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アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶のののの回収回収回収回収についてについてについてについて                

““““アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶をををを有効活用有効活用有効活用有効活用しましょうしましょうしましょうしましょう””””    

 

従来アルミ缶を含めビン・缶・ペットボトルなどは 

毎週金曜日に出しておりましたが、資源を有効に使

うためアルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶だけをだけをだけをだけを別別別別にににに出出出出してしてしてして頂くことと致し

ました。 

4444月月月月 4444日日日日（（（（木木木木））））からからからからアルミ缶だけを「資源回収日」

の木曜日木曜日木曜日木曜日に古新聞・段ボールなどとお出しください。 

ビニールの袋に入れて出して頂ければ幸いです。 

 

役員推薦委員会役員推薦委員会役員推薦委員会役員推薦委員会    告示告示告示告示 

 

告示 

 

平成25年度は町内会の役員の改選時期になります。 

そこで役員推薦委員会として下記の方を推薦いたし

ます。 

           記 

会会会会    長長長長        田中田中田中田中    猛猛猛猛        （（（（再再再再    任任任任）＜Ａ－）＜Ａ－）＜Ａ－）＜Ａ－5555＞＞＞＞    

副会長副会長副会長副会長        上田上田上田上田    肇肇肇肇        （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－1111＞＞＞＞    

    〃〃〃〃            内島内島内島内島    實實實實        （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－8888＞＞＞＞    

    〃〃〃〃            多田多田多田多田    耕治耕治耕治耕治    （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ｄ－）＜Ｄ－）＜Ｄ－）＜Ｄ－1111＞＞＞＞    

    〃〃〃〃            田中田中田中田中    靖子靖子靖子靖子    （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－8888＞＞＞＞    

    〃〃〃〃            金沢金沢金沢金沢    和生和生和生和生    （（（（新新新新    任任任任）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－）＜Ｂ－8888＞＞＞＞    

    〃〃〃〃            塚田塚田塚田塚田    圭子圭子圭子圭子    （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ｅ－）＜Ｅ－）＜Ｅ－）＜Ｅ－3333＞＞＞＞    

会会会会    計計計計        多田多田多田多田    富郎富郎富郎富郎    （（（（再再再再    任任任任）＜Ｃ－）＜Ｃ－）＜Ｃ－）＜Ｃ－4444＞＞＞＞    

〃〃〃〃            畠中畠中畠中畠中    孝子孝子孝子孝子    （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ａ－）＜Ａ－）＜Ａ－）＜Ａ－5555＞＞＞＞    

監監監監    査査査査        石井石井石井石井    富子富子富子富子    （（（（    〃〃〃〃    ）＜Ａ－）＜Ａ－）＜Ａ－）＜Ａ－2222＞＞＞＞    

〃〃〃〃            縄縄縄縄    十九司十九司十九司十九司        （（（（新新新新    任任任任）＜Ｇ－）＜Ｇ－）＜Ｇ－）＜Ｇ－4444＞＞＞＞        

（注）副会長は一名が欠員補充・一名が増員です。 

                  敬称略 

 尚、ご意見のある方は役員推薦委員会委員長まで 

   ご連絡ください。 

連絡先：委員長 内嶋脩雅まで 

 

ヨコハマヨコハマヨコハマヨコハマ３３３３ＲＲＲＲ夢夢夢夢((((スリムスリムスリムスリム))))！！！！    

～～～～ゴミゴミゴミゴミののののマナーマナーマナーマナー講座講座講座講座～～～～ 

 

『『『『木木木木のののの枝枝枝枝・・・・雑草雑草雑草雑草などはなどはなどはなどは干干干干してからしてからしてからしてから捨捨捨捨てようてようてようてよう』』』』    

 

木の枝や雑草などはそのまま捨てずに、１週間ほど 

天日に干してから捨てると水分が減り、効率的な焼

却ができます。 

                  環境部 

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    

 

前田町ゴルフ愛好会（りんどう会）第16回コンペ 

開催年月日：平成平成平成平成25252525年年年年4444月月月月11111111日日日日（（（（木木木木）））） 

開催場所：姉ヶ崎カントリー倶楽部 

     西コース：アウト8時33分スタートから

4～5組 

費  用：19,000円（予定） 

※今回も交通機関は「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。 

 皆様の多数の参加をお待ちしています。 

 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20日とさせていただきます。 

 

 

町内防災町内防災町内防災町内防災はははは「Ｍ「Ｍ「Ｍ「Ｍ３３３３－ＲＤ」－ＲＤ」－ＲＤ」－ＲＤ」運動運動運動運動からからからから 

 

東日本大震災（３．１１）から間もなく２年目を迎

えます。未だに４８都道府県、１２００市区町村で

３２万人の人達が不自由な生活を余儀なくされてい

る現状にあります。 

私達の町内では、災害発生時、組毎に集る場所を決

め、ご近所の安否をお互いに確認し、不測の事態に

備える運動を展開しています。 

防災は、先ず大切な家族を守る個人個人の備えと、 

ご近所の絆が大切な事は言うまでもありません。 

安心して暮らせる町を皆で作りましょう！ 

 

冬冬冬冬のののの下川町下川町下川町下川町をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて！！！！！！！！ 

 

 日本の最低気温マイナス 32℃の記録を持ってい

る北海道下川町、一度は行ってみたいと思っていて

やっと実現できました。昨年の子供達の交流は真夏

に行きましたが、今度は冬の下川を子供達に是非体

験してもらいたい、冬の下川で何が体験できるのか、

防寒対策は・・・などなど、自分で見てくることに

し、2月 22日（金）から24日（日）の2泊3日で

行って来ました。 

 22 日（金）に最初に訪問したのは、かつて 2000

人が住んでいた一ノ橋地区で、現在は一人暮らしの

高齢者が100人ほどばらばらに生活しています、そ

の高齢者を一か所に集まって生活出来る施設を建設

会報 まえだ ３４７ 



中でした。出来上がっているのはコミュニティハウ

スで、食堂が仮オープンしていました。現在、青年

協力隊が高齢者をサポートしているそうです。 

 23日（土）の午前中はスノーシューをはいて、足

跡の全くない新雪の森の散策です。案内は昨年夏お

世話していただいた「麻生翼」さんです。今年は雪

が多く1メートル以上の積雪だそうです。どんな体

験が出来るか麻生さんからいろいろな楽しいアイデ

ィアを聞いてきました。 

23日（土）の午後は、役場の大野さんに下川町の代

表する施設を案内していただきました。スポーツ少

年団がジャンプの練習をしているスキー場に行きま

したが、雪が降っていてジャンプの練習を見ること

が出来ませんでした。将来のオリンピック選手が育

つのが楽しみです。また、ゴスペル合唱団の発表会

にも遭遇し、文化面でもレベルの高い下川を知るこ

とができました。 

23日（土）の夜は、今回の目的でもある「アイスキ

ャンドルフェアー」です。今年で39回を数える伝統

のあるイベントです。町外からも多くのファンが詰

めかけて盛り上がっていました。 

昼間に降っていた雪も止んで、しんしん寒さがしみ

る夜のイベントでしたが、アイスキャンドルは温か

さを与えてくれました。とても幻想的で素晴らしか

ったです。この時期は会場だけでなく街中にアイス

キャンドルが置

かれていました。

冬の体験メニュ

ーがたくさん見

つかりました。 

川上地域エコ活

動委員会事務局 

高嶋 威男 

 

会務報告会務報告会務報告会務報告                    会長会長会長会長    

 

2月 4日（月）13：30～ 川上小学校防災会議 

（川上小学校図書室） 

2月 7日（木）15：30～ 東戸塚地域ケアプラザ 

運営協議会（東戸塚地域ケアプラザ） 

2月 18日（月）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会

（戸塚区役所四階会議室） 

2月 22日（金）16：00～ 秋葉小・中学校第二回 

合同地域懇話会（秋葉小学校） 

2月 22日（金）17：00～ 秋葉小学校キッツクラブ

評議会（秋葉小学校） 

2月 23日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

役員会（秋葉町町内会館） 

2月 24日（日）17：00～ 前田町町内会役員会（※） 

2月 28日（木）14：55～ 戸塚区自治会町内会 

会長感謝会（戸塚公会堂） 

3月3日（日） 12：30～前田町町内会役員部長会（※） 

3月3日(日) 14:00～前田町町内会組長会（※） 

（※＝前田町内会館） 

 

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定                            会会会会    長長長長    

 

3月 5日（水）16：00～ 川上小学校 

「町と共に歩む懇話会」（川上小学校） 

3月 5日（水）17：15～ 川上小学校 

「キッツスクール」評議会（川上小学校） 

3月 8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（日）10：00～ 前田町防災部による 

消火器販売他（※） 

3月10日（日）13：00～ 「戸塚区公園愛護会の 

つどい」（戸塚公会堂） 

3月12日（火）15：30～ 東戸塚地区センター 

委員会（東戸塚地区センター） 

3月15日（金）10：30～ とつか区民活動支援協会

理事会（戸塚県税事務所） 

3月16日（土） 9：00～ 秋葉小学校学校開放会議

（秋葉小学校） 

3月16日（土）10：00～ 川上地区社会福祉協議会・

福祉部会（秋葉町町内会館） 

3月17日（日）16：00～ 前田町町内会会計監査（※） 

3月18日（月）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会

（戸塚区役所） 

3月19日（火）10：00～ 川上・秋葉・品濃 

各小学校卒業証書授与式（各小学校） 

3月22日（金）13：30～ 「戸塚区民まつり」  

実行委員会（第四回）（戸塚区役所） 

3月23日（土）13：00～ 川上地区連合町内会 

広報部会（※） 

3月23日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

役員会（※） 

3月23日（土）15：30～ 川上地区連合町内会 

会計監査（※） 

3月24日（日）10：00～ 川上地区連合町内会 

わくわくサポート隊役員会（※） 

3月24日（日）17：00～ 前田町町内会役員会（※） 

4月6日（土）12：30～ 戸塚桜まつり 

（柏尾川河川敷他） 

4月14日（日）12：30～前田町町内会役員部長会（※） 

4月14日（日）14：00～前田町町内会定期総会（※） 

4月14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。 

p r @ m a e d a c h o . j p 竹内 

町内会ＨＰ http://maedacho.jhttp://maedacho.jhttp://maedacho.jhttp://maedacho.jp/p/p/p/ 

アイスキャンドルフェアーのメインステージ 


