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『焼いも大会』のお知らせ
町内会主催の焼いも大会を行いますので、多数のご
参加をお待ちしています。おいしい焼いもを食べに
来てください。
日時：１１月１７日（日）１０時～
場所：前田町向山公園
※雨天時２４日に延期
持ち物：軍手・各自の飲物
副会長 内島實

ペタンク大会&「作ってあそぼう!!」(＋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、年齢・性別に関係な
く楽しめるスポーツです。
＜日時＞１１月３０日(土)９：３０～１１：３０
＜場所＞ 川上小学校グランド(雨天時は体育館)
＜持ち物＞ 水分補給用の飲料水 ※雨天時：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。
【昼食タイム】
豚汁を用意します。容器やお箸は用意します。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^_^;
【作ってあそぼう!!】
紙ひこうきを飛ばしたり、
ブーメランを飛ばしたり、
松ぼっくりでクリスマスツリーを作ったり、紙コプ
ターも作って遊びましょう。親子で、友達と、一人
でも参加 OK です。
＜日時＞１１月３０日(土)１２：３０～１４：３０
＜場所＞ 川上小学校体育館
＜持ち物＞ はさみ、のり、セロテープ、割り箸(紙
ひこうき用)、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

冬の省エネチャレンジシートの
配布と回収について！
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。シートは「かながわアジェンダセンター」
にて集計・分析され後日報告があります。
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さて、10 月には台風が記録的な雨が各地で大勢の命
を奪いました。一方、電気代も値上げします。地球
温暖化を引き起こしているＣＯ2 削減のため、また
生活を守るために節約が必要です。電気は賢く、節
約して使うことが大切です。夏の節電チャレンジに
続き、冬の省エネチャレンジシートを活用し、毎月
の電気の使用量比較をしてください。
配布は 11 月の組長会議で行い、回収は 2 月の組長
会議です。11 月、12 月、1 月の 3 ケ月間、前年度
と今年度の電気使用量を記入してください。
（川上地域エコ活動委員会）

川上小学校区地域防災訓練について
本年度の、川上小学校区防災訓練は、１２月７日
（土）１０：００～開始いたします。川上小学校の
体育館にて開催。雨天決行。
この訓練は大地震を想定し、二次的な災害に備える
心構えや適切な行動を身につけ、防災活動に対する
技術の向上と「自分たちの街は自分たちで守る」と
いう防災意識の高揚を図ることを目的とします。
内容 ①炊き出し ②ビデオ上映
③ 応急救護訓練 ④情報伝達訓練
多数のご参加をお待ちしております。
川上小学校区防災訓練運営委員会 副会長 内島實

川上地区レクリェーション大会
今年のレクリェーション大会
は晴天に恵まれ１０月１４日
に川上小学校で行われ、前田
町は昨年に引き続き優勝しま
した。
子どもたち
（特に未就学児）
の参加が例年より多く、
可愛い声援がとんでいました。
大玉ころがしは子供たちが大玉に負けないように、
必死で楽しそうに競技をし、周りの声援も大きく盛
り上がっていました。
対抗競技の子どもリレーは、年々レベルが上がって
いるのか、バトンの受け渡しがスムーズになってい
ました。
皆さん来年も楽しみましょう！

町内防災はＭ３－ＲＤ運動から

10 月 29 日（火） 13：00～ 秋葉小学校キッツ化審議会
（戸塚区役所九階特別会議室）
11 月 3 日（日） 9：00～ 戸塚区民まつり（東戸塚小学校）

６月から始まりましたブロック別の町内防災勉強会
も１１月下記の両ブロックの日程で終了となります。
Ｇブロック １１月１０日（日）１０時～
Ｆブロック １１月１７日（日）１０時～
今、もし大規模地震が発生した場合町内はどうなる
でしょう。恐怖と不安で各自が勝手な行動を取る危
険性があります。そんな時、ご近所が集まる事によ
ってお互いの結束を図り不測の事態（家や家具の下
敷き、火事等）に備える事の大切さを勉強していま
す。大切な家族の命を守る取り組みです。多くの皆
様の参加をお待ちしています。 防災事務局 上田

とつかエコフェスタに行ってみよう！
戸塚区では
「来て見て作ってエコを体験しよう！」
というキャッチで、
「クイズに挑戦」
「手作りおもち
ゃで遊ぼう」
「ＰＲブース」「昆虫クラフトコーナ
ー」のブースのほか、体験できる「風力発電を作ろ
う」「さくらを知ろう」
「クリスマスグッズを作ろ
う」
「北海道下川町コーナー」があります。特に北海
道下川町コーナーでは、私達川上地区のメンバーが
お手伝いしています。
場所：戸塚区役所 3 階区民広間・多目的スペース
時間：平成 25 年 11 月 16 日（土）10：00～16：00
なお体験コーナーは事前申し込みが必要です。詳し
くは回覧をご覧下さい。
（川上地域エコ活動委員会）

ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)！
～ゴミのマナー講座～
『詰め替えできる用品を使おう』
シャンプーや洗剤は容器に入っている物を使うので
はなく、
詰め替えを使いましょう。
このことにより、
容器を毎回捨てることなく、使えます。
環境部

会務報告

会長

11 月 4 日（月・祝） 12：30～ 前田町町内会役員部長会※
11 月 4 日（月・祝）14：00～ 前田町町内会組長会※
※＝（前田町内会館）

今後の予定

会長

11 月 7 日（木）8：00～町内会日帰りバス旅行
（三浦半島）
11 月 9 日（土）9：00～東戸塚消防出張所開設
30 周年記念式典（東戸塚消防出張所）
11 月 9 日（土）9：00～ 東戸塚ごみ拾い大会
（東戸塚駅前）
11 月 10 日（日）10：00～前田町町内会防災会議（Ｇ）
（前田町町内会館）
11 月 16 日 （土）10：00～ とつかエコフェスタ
（戸塚区総合庁舎 3 階）
11 月 16 日 （土）10：00～ 川上地区連合町内会
主催「男の料理教室」
（前田町町内会館）
11 月 17 日（日）10：00～ 町内会主催焼き芋大会
（向山公園）
11 月 18 日（月）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）
11 月 20 日（水）14：30～戸塚区防災講演会
（戸塚公会堂）
11 月 23 日（土）
・24 日（日） 9：00～前田町町内会
芸術祭（前田町町内会館）
11 月 23 日（土）17：00～ 前田町町内会役員会
（前田ハイツ集会所）
11 月 24 日（日）
・25 日（月）7：30～ 福島県視察
（南相馬他）
11 月 30 日（土）14：00～川上地区連合町内会
役員会 （前田町町内会館）
12 月 1 日（日）12：30～前田町町内会役員部長会
（前田町町内会館）
12 月 1 日（日）14：00～前田町町内会組長会
（前田町町内会館）

会員の異動（９・１０月受理分）総務部・広報部

10 月 14 日（月）9：30～ 川上地区レクリェーション大会
（川上小学校校庭）
10 月 18 日（金） 14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会
（戸塚区役所九階特別会議室）
10 月 26 日（土） 10：00～ 川上地区連合町内会役員会※
10 月 26 日（土）11：30～ 川上地区連合町内会広報部会※
10 月 26 日（土）～ 27 日（日）10：00～ 東戸塚地区
センターまつり（東戸塚地区センター）
10 月 26 日（土）17：00～ 前田町町内会役員会※
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