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講演会＆
講演会＆映画会のお
映画会のお知
のお知らせ
１２月にも会報でお知らせしましたが、講演会＆映
画会を開催いたします。
多数の参加をおまちします。
日時：１
１月２０日
２０日（日）１４時
１４時～１６時
１６時
（受付１３時４５分より）
会場：グランドメゾン東戸塚集会室
内容：第一部、講演 －家庭の省エネ達人による‐
「地球温暖化と家庭の省エネ・節電」
、
「ＬＥＤ電球
の選び方と、節電の見える化ＨＥＭＳについて」
第二部、映画‐アメリカの話題作‐「キング・コー
ン」他なお、参加者全員に「省エネタップ」を差し
上げます。
（川上地域エコ活動委員会事務局）

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

12 月 8 日、健康づくりイベントの「ウォーキング大
会」が舞岡ふるさとの森(市民の森）で開催されまし
た。
初冬の穏やかな日差しの中、里山風景が残る市民の
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森を一周するコ
ースを歩きまし
た。
小谷戸の里では、
古民家の縁側で
日向ぼっこした
り、竹とんぼや
独楽回しに興じ
たり、舞岡川の

年頭のごあいさつ
年頭のごあいさつ 会長
町内の皆様 明けましておめでとうございます。新
年にあたり一言お祝いの言葉を述べさせていただき
ます。
昨年は気候の変動が激しく皆様も健康管理にはご苦
労されたと思います。世界の気候も北極からの寒気
団の気流の流れの蛇行に伴い 12 月はかなり寒いよ
うでした。また、世界経済も回復せず、日本の輸出
も伸び悩み大変な一年でありました。しかし暗い話
ばかりでもありません、中山教授のノーベル医学賞
受賞など明るい話もありました。
また、前田町町内会では念願であった町内会館の増
改築を無事に完成することが出来ました。
新年にあたり、町内会の目標として変わり映えしま
せんが今年も「お年寄りと子供にやさしい町作り」
と致します。役員一同更なる努力をし、頑張るつも
りです。皆様のご協力をお願い致します。
最後に今年一年が最良の年でありますように、また
皆様のご健康と前田町町内会の益々の発展を願い新
年のご挨拶とさせていただきます。
町内会会長 田中 猛

１月

源流も見学しました。
また、冬木立の
林の散策路から
富士山を眺望す
ることができま
した。
来年度も保健部
の諸活動に多く
の方のご参加を
お願いします。

平成 24 年度秋の
年度秋の叙勲
平成 24 年度秋の第 19 回危険業務従事者叙勲の瑞宝
双光章を鈴木重雄さん（A－5）が受章されました。
おめでとうございます。

町内防災は
町内防災は M3M3-RD 活動から
活動から
アンケートの最終結果、３７５/１２７５ 回収率
２９．４１%でした。集計出来次第報告します。
地震と火事は付物です。各家庭に消火器を備えまし
ょう。
火事は燃え広がらない内の初期消火が決め手です。
消火器がなければ消す事さえ出来ません。
大切な財産が灰燼に帰してしまいます。
「備えあれば憂いなし」 ３月頃町内で販売の予定
です。

廃食油回収再開のお
廃食油回収再開のお知
のお知らせ
前田町町内会館の増築工事のためしばらく
「廃食油」
の回収を休んでおりましたが、工事が終了しました
ので、回収を再開します。
開始日は１月７日
（月）
で、
回収容器は町内会館前に設
置いたします。以前同様ご
協力をお願いします。
（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「
スポーツ「ペタンク・
ペタンク・ソフトバレー
のお知
の集い」のお
知らせ
ペタンクは年齢に関係なく楽しめるスポーツで、ル
ールも簡単です。ところが奥が深く、心も身体も熱
くなれる競技です。
皆様の参加をお待ちしています。
＜日時＞ １月２６日
２６日(土) １８時
１８時～２１時
２１時
・午後１８時～１９時３０分
ペタンク(どなたでも OK！)
・午後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

節電チャレンジシート
節電チャレンジシート提出
チャレンジシート提出お
提出お願いします
冬の節電チャレンジシートの提出をお願いします。
昨年１１月全世帯に配布しました「冬の節電チャレ
ンジシート」の提出は２月の組長会議（２月３日）
となっております。会員の皆様はそれぞれの組長さ
んに１月末までに届けてください。なお、今回は
１１月、１２月、１月の３ケ月間の前年と今年の電
力使用料を記入して提出ください。なお、検針票を
失くした方は、直接、東京電力にお問い合わせくだ
さい。親切に教えてくれます。またチャレンジシー
トを失くした方は予備がありますのでお申し付けく
ださい。
（お問い合わせは髙嶋まで）

会務報告

会長

12 月 7 日（金）10：30～ とつか区民活動支援協会
理事会（県税事務所 3F）
12 月 7 日（金）14：00～ 戸塚区社協正会員合同
部会（フレンズ戸塚 3F）
12 月 8 日（土） 9：15～ 川上地区保健活動推進
委員会主催ウオーキング大会（地下鉄舞岡駅前）
12 月 16 日（日） 17：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
12 月 20 日（木） 7：30～ 川上地区連合町内会
研修会（埼玉県戸田市役所他）
1 月 5 日（土） 12：30～ 戸塚区賀詞交換会
（戸塚小学校・体育館）
1 月 6 日（日） 12：30～ 前田町町内会役員
部長会（前田町町内会館）
1 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

1 月 16 日（水）14：30～ 戸塚警察署武道始式
（戸塚警察署）
1 月 18 日（金）14：00～ 戸塚区連合町内会
連絡会（戸塚区役所・4 階）
1 月 20 日（日）14：00～ 消エネト節電の講演会・
映画会（東戸塚グランドメゾン）
1 月 26 日（土）13：00～ 川上地区連合町内会
広報部会（秋葉町町内会館）
1 月 26 日（土）14：00～ 川上地区連合町内会
役員会（秋葉町町内会館）
1 月 27 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会
（前田町町内会館）
2 月 3 日（日）12：30～ 前田町町内会役員
部長会（前田町町内会館）
2 月 3 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（１２月受理分）
月受理分）

総務部・
総務部・広報部
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