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前田町町内会バス
前田町町内会バス旅行参加者募集
バス旅行参加者募集
本年度の町内旅行を企画いたしましたので、奮って
ご参加ください。
実施日：平成２３年１１月１７日（木）
集合時間・場所：８時２０分・前田ハイツ前（バス
停留所付近）
行先行程：築地場外市場（見学・買い物）～浅草（散
策・昼食）～吾妻橋から水上バス～浜離宮
（散策）～首都高～横浜新道～前田ハイツ
前 １７時３０分頃到着予定
参加費用：一人 ３,５００円 （相和会登録者は
１,０００円援助されます）
参加希望者は、申込書を提出か、電話またはＦＡＸ
にて下記の所まで連絡ください。
参加費用につきましては、１０月２８日（金）まで
に、
所属の組長さんに届けていただくか、
副会長 多
田の所に届けてください。
４５名乗りバスですので、
満員になり次第締め切らせていただきますのでご了
承お願いします。詳細は「回覧」をご覧ください。
担当：副会長多田耕治

季節のお
季節のお料理教室
のお料理教室のご
料理教室のご案内
のご案内
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婦人部

年末年始のご家庭に人が集まる機会が多い季節に向
けて、町内の堀井さん、高沢さんに一部 実演もまじ
えながらお料理を教えて頂く集いを開催いたします。
内容： 煮物 田作り サラダ風大皿料理 おつまみ
だしのとり方 おいしいお茶のいれ方等
日時：11 月 10 日(木)午前 10 時～12 時 30 分
9 時 50 分までにお集まり下さい
場所：前田町町内会館
募集人員：約 30 名 参加費：300 円
持ち物：中皿 1 枚 箸 1 膳
是非ご参加下さい。詳細は後日回覧する資料をご覧
下さい。 婦人部 石橋 柳葉

町内防災は
町内防災はＭ３ーＲＤ活動
ＲＤ活動から
活動から！
から！
地震は何の前ぶれもなく突然襲ってきます。
「イザと言う時」の備えは出来ていますか？
自分の命、大切な家族の命に拘わる問題ですよ。
皆で防災説明会に参加しましょう！
10 月 15 日（土）午前 10 時～ A・B・C 組対象
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10 月 16 日（日）午前１０時～D・E・F・G 組対象
各組対象日時を一応決めていますが、ご都合の付く
日にご参加下さい。場所は前田町町内会館です。
前田町防災委員会

健康づくり
健康づくりウォーキング
づくりウォーキングのお
ウォーキングのお知
のお知らせ保健部
11 月 5 日（土）健康づくりウォーキングを企画しま
した。コースは名瀬、緑園都市方面です。回覧をご
覧になって、皆さまお誘い合わせのうえ多数ご参加
下さい。お待ちしております。
（お問合せは、保健部 役重まで）

川上連合町内会の
川上連合町内会のレク大会
レク大会
１０月１０日に恒例の川上連合
町内会のレク大会が開催されま
す。
皆さん奮ってご参加下さい。
昨年は前田町が優勝！今年も連
勝を目指し、トレーニングをお
願いします。大人のリレーメン
バーを募集しています。青体指
部までお問い合わせ下さい。

東戸塚地区センター
東戸塚地区センターまつり
センターまつり・
まつり・
区民まつりのお
区民まつりのお知
まつりのお知らせ
１０月２２日(土)・２３日(日)の２日間、東戸塚地
区センターまつりが開催されます。
多くの催し物やアトラクションがありますが、連合
町内会からは模擬店(２２日のみ)も出店予定です。
また川上地区からも青少年指導員と体育指導委員が
協力して恒例の「スーパーボールすくい・水ヨーヨ
ー釣り」を行ないます。
また、来月１１月３日(祝)「文化の日」には東戸塚
小学校で「区民まつり」も開催されます。
いずれの「お祭り」にも、ぜひ、お友達やご家族で
遊びにいらして下さい。
青体指部 山ノ内

平成２３
平成２３年度
２３年度 前田町町内会
「敬老会」
敬老会」開催
９月１８日（日）福利厚生部・福祉部・Ｃブロック
組長・町内会役員等スタッフが集合し、
料理の準備、

会館の清掃、飾り付
け等の設営を済ませ
ました。
９月１９日（月）１
２時～１４時、残暑
厳しい日でしたが、
女性３５名・
男性２５名の
総勢６０名が
ご参加くださ
いまして、に
ぎやかに「敬
老会」を、お
祝いしました。

今後の
今後の予定

田中会長の挨拶に始まり、
「乾杯」のあと、相和会会
長村山様のスピーチをいただき、歓談、お食事をし
ながら「子供会からプレゼント」が一人一人に配ら
れ「くす玉割り」
・袋小路たけ麻呂さんの「尺八漫談」
で笑い、楽しみ、
「ビンゴゲーム」はスタッフも参加
して盛り上がり、ビンゴ成功者に賞品が授与され、
成功しない方にも参加賞が配られました。最後に全
員で「赤とんぼ」を合唱し、内島實さん石井小波さ
んの「麦畑」で締めくくり、閉会し散会となりまし
た。
(副会長多田耕治）

会務報告

9 月 25 日（日）10：00～秋葉中学校オータム
コンサート（秋葉中学校）
9 月 25 日（日）17：00～前田町町内会役員会※
10 月 2 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※
10 月 2 日（日）14：00～前田町町内会組長会※
※＝前田町町内会館）

会長

9 月 6 日（火）15：30～東戸塚地区センターまつり
実行委員会
（東戸塚地区センター２階会議室）
9 月 10 日（土）10：00～ 川上地区懇談会（秋葉町）
9 月 17 日（土）13：00～ わくわくサポート隊
役員会 （秋葉町町内会館）
9 月 19 日（月）12：00～ 前田町敬老会※
9 月 20 日（火）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会
（戸塚区役所４階会議室）
9 月 24 日（土）10：00～ 川上地区連合町内会
役員会 （秋葉町町内会館）

会長

10 月４日（火）6：30～ りんどう会（前田町ゴル
フ愛好会）コンペ（大熱海国際ゴルフ倶楽部）
10 月 10 日（月）9：30～ 川上地区
レクリェ－ション大会（川上小学校校庭）
10 月 13 日（木）13：00～ 川上小学校区
防災拠点校役員会（川上小学校）
10 月 15 日（土）9：00～スポーツごみ拾い
東戸塚大会 （東戸塚駅前）
10 月 15・16 日（土日）10：00～ 前田町町内会
防災会議 ※
10 月 18 日（火）14：00～戸塚区連合町内会連絡会
（戸塚区役所）
10 月 22・23 日（土・日）10：00～ 地区センター
まつり（東戸塚地区センター）
10 月 29 日（土）10：00～川上地区連合町内会
役員会※
10 月 29 日（土）11：30～川上地区連合町内会
広報部会※
10 月 30 日（日）17：00～前田町町内会役員会※
11 月３日（木）10：00～ 第３５回戸塚ふれあい
区民まつり （東戸塚小学校）
11 月６日（日）10：00～川上小学校区防災訓練
（川上小学校）
11 月６日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※
11 月６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（８月受理分）
月受理分）

総務部・
総務部・広報部
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