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年末年始の
年末年始の資源回収
資源回収（
回収（古紙類）
古紙類）について
古紙類 年末最終回収:12
年末最終回収:12 月 29 日(木)
年始開始回収:
年始開始回収: 1 月 5 日(木)
道路事情等により回収が遅れるかもしれませんが、
必ず回収されますのでご承知おきください。
（参考）燃
燃やすゴミ
やすゴミにつきましても
ゴミにつきましても、
につきましても、
燃やすゴミ
やすゴミ 年末最終回収:12
年末最終回収:12 月 29 日(木)
年始開始回収
年始開始回収:
始回収: 1 月 5 日(木)
通常木曜日は燃やすゴミの回収はありませんが、曜
日配列の関係で、木曜日の回収が追加になります。

児童文化作品展を
児童文化作品展を行います！
います！
「花炭」
作りに挑戦して、
「火起し」
も体験して、
「五
平もち」を焼いて味覚体験もしよう！
・日時：１２月１０日(土) １０時～１２時
・場所：川上小学校(参加費は無料) ※はまっこ「だ
がしや学校」と同時開催・対象：幼稚園児～小学生
・持ち物：①花炭にしたい素材(木の実や小枝、折り
紙も OK)
②ふた付きの缶(20×20×20cm ぐらいを目安に)
※火を使ったイベントです。万全の注意は払います
が、軽い火傷などの可能性もあるかも知れません。
「そんな危険なことはさせられない」というご家庭
はご遠慮下さい。＜青体指部 山ノ内 森崎＞

地震についての
地震についての講演会
についての講演会のお
講演会のお知
のお知らせ
男女共同参画センター横浜北の白藤氏に、大地震直
後の対策と、その後の想定される様々な問題につい
て具体的にお話ししていただきます。
日時：１月１８日(水) 午前１０時～１２時
場所：秋葉町町内会館 （連合町内会防災部 細谷）
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沢山の生き物が集まってくることでしょう。約 3 時
間の行程でしたが事故もなく緑園都市駅に到着、元
気な人は妙法寺を経由して歩いて帰りました。来年
も参加をお待ちしています。

季節のお
季節のお料理教室開催
のお料理教室開催しました
料理教室開催しました

婦人部

１１月１０日 町内の 堀井さん、高沢さんを先生に
お迎えし季節のおもてなし料理など教えて頂きまし
た。参加者は 22 名でした。
実演もまじえその後も和やかに試食会を行い大変好
評でした。
先生のお二方には当日実演時間の都合上、
事前に何品もお料理を作って来て頂くなど大変お世
話になりました。来年はより多くの若い方にもご参
加頂ければと思います。
（婦人部 石橋）

第３回前田町芸術祭開催さる
回前田町芸術祭開催さる！！
さる！！
去る１１月１２
日・１３日の二
日間、芸術祭が
町内会館にて開
催されました。
今年も３０名の
匠の方々の素晴
しい作品が出展
され、訪れた
１１０名の方々は思わず立ち止まり見惚れておられ、
作品に込められた出展者の気持ちが見る人に伝わっ
たのではないかと思います。これからも、この芸術
祭を皆様の手で盛り上げて頂く事を願って止みませ
ん。終わりに、お手伝いを頂いた方々への感謝と、
会場の設営と撤去に一方ならぬご協力頂いた写真同
好会の皆様に厚く御礼申し上げ報告とします。
（副会長 上田）

町内会旅行実施（
町内会旅行実施（都内散策）
都内散策）しました
川上地区ウォーキング
川上地区ウォーキング大会
ウォーキング大会

保健部

１１月５日、
健康づくりウォーキング大会が 36 名の
参加で開催されました。
午前 10 時前田町公園を出発
し、阿久和川の土手で
は満開の桜の花にビッ
クリ、昼食時の「集い
のまほろば」では昔ト
ンボを発見したり、も
っと川を綺麗にすると

１１月１７日（木）好天気に恵まれ、天台観光（株）
バスにて旅行を実施しました。
女性２９名・男性１８名の４７名で、８時３０分に
前田ハイツ前を出発し、
築地場外市場で散策買物し、
浅草で昼食と自由時間をとり、水上バスで浜離宮へ
移動し散策してきました。無事に１６時５５分、前
田ハイツ前に帰着しました。
（副会長 多田耕治）

秋葉小学校区防災訓練実施
地域防災拠点校である秋葉小学校区の防災訓練が、
１１月２０日（日）好天気で暑くなりましたが、８
時に運営委員が集合し準備開始、９時１５分に３４
８名の各地域の方々が集合し、
「消火器の体験」
「三
角巾の使い方」
「担架の使い方・簡易担架の作り方」
を消防隊・家庭防災員から教えていただき、１１時
３０分終了しました。
（副会長 多田耕治）

焼き芋大会大盛況でした
芋大会大盛況でした

置きする作業をしまし
た。しばり終わった束
の全量はなんと５０～
６０ほどにもなり、か
なり大きな山が三つ公
園の入り口に出来てし
まいましたので、資源
循環局で回収してもらえるように、公園愛護会会長
のＮさんに依頼しました。そして数日後にはきれい
に片付けられているのが確認できました。

会務報告

会長

子供会
11 月 7 日（月）14：00～戸塚区暴力団排除

今年も「焼き芋
大会」が１１月
２０日（日）に
日枝神社の境内
で開催されまし
た。前日の激し
い風雨で開催が
心配されました
が、
当日は天気にも恵まれ沢山の子供達が集まり
「焼
き芋」を美味しそうにほおばっていました。
相和会・防災部（消防団）
・交通部の皆様の暖かいご
協力により、
楽しい時間を過ごすことが出来ました。
ありがとうございました。 （子供会）

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

町内防災は
町内防災はＭ３－ＲＤ活動
－ＲＤ活動から
活動から！
から！
「イザと言う時」ご近所の安否を確認する為の集ま
る場所を、一応組長さんを中心にご近所で話し合っ
て決めて下さい。何も難しく考える必要はありませ
ん。集まる場所選びです。その場所の設定が町内防
災体制の確立となります。話し合いが必要と思われ
る組は事務局に気楽に相談下さい。
防災事務局上田

今後の
今後の予定

会長

12 月 18 日（日）16：00～ 前田町町内会役員会※
12 月 22 日（木）12：30～ 川上連合町内会役員
研修会（海洋研究開発機構・磯子火力発電所見学）
1 月 5 日（木）10：00～ 戸塚区賀詞交歓会
（戸塚小学校・体育館）
1 月 8 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会 ※
1 月 8 日（日）14：00～ 前田町町内会組長会 ※
※＝前田町町内会館

さっぱりした前田町第三公園
さっぱりした前田町第三公園

わくわくサポート
わくわくサポート隊
サポート隊

前田町第三公園は、近
隣の方々で定期的に清
掃をしていただいてい
るお陰で、いつもきれ
いな公園になっており
ます。しかし、通常は
高い木の手入れまでは
行き届かないのが実情です。そこで近所の植木職人
の経験のあるＡさんにお願いして、延び過ぎてしま
った樹木の枝をバサバサと落としてもらいました。
我々わくわくサポート隊のメンバー６名は、落とさ
れた枝を 50～60ｃｍに切断してひもでしばり、積み

会員の
会員の異動（
異動（10 月受理分）
月受理分）

総務部・
総務部・広報部
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