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前田町向山公園での
前田町向山公園での刈払機講習会
での刈払機講習会
保健部

川上地区保健活動推進委員会では、健康づくりイベ
ントとして『ウォーキング大会』を舞岡ふるさとの
森（市民の森）で開催します。
皆さまお誘い合わせの上、ぜひご参加ください。
日時 １２月
１２月８日(土） 午前９時１５分集合
集合場所 ハム工房まいおか・舞岡や前（地下鉄
舞岡駅前） 参加費：無料
昼食：午前中の行動のため、不要。参加者にはお茶
を配布します。
締め切り １１月２８日（水）
申し込み 下記保健委員または回覧の申し込み欄に
ご記入ください。
役重

前田町内会敬老会中止のお
前田町内会敬老会中止のお知
のお知らせ
この１２月に延期をして開催を予定しておりました
前田町町内会敬老会ですが、町内会館の使用再開の
時期が確定しないために、まことに残念ですが、今
年は開催を見送ることにしました。敬老会参加の対
象者にあたります方々には、例年通り記念品はお配
りすることにいたします。
来年度は新しくなった町内会館で一層内容を充実し
て開催する予定です。なにとぞ、ご理解のほどよろ
しくお願いいたします。
（田中 副会長）

町内会役員の
町内会役員の改選について
改選について 会長
前田町町内会では平成 25 年度（来年度）が役員改選
の年度となります、そこで細則第一号第二条の決ま
りにより役員選出委員会を招集し第一回の委員会を
開催しなければなりません。委員会は現在の相談
役・顧問・各部の部長で構成致します。
そこで 11 月 11 日（日）の役員部長会で推薦委員会
の委員を決めたいと思いますのでご協力をお願い致
します。また、立候補される方は平成 25 年 1 月 31
日までに役員選出委員会の委員長宛に文章にて応募
願います。
また選出委員会の委員長は 11 月 11 日に決定いたし
ますので連絡先は会報『まえだ』の次号第 344 号に
記載致します

前田町向山公園の公
園愛護会は、今年度
から敬老会メンバー
が中心となって活動
が継続されています。
１０名あまりのメン
バーには、
刈払機
（カ
ルマー）の経験者がいなかったことから、9 月 18 日
に環境創造局公園緑地管理課の支援班による講習会
を行いました。実際の操作は男性が中心に行いまし
たが、
「やってみると楽しい」
「刃に物があたっても
飛ばない」などのほか、後片付けが大変などの声も
でていました。

冬の節電チャレンジシート
節電チャレンジシートの
チャレンジシートの配布と
配布と
記入のお
のお願
記入
のお
願い
夏の節電チャレンジシートの提出ありがとうござ
いました。特に回収にご協力いただきました組長さ
んには厚く御礼申し上げます。おかげさまで 150 世
帯からのチャレンジシートが集まりました。現在集
計中ですが結果がわかり次第お知らせいたします。
さて、夏の節電チャレンジが終わったばかりなの
に、大変心ぐるしいのですが、11 月から 3 か月間始
まる「冬の節電チャレンジシート」を全世帯に配布
いたします。目の前に見えるものがないと、ついつ
い気がゆるみ無駄なエネルギーを使ってしまいます。
配布いたします「冬のチャレンジシート」を見える
ところに置いて、毎日の節電、省エネにチャレンジ
しましょう。電気使用料金も値上げして、生活を守
るためにも、
「節電」が必要ですし、異常気象がもた
らす災害を少なくするためにもＣＯ2 を減らす「省
エネ」が必須です。
「節電チャレンジシート」には 11 月、12 月、1 月度
の東電からの検針票から前年度と今年度の使用電力
量を記入してください。記入しながら前年度との比
較をしてみてください。なお、回収は来年２月度の
組長会で行います。また、お問合せ、ご相談は、遠
慮なく「川上地域エコ活動委員会事務局・高嶋 威
男へお願いします。
（川上地域エコ活動委員会事務局）

さわやかスポーツ
さわやかスポーツのお
スポーツのお知
のお知らせ
インディアカ、ペタンク、ソフトバレーボールをし
てみませんか。初めての方も大歓迎です。ご家族で
ご参加下さい。
＜日時＞１１
１１月
１１月２４日
２４日(土)１８時～１９時３０分
インディアカ、ペタンク、 １９時３０分～２１時
ソフトバレーボール(中学生以上)
＜場所＞ 川上小学校体育館
＜持ち物＞ 体育館履き・上履き(靴底が体育館を汚
さないきれいな運動靴)
川上地区 スポーツ推進委員

ペタンク大会
ペタンク大会&
大会&紙ヒコーキ記録会
ヒコーキ記録会(
記録会(＋豚汁)
豚汁)
【ペタンク大会】ペタンクはボールを転がし、出来
るだけ標的球の近くに寄せる、シンプルかつテクニ
ックが必要な競技で、年齢・性別に関係なく楽しめ
るスポーツです。
＜日時＞ １２月
１２月１日(土) １０時～１２時
＜場所＞ 川上小学校体育館
＜持ち物＞ 体育館履き・上履き(靴底が体育館を汚
さないきれいな運動靴)※午前中のペタンク大会だ
けの参加でも OK です。
【昼食タイム】豚汁を用意します(^^) 必要に応じ
て、おにぎりやお弁当をご持参下さい。※豚汁だけ
食べに来る方はご遠慮下さい。
【紙ヒコーキ記録会】紙ヒコーキを作り、滞空時間
や飛距離を競います。
ちょっとした作り方の違いが、
飛び方に影響します。大人も子供も思わず真剣にな
る自分だけのヒコーキ作りに挑戦して下さい。
＜日時＞ １２月
１２月１日(土) １２時３０分～１４
時３０分 ＜場所＞ 川上小学校体育館
＜持ち物＞ はさみ、のり、セロテープ、体育館履
き・上履き(靴底が体育館を汚さないきれいな運動
靴)※午後(豚汁を食べてから)の紙ヒコーキ記録会
だけの参加も OK です。
川上地区 青少年指導員、スポーツ推進委員

会務報告

10 月 27 日（土）～28 日（日） 8：30～ 東戸塚
地区センターまつり（東戸塚地区センター）
10 月 28 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会
（前田ハイツ集会所）
10 月 31 日（水） 13：30～ 川上小学校はまっ子の
キツズ化検討委員会（戸塚区役所）
11 月 3 日（土）10：00～ 戸塚ふれあい区民
まつり（東戸塚小学校）
11 月 9 日（金） 8：00～ 相和会日帰り旅行
（巣鴨・とげぬき地蔵ほか）
11 月 11 日（日） 8：00～ 川上小学校区防災訓練
（川上小学校校庭）
11 月 11 日（日）14：00～ 前田町町内会
役員部長会（グランドメゾン東戸塚会議室）
11 月 11 日（日）15：00～ 前田町町内会組長会
（グランドメゾン東戸塚会議室）

今後の
今後の予定

会長

11 月 15 日（木）16：00～ 川上小学校支援
ボランティア委員会（川上小学校）
11 月 17 日（土）12：00～ 品濃小学校創立 30 周年
記念式典（東戸塚・第一生命）
11 月 18 日（日）秋葉小学校区地域防災訓練
秋葉小・中学校校庭（雨天の場合は体育館）
11 月 19 日（月）14：00～ 戸塚区連合町内会
連絡会（戸塚区役所 4 階会議室）
11 月 24 日（土）14：00～ 川上連合町内会役員会
（秋葉町町内会館）
11 月 25 日（日）10：00～ わくわくサポート隊
役員会（秋葉町町内会館）
11 月 25 日（日） 17：00～ 前田町町内会役員会
（前田ハイツ集会所）
11 月 26・27 日（月・火）7：00～ 戸塚区
連合町内会連絡会東北支援視察（福島県）
12 月 2 日（日）14：00～ 前田町町内会役員部長会
（グランドメゾン東戸塚会議室）
12 月 2 日（日）15：00～ 前田町町内会組長会
（グランドメゾン東戸塚会議室）
※工事のため会合場所変更あり。ご注意ください。

会長

10 月 8 日（月） 9：30～ 川上地区連合町内会
レクリェーション大会（川上小学校校庭）
10 月 14 日（日） 13：00～ とつか武道フェスティ
バル（戸塚スポーツセンター）
10 月 18 日（木） 14：00～ 戸塚区連合町内会
連絡会（戸塚区役所）
10 月 27 日（土） 10：00～ 川上地区連合町内会
役員会（秋葉町町内会館）
10 月 27 日（土） 11：30～ 川上地区連合町内会
広報部会（秋葉町町内会館）

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
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転入>
<転出>
転出>
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