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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
先月 10 月 10 日(祝月)「体育の日」
、川上連合町内会
の「レクリエーション大会」が川上小学校のグラウ
ンドで行なわれました。開催前夜は激しい雨。校庭
にひいたラインも消えてしまいました。でも当日は
晴れ、昼には暑いくらいの晴れになりました。
今年から、東戸塚グランドメゾンも参加し、じっく
り観戦する間もなく競技に出場する川上のレク大会
に驚かれた方もいたようです。また、今年から「中
学生」を「一般」に入れましたが、
「中学生の競技が
なくなった…」と思ったのか中学生の参加が少なか
ったように感じました。
競技種目で獲得された各自治会の得点は僅差で、優
勝決定は最終種目の「大人対抗リレー」まで分かり
ませんでした。今年の優勝は「秋葉町」
、
「前田町」
の二連覇はなりませんでした。
優勝杯とともに、
「川
上連合旗」が授与されました。皆さん、ご苦労様で
した。
（青少年指導員 山ノ内）

映画上映会＆
映画上映会＆環境落語会のお
環境落語会のお知
のお知らせ
空から撮影した新感覚映像で贈る圧倒的な映像美！
環境映画「ＨＯＭＥ～空から見た地球」の上映と圧
倒的な（？）笑いを巻き起こしながら、環境問題に
ついて楽しく考える、那久寿亭 良蔵の「環境落語」
の会を開催します。
（チラシ全世帯に配布します）
日 時：１２月１１日（日）１３時～１５時
場 所：グランドメゾン東戸塚 集会所
定 員：１００名（先着）
参加費：無料
申込み：ＦＡＸで川上地区エコ活動委員会事務局
道野宛
締 切：１１月２０日（日）
川上地域エコ活動委員会事務局 高嶋 威男
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焼きいも大会
きいも大会のお
大会のお知
のお知らせ

子供会

11 月 20 日(日)11 時から日枝神社にて焼きいも大会
を行います。持ち物 軍手、水筒(雨天の場合は 11
月 26 日に延期)

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！
防災委員会

町内防災体制についての説明会が、８月２７日・２
８日、１０月１５日・１６日に開催され２００名の
方々が参加されました。
地震はある日突然襲ってきます。一度大地が揺れま
すと人命を伴う大変な被害が発生します。イザと言
う時の備えは皆さんのご家庭怠りはありませんか？
念の為もう一度ご確認下さい。ご自分とご家族の大
切な命の問題です。
その上で、ご近所がお互いに支え・助け合う体制が
出来ればこんな安心な事はありません。町内の防災
体制はそれを目指します。
具体的には、各組単位イザと言う時の集合場所を組
の近くに決めて置き、震度５以上の地震が発生した
時そこに集まり、
ご近所お互いの安否を確認します。
イザと言う時集まる場所さえ決めて置けば、それだ
けで多くの方々に安心感が生まれます。
安心安全な町づくりは待っていても誰も作ってはく
れません。
町内力を合わせ作り上げようではありませんか。
追伸 今後防災に関するニコラムを記載する予定で
います。

相和会
相和会グランドゴルフ予定
グランドゴルフ予定
前田町相和会グランドゴルフの実行スケジュールに
ついて下記のとおり決定いたしましたのでお知らせ
いたします。
第一回（兼・デモ）実施日
１１月１２日（土）１０時～ 向山公園
（当月の１１日（金）は相和会の神社清掃奉仕と午
後の定例会が重なりますので、特例として翌１２日
といたしました） 第二回目は第四週の１１月２５
日（金）となります。尚、当日は初回の為ゲームの
方法、ルール等について簡単に説明いたします。
相和会 会長 村山 幸一

10 月 23 日（日）9：00～スポーツごみ拾い東戸塚大会

下水道工事現場見学会実施

（東戸塚駅前）

１０月１日（土）１０時４０分～ 小学生２名を含
む２６名が川上町長作公園に集合し、
「栄処理区川
上第二雨水幹線下水道整備工事」の下流側 延長８
７８ｍ・内径２.６ｍの下水道管の中を見学しました。
公園内の発進作業基地から深さ２６ｍの階段を下り
て、川上川の出口まで歩き、戻りました。２度と出
来ない体験に参加した皆さんは喜んでおられました。
（副会長 多田）

節電モデル
節電モデル事業
モデル事業「
事業「節電チャレンジシート
節電チャレンジシート」
チャレンジシート」
の回収結果
3・11 東日本大震災による電力不足をカバーする政
策が実施され、企業や自治体などの
努力の結果ピーク時目標 15％カットを大幅に達成
することになりましたが、家庭部門では 6％という
結果でした。川上地区連合町内会で７月、８月９月
の３ケ月取組んだ「節電モデル事業」の「節電チャ
レンジシート」の回収が終わり、前田町町内会は１
３６世帯が提出していただきました。提出していた
だいた皆様ご協力ありがとうございました。
１３６世帯の節電結果は７月 9.1％減、
８月 14.44％
減、９月 14.67％減でした。引き続き冬の節電もお
願いします。
川上地域エコ活動委員会事務局 高嶋 威男

りんどう会
りんどう会ゴルフコンペの
ゴルフコンペの結果報告
前田町ゴルフ愛好会
『りんどう会』
では10月4日
（火）
大熱海国際ゴルフ倶楽部で開催いたしました。幸い
天候に恵まれ参加者（16 名）楽しい一日を過ごしま
した。次回は平成 24 年 4 月 17 日を予定して居りま
すので皆様の参加をお待ちしております。
今回の結果は次の通りです。
（敬称略）
優 勝 上田 肇（GROSS 91 HDCP19.2 NET 71.8 ）
準優勝 近藤克己（ 〃 87 14.4 〃 72.6 ）
三 位 高橋主税（〃 86 〃 12.0 〃 74.0 ）

会務報告

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

今後の
今後の予定

会長

11 月 7 日（月）14：00～戸塚区暴力団排除
対策協議会（戸塚警察署）
11 月 12・13 日（土・日）9：00～前田町町内会
芸術祭※
11 月 17 日（木）8：30～前田町町内会バス旅行
（都内めぐり）
11 月 18 日（金）14：00～戸塚区連合町内会連絡会
（戸塚区役所）
11 月 19 日（土）13：00～わくわくサポート隊
全体会議※
11 月 20 日（日）10：00～子供会『焼き芋大会』
（日枝神社）
11 月 26 日（土）11：30～川上小学校創立 120 周年
記念式典（川上小学校）
11 月 26 日（土 15：00～川上連合町内会役員会※
11 月 27 日（日）17：00～前田町町内会役員会※
12 月 4 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※
12 月 4 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（9 月受理分）
月受理分）

総務部・
総務部・広報部

<転入>
転入>

会長

10 月４日（火）6：30～ りんどう会ゴルフコンペ
10 月 10 日（月）9：30～ 川上地区レクリェ－ション大会

<転出>
転出>

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・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（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）
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