
前田町町内会会報 第３３５号 平成２４年３月４日（日）発行 

発行者 会長 田中 猛 

     編集 竹内(と) 

                               http://maedacho.jp/http://maedacho.jp/http://maedacho.jp/http://maedacho.jp/    

 

 

 

 

４月１日の１０時～１４時まで、秋葉台公園セレモ

ニーを開催します。新しくなった秋葉台公園のイベ

ントにパパ・ママ・おじいちゃん・おばあちゃん・

おねいちゃん・おにいちゃんと一緒に新しくなった

公園にみんなで見に行て下さい。 

① 新しくなった。ぶらんこ・すべり台・鉄棒・砂

場・子供の家・・・で遊ぼう 

② 模擬店で焼き鳥・綿あめ・おでん・カレーライ

ス・・食べよう 

③ お店でスーパーボール拾い・ヨーヨーすくい・

紙飛行機・竹トンボ・・作って遊ぼう 

④ 新しく出来たパーゴラデッキの演上の演芸を

楽しもう （和太鼓の醍醐味 懐かしのメロデ

ィギター弾き・ミニバンド・フラダンス・詩吟・

マジック）・・見よう！！ 

 

２５年ぶりに綺麗に改修された秋葉台公園は地域の

住民と公園愛護会・秋葉町内会・学校・わくわくサ

ポート隊が一体となって公園の清掃・花木等の手入

れを行って、その結果安心で安全な公園に成りつつ

あります。今後も秋葉公園運営委員会を立ち上げ地

域の住民と学校を含めた全員でこの公園の環境の維

持と向上をはかり「何時でも誰でも安心で安全な子

供と大人の居場所」になるようにして行きましょう。   

＜秋葉台公園イベント実行委員会＞    

    

    

    

    

    

東日本大震災から間もなく１年目を迎えようとし

ています。 

町内では、３月１１日建築の専門家を招いての講

演会を開催します。 

この様な機会はなかなか持てませんので、質問の

時間も取りたいと考えております。  

皆さんのご参加をお待ちしています。 

尚、当日Ｍ３－ＲＤ活動ご近所の集合場所を決め

られた組は、その場所に９時に集まり東日本大震災

犠牲者のご冥福を祈り黙祷を捧げましょう。 

２月２２日現在、Ｍ３－ＲＤ活動が決った組。 

Ａ－１、Ａ－５、Ｂ－１、Ｂ－２、Ｃ－４、 

Ｅ－３、Ｆ－５、Ｇ－１の８組です。                                         

防災委員会事務局 

 

 

    

前田町ゴルフ愛好会（りんどう会）第14回コンペ 

開催月日：平成24年4月17日（火） 

開催場所：大熱海国際ゴルフ 

    倶楽部 大仁コ－ス 

 

費  用：18,000円（予定） 

※  今回も交通期間は「丸勝」

さんのご厚意により貸切バス

と致します。その他について

は後日参加予定者に書面をもってご連絡致します。 

皆様の多数参加をお待ちしております。 

※  申込先は 内嶋脩雅  または 

       近藤真知子  まで 

尚、申込締切日は3月25日（日）とさせていただき

ます。    

    

    

    

    

「とつかハートプラン」とは、「住み慣れたまちで暮

らしていくために、見守りや手助けが必要な方を、

みんなでどう支えていくかをまとめた計画です。 

区計画の目標は 

●支えあいと助けあいのあるまち 

●みんながふれあう場のあるまち 

●安心・安全、人にやさしいまち 

●いつまでも元気で健やかに暮らせるまち 

になっています。 

２期目に入って地区別（エリア別）計画もスタート

しますが、前田町は戸塚区の１０エリアのうち、秋

葉町、川上町、品濃町などとともに「東戸塚地域ケ

アプラザエリア」となりました。 

エリア計画では、「みんなが気持ちよく、安心して暮

らせるまちを、みんなの力で」を標語に、それぞれ

の活動を進めていきます。 

内容の詳細については、町内会ＨＰをご参照くださ

い。               （広報部） 

    

    

    

    

    

    

    

会報 まえだ ３３５ 

町内町内町内町内のののの防災防災防災防災ははははＭＭＭＭ３３３３－ＲＤ（－ＲＤ（－ＲＤ（－ＲＤ（向向向向こうこうこうこう三軒両隣三軒両隣三軒両隣三軒両隣））））
からからからから！！！！ＭＭＭＭ３３３３－ＲＤ－ＲＤ－ＲＤ－ＲＤからからからから    

前田町前田町前田町前田町ゴルフゴルフゴルフゴルフ愛好会愛好会愛好会愛好会コンペコンペコンペコンペのごのごのごのご案内案内案内案内    

とつかとつかとつかとつかハートプランハートプランハートプランハートプラン    第第第第２２２２期期期期    

４４４４月月月月１１１１日日日日    秋葉台公園秋葉台公園秋葉台公園秋葉台公園セレモニーセレモニーセレモニーセレモニーごごごご案内案内案内案内    



    

    

    

これから春にかけて、引っ越

しの多い時期になりますが、

転入・転出の際には、町内会

の各組組長さんまでお知らせ

ください。みなさまのご協力

をお願いします。     

（総務部・広報部） 

    

 
 

2月9日（木）10：00～ 前田町町内会館 

増改築工事打合せ（前田町町内会館） 

2月12日（日）10：00～ 川上連合・社会福祉 

協議会理事会 （前田町町内会館） 

2月14日（火）14：00～ 健康づくり・介護予防 

活動団体交流会（県税事務所・4階） 

2月15日（水）14：00～ 戸塚区人権啓発講演会 

 （男女共同参画センタ－） 

2月16日（木）16：00～ 秋葉中学校懇話会 

 （秋葉中学校・校長室） 

2月18日（土）13：00～ ボランティア・フォーラ

ム・とつか （フレンズ戸塚） 

2月20日（月）10：00～ 戸塚区社会福祉協議会 

研修会 （フレンズ戸塚） 

2月20日（月）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会

（戸塚区役所・4階） 

2月25日（土）10：00～ 川上地区連合町内会 

役員会 （秋葉町町内会館） 

2月26日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 

 （前田町町内会館） 

2月29日（水）15：00～ 秋葉小学校キッズクラブ

理事会 （秋葉小学校） 

3月1日（木）13：30～ 東戸塚ケアプラザ 

運営委員会 （東戸塚ケアプラザ・多目的室） 

3 月 4 日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会 

（前田町町内会館） 

3月4日（日）14：00～ 前田町町内会組長会 

 （前田町町内会館） 

 

 
3月 6日（火）13：00～ 川上小学校防災拠点校 

役員会 （川上小学校） 

 

 

 

 

3月 6日（火）15：30～ 川上小学校はまっ子 

評議会総会 （川上小学校） 

3 月 6 日（火）16：30～ 川上小学校地区懇談会 

（川上小学校） 

3月 9日（金） 9：00～ 秋葉中学校卒業証書 

授与式 （秋葉中学校） 

3月 10日（土）10：00～ 秋葉小学校文化スポーツ

クラブ総会 （秋葉小学校） 

3月 11日（日）10：00～ 前田町防災講演会 

 （前田町町内会館） 

3月 12日（月）14：55～ 戸塚区自治会町内会長

感謝会 （戸塚公会堂） 

3月 14日（水）15：30～ 東戸塚地区センター 

役員会 （東戸塚地区センター） 

3月 17日（土）10：00～ わくわくサポート隊 

役員会 （前田町町内会館） 

3月 18日（日）16：00～ 前田町町内会 

会計監査 （前田町町内会館） 

3月 19日（月）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会 

（戸塚区役所） 

3月 20日（火） 9：00～ 前田町町内会 総会資料

づくり （前田町町内会館） 

3月 24日（土）12：30～ 川上地区連合町内会 

役員会 （前田町町内会館） 

3月 24日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

広報部会 （前田町町内会館） 

3月 24日（土）15：30～ 川上地区連合町内会 

会計監査 （前田町町内会館） 

3月 25日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 

 （前田町町内会館） 

4 月 1 日（日）10：00～ 秋葉台公園セレモニー 

（秋葉台公園） 

4月 8日（日）10：00～ 前田町子供会・子供神輿 

（向山公園） 

4月 10日（火）10：00～ 川上地区連合町内会総会

資料づくり （秋葉町町内会館） 

4月 15日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会 

（前田町町内会館） 

4月 15日（日）14：00～ 前田町町内会 総会 

 （前田町町内会館） 

4 月 15 日（日）15：00～ 前田町町内会 組長会 

（前田町町内会館） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。 
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