会※
10 月 24 日（日）11：00～ 〃 広報部会※
10 月 24 日（日）12：00～ 〃 レク大会反省会※
10 月 26 日（火）6：00～ りんどう会ゴルフコンペ
10 月 30 日（土）17：00～前田町町内会役員会※
11 月 3 日（水）10：00～戸塚区民まつり
11 月 7 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※
11 月 7 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

11 月 13（土）～14 日(日) 9：00～前田町芸術祭 ※
11 月 20 日（土）9：45～ 町内参加ウォーキング
大会（赤関橋～舞岡公園）
11 月 21 日（日）11：00～やきいも大会（日枝神社）
11 月 27 日（土）13：00～ 川上連合町内会役員会
（秋葉町町内会館）
11 月 28 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 ※
12 月 5 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※
12 月 5 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（１０月受理分
１０月受理分）
月受理分）

総務部・
総務部・広報部

<転入>
転入>

<転出>
転出>
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