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前田町前田町前田町前田町「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり大会大会大会大会」」」」のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

 

前田町町内会・グランドメゾン東戸塚自治会共催の

「盆踊り大会」が、次の要領で開催されます。 

町内の皆様、多数のご参加をお待ち申し上げます。 

尚設営準備等開催日前日、当日、後片付けのご協力

をよろしくお願い申し上げます。 

日程： 

７月２６日（金） 

午前８時～ 用具搬送（机・椅子等）・テント張り

他設営 

７月２７日（土） 

午前９時～ 提灯他大会用具、音響設備等すべて

搬送・飾り付け 

 午後４時～ 実行委員その他責任者・出店者 

集合 大会準備 

 午後６時３０分開演予定 

 午後８時３０分終了予定  

 

７月２８日（日） 

午後４時～ 実行委員その他責任者・出店者 

集合 大会準備 

 午後６時３０分開演予定 

 午後８時３０分終了予定 

 

７月２９日（月） 

午前７時～ 後片付け ゴミ出し・用具、テント

片付け搬送  

 

※雨天が予想される場合は、２６日(金)午後、また

は２７日(土)午前６時に緊急連絡します。雨の場合

は１週間延期となります。 

 

実行委員長 前田町町内会 副会長 多田耕治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり    太鼓太鼓太鼓太鼓とととと踊踊踊踊りのりのりのりの練習練習練習練習」」」」子供会子供会子供会子供会    

 

今年も子供会では盆踊りに向けて太鼓・踊りの練習

を行います。日程は下の通りです。 

『参加してみたい！』と思った小学生の皆さん！！

当日、直接練習場所までお越しください。みなさま

のご参加お待ちしています！！！ 

≪日程≫ 

〖  太鼓練習  〗 

７月７日（日）１０～１２時 

７月１３日（土）１３～１５時 

〖踊りと太鼓練習〗 

７月２２日（月）１４～１６時 

☆7月 22日は踊りの練習が主流になります 

≪練習場所≫：前田町町内会館 

≪持ち物≫・・・飲み物、汗拭きタオル、軍手（太

鼓の練習によるマメ予防のためです） 

※台風や荒天等やむを得ない事情にて練習が中止の

場合、町内会館にその旨掲示しますのでご了承くだ

さい。            （前田町子供会） 

 

 

浜浜浜浜なしなしなしなし狩狩狩狩りりりり    のごのごのごのご案内案内案内案内        婦人部婦人部婦人部婦人部    

 

神奈川県の名産美味

しい浜なしを堪能し

ませんか？ 

昨年好評だった梨狩

りを今年も開催いた

します。 

日時：8 月 24 日

(土)10 時 30 分～ 

東戸塚ダイエ

ー4 階外側「空の広

場」集合 

場所：岩崎果樹園 

参加費：無料(ただし梨 1kg まで。1kg を越えた分

は各自ご負担下さい) 

募集：70 名ほど 

詳細は回覧の「梨(浜なし)狩のお知らせ」をご覧下 

さい。ご参加お待ちしております 

 

婦人部 摩嶋、中原まで 

 

 

会報 まえだ ３５１ 



町内防災町内防災町内防災町内防災ははははＭＭＭＭ３３３３－ＲＤ－ＲＤ－ＲＤ－ＲＤ運動運動運動運動からからからから    

 

 町内の防災勉強会がＡブロックを最初に６月９日

開催されました。 

 当日は朝から夏空の暑い中、消防団２名、秋葉町

役員１名、合計３４名の皆さんが真剣な面持ちで参

加されていました。 

 残念だったのはマンション・アパートからの参加

者が少なかった事です。 

 来月から引き続きブロック毎の勉強会が開催され

ますが、ご近所お誘い合せの上、多くの皆さんの参

加をお持ちしています。 

 次回はＢブロック７月２１日（日）１０時からで

す。 

 

 

前田町町内会館事務員前田町町内会館事務員前田町町内会館事務員前田町町内会館事務員のののの募集募集募集募集についてについてについてについて    

 

町内会館の増改築が終了して、早半年が経過いたし

ました。そこで事務職員を下記の通り募集いたしま

す。 

           記 

応募資格： 

 ① 前田町町内会員であること 

 ② パソコンが出来る人 

 ③ 男女・年齢不問 

 ④ 就業日：月曜日～土曜日まで、但し若干名を

募集致しますので週に2日～3日でも結構です。 

 ⑤ 就業時間：10：00～12：30まで 

 ⑥ 時給については750円～850円 

⑦ 採用については後日面接により決めさせて 

頂きます。 

⑧ 申込先：町内会長  田中 猛 又は 

総務担当副会長 塚田圭子まで 

      ご連絡願います。 

面接日は個々に別途連絡致します。 

⑨ 提出書類は簡単な履歴書（写真は不要） 

⑩ 応募締切日は7月31日 

⑪ 勤務は10月1日（火）から。 

 

皆様のご応募をお

待ちしています。 

 

 

 

 

 

 

 

夏夏夏夏のののの節電節電節電節電チャレンジシートチャレンジシートチャレンジシートチャレンジシート配布配布配布配布    
 

 今年の夏も電力事情は良くありません。神奈川県神奈川県神奈川県神奈川県

のののの節電指針節電指針節電指針節電指針によるとによるとによるとによると 10.510.510.510.5％％％％のののの節電目標節電目標節電目標節電目標が設定され

ております。かながわアジェンダセンターでは「省

エネ」「節電」「節約」「創エネ」を２０項目チャレン

ジし、電力の削減、ＣＯ2 の削減、そしてお金の節

約がわかる事前チェック表を用意しました。そして

チェレンジの結果、７月、８月、９月の電気使用量

が前年と比較できる記入表もあり、そのページを提

出していただくようになっています。前田町町内会

では７月7日の組長会で全世帯に配布されます。回

収は１０月6日の組長会で行います。今年の夏も是

非、節電にチャレンジしてください。ご協力よろし

くお願いします。（川上地域エコ活動委員会） 

 

町内町内町内町内さわやかさわやかさわやかさわやか清掃清掃清掃清掃のののの報告報告報告報告    

 

6月23日日曜日に町内さわやか清掃を行いました。 

あいにくの雨で一週間延期になりましたが、皆様の

おかげで町内をきれいにすることができました。あ

りがとうございました。 

これからも町内の清掃にご協力をよろしくお願いし

ます。今回の清掃で気付かれたことや要望などがあ

りましたらご連絡下さい。今後の参考にさせていた

だきます。     環境部 環境事業推進委員 安井  

 

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マママナーナーナーナー講座講座講座講座～～～～ 

 

『買い物に行く時は冷蔵庫の中を確認しよう』 

冷蔵庫の中の食材を確認することによって、 

無駄な買い物をしなくてすみます。   (環境部) 

 

家庭家庭家庭家庭ごみごみごみごみ収集日収集日収集日収集日    

※ペットボトル類は昨年４月１日から回収日が変更

になりました。金曜日になった地区が多いようです

が、一部例外もあり。集積所の掲示をご確認くださ

い。 

※アルミ缶は木曜日の町内会収集に出してください。 

燃燃燃燃やすごみやすごみやすごみやすごみ・・・・乾電池乾電池乾電池乾電池・・・・    

スプレースプレースプレースプレー缶缶缶缶・・・・燃燃燃燃えないごみえないごみえないごみえないごみ    
火火火火・・・・土土土土    

プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック製容器包装製容器包装製容器包装製容器包装    水水水水    

缶缶缶缶（（（（アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶をををを除除除除くくくく））））・・・・ビンビンビンビン・・・・    

ペットボトルペットボトルペットボトルペットボトル・・・・小小小小さなさなさなさな金属類金属類金属類金属類    
地区地区地区地区によるによるによるによる    

古紙古紙古紙古紙・・・・古布古布古布古布・・・・アルミアルミアルミアルミ缶缶缶缶    

（（（（町内会収集町内会収集町内会収集町内会収集））））    
木木木木    



ゴキブリゴキブリゴキブリゴキブリ団子講習会団子講習会団子講習会団子講習会のののの報告報告報告報告    

 

５月２８日ゴキブリ団子講習会が２３名の参加で開

催されました。皆さんの手際がよく、作業は1時間

ほどで終了し約３００個のお団子が完成しました。 

参加者は各自必要な分を持ち帰りました。 

お団子を丸めながらおしゃべりを楽しみました。 

来年も開催する予定ですので、皆様振るってご参加

ください。         （保健部 相原） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下川町下川町下川町下川町のののの特産物特産物特産物特産物をををを「「「「盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり」」」」でででで販売販売販売販売しますしますしますします    

 

 昨年、「流しそうめん」の当日に、川上地区連合町

内会と友好協定を締結した、北海道下川町の特産物

「トマトジュース」「そうめん」を味わっていただき

ました。その後トマトジュースは前田町の「いやし

茶屋 ほりい」さんで扱っていただいております。今

年も 7月 31日から８月 2日に、下川町の子供達と

川上地区の子供達の交流会もあります。7 月 27,28

日に開催される前田町町内会の「盆踊り」の模擬店

で、下川町の「トマトジュース」、「そうめん」、そし

て今年は、ジュースに加工する前の「完熟トマト」

も販売を致しますので、是非ご賞味下さい。 

（川上地区青少年環境行動研修及び体験キャンプ実

行委員会） 

 
 

 

届出用紙届出用紙届出用紙届出用紙、、、、申請書申請書申請書申請書がががが町内会町内会町内会町内会ＨＰＨＰＨＰＨＰからからからから    

ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード出来出来出来出来まままますすすす    

    

町内会への加入・退会は、所属組長さん経由で総務

担当に用紙を提出することになっています。これま

では会館に常設しておりましたが、今回それに加え

てこのHPからもダウンロードしてお使いいただけ

るようになりました。ＭＳ－ＷＯＲＤ版とＰＤＦ版

がありますので、環境によりお使いください。 

また、町内会館の使用申請書のダウンロードも出来

るようになりました。こちらはＰＤＦ版だけですが、

ご活用ください。印刷はＡ４でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

6月 3日（月）18：00～ 秋葉中学校学・家・地協

総会（秋葉中学校コミニティハウス研修室） 

6月 6日（木）15：30～ 東戸塚地域ケアプラザ 

運営協議会（東戸塚ケアプラザ多目的室） 

6月 9日（日）10：00～ 前田町町内会防災会議 

（Ａグループ）（前田町町内会館） 

6月 10日（月）16：00～ 秋葉小中学校合同地域 

懇話会（秋葉中学校会議室） 

6月 10日（月）17：15～ 秋葉小学校放課後キッズ

クラブ評議会（秋葉小学校保健相談室） 

6月 11日（火）12：30～ 前田町町内会相和会 

定例会（前田町町内会館） 

6月 18日（火）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会 

（戸塚区役所9階特別会議室） 

6月 18日（火）17：00～ 戸塚区防犯協会総会 

（ブリジストン戸塚） 

6月 21日（金）13：30～ 戸塚区交通安全対策 

協議会（戸塚区役所8階大会議室） 

6月 21日（金）15：30～ 東戸塚地区センター 

委員会（東戸塚地区センター2階会議室） 

6月 23日（日） 9：00～ 前田町町内会一斉清掃 

6月 25日（火）16：00～ 川上小学校地区懇談会 

（川上小学校） 

6月 25日（火）17：00～ 川上小学校放課後キッズ 

クラブ評議会（川上小学校） 

6月 26日（水）15：00～ 秋葉中学校地区懇談会 

（秋葉中学校体育館） 

6月 26日（水）17：00～ 秋葉中学校コミニティ 

ハウス総会（秋葉中学校コミニティハウス） 

6月 28日（金） 9：00～ 秋葉中学校運動会 

（秋葉中学校校庭） 

6月 29日（土）13：00～ 川上地区連合町内会 

広報部会（前田町町内会館） 

6月 29日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

     役員会 （前田町町内会館） 

6月 30日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 

（前田町町内会館） 

7月  7日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会

（前田町町内会館） 

7月  7日（日）14：00～ 前田町町内会組長会 

（前田町町内会館） 

 

 

 

 

 

 

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定                    会長会長会長会長    

 

7月18日（木）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会

（戸塚区総合庁舎9階特別会議室） 

7月20日（土）14：00～川上地区連合町内会役員会

（前田町町内会館） 

7月20日（土）16：00～ 前田町地区民生員 

推薦準備会（前田町町内会館） 

7月 21 日（日）10：00～第 63 回社会を明るくする

運動「川上地区の集い」（秋葉町町内会館） 

7月21日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 

（前田町町内会館） 

7月26日（金） 8：00～ 前田町町内会「盆踊り 

大会」準備（向山公園） 

7月27日（土） 9：00～ 前田町町内会「盆踊り 

大会」（向山公園） 

7 月 28 日（日）16：00～ 前田町町内会       

「盆踊り大会」（向山公園） 

7月29日（月） 7：00～ 前田町町内会「盆踊り 

大会」後片付け（向山公園） 

7月31日（水） 9：00～ 北海道下川町の迎えの 

歓迎会（場所未定） 

8月 4日（日）10：00～ 前田町町内会防災勉強 

（Ｃグループ）（前田町町内会館） 

8月 4日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会

（前田町町内会館） 

8月 4日（日）14：00～ 前田町町内会組長会 

（前田町町内会館） 

 

 

 

会員会員会員会員のののの異動異動異動異動（（（（４４４４・・・・５５５５月受理分月受理分月受理分月受理分））））        総務部総務部総務部総務部・・・・広報部広報部広報部広報部    

    

 
 

 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。 
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