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消防訓練のお知らせ

レクリェーション大会（運動会）のご案内
日時：平成２６年１０月１３日（祭）９時３０分～
（雨天の場合１０月１９日（日）に延期、
両日とも雨天の場合は中止）
場所：秋葉小中学校 校庭
主催：川上地区連合町内会

第４回芸術祭開催のお知らせ
日時 平成２６年１１月８日・９日
場所 前田町町内会館
展示 １１月８日（土）１０時〜１６時
１１月９日（日）１０時〜１５時迄
今年で４回目を迎えます芸術の秋が町内にやって参
りました。御町内の皆さんが丹精込めた手作りの素
晴らしい作品が出展されています。御町内の皆さ
ん！ ご近所お誘い合わせの上、町内会館まで足を
運んで見られては如何でしょう。多くの皆さんのご
鑑賞をお待ちします。
芸術祭実行委員会

秋葉小学校地域防災訓練のお知らせ
秋葉小学校通学区の皆様は、地震等で被害が発生し
た場合、防災拠点の秋葉小学校に避難いたします。
避難訓練及び炊き出し訓練・救護訓練・応急給水訓
練等を実施いたします。
平成２６年１１月１日（土） 参加者は９時に秋葉
小学校にご集合ください。
上履き用意してください。
今回前田町班は、応急給水訓練に参加します。
対象組は、Ｂ－６（一部）Ｂ－７・Ｃ－１～Ｃ－１
０・Ｄ－１～Ｄ－９・Ｇ－５・Ｈブロック（ヴェレ
ーナ）
秋葉小学校地域防災拠点運営委員会

「環境家計簿」の回収をいたします
7 月～9 月の 3 か月間、電気、ガス、水道の検針
票から記入をお願いしていました「環境家計簿」の
回収が今月の下旬です。3 か月分記入し、組長さん
に提出下さい。なお、環境家計簿をなくした方は町
内会館事務所に申し出ください。
川上地域エコ活動委員会

秋の消防訓練を下記の日程で消防団の指導により行
います。
日時 平成２６年１０月２６日（日）
９時３０分〜１２時
場所 向山公園 ９時３０分までにお集まり下さい。
日常普段の火の取り扱いにつきましては、住民の皆
さんが細心の注意を払って頂いている御蔭で大過な
く暮らす事が出来ています。日常時の火事は消防署
への通報で、５分以内に消防車が駆けつけ大火に至
る事はまず無いでしょう。しかし、大地震等災害時
の火事は、自分達の手でしか消す術のない事を認識
して置かなければなりません。町内は人家が密集す
る「延焼運命共同体」の地域にあり、初期消火に失
敗すれば町内は火の海になる事は間違いありません。
火事は、早期発見・初期消火が決め手です。従って、
一家に最低１個の消火器は備えて置いて下さい。
消防訓練に参加して、消火器の取り扱いや噴射する
時間等を体験して置く事が「いざという時」に大い
に役立つでしょう。
今回は、ＥＦＧＨ組が対象ですが、春の訓練に参加
出来なかった方、又もう一度参加して置きたいと思
われる方は大いに歓迎します。
防災委員会

前田町町内会「敬老会」開催しました
９月１５日（月）敬老
の日に開催いたしまし
た。本年は７５歳以上
の方を対象に、１６９
名にご案内し、６２名
の参加でした。久寿玉
割り、子供会からのプ
レゼント、秋葉町の諏
訪様のマジックと篠
笛・尺八の演奏に続き、
ビンゴゲームを楽しみ、
懐かしい歌を皆様で合唱し、お開きとなりました。
何日か前から当日まで、開催にご協力いただきまし
た、福利厚生部・福祉部〈支え合う前田〉の皆様、
Ｆブロックの組長さん、子供会の皆様、町内会役員
の皆様に感謝申し上げます。
前田町町内会 敬老会実行委員

ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)！

～ゴミのマナー講座～
『野菜の皮やお茶の葉の残りは乾かそう』
野菜の皮やお茶・紅茶などの残りの葉っぱは半日
くらい乾かしてから捨てましょう。乾かすことに
より、少ないエネルギーで焼却できます
環境部
ウォーキングで健康づくり！

『ウォーキング大会』のご案内

保健部

川上地区保健活動推進員会では、健康づくりイベン
トとして『ウォーキング大会』を上品濃地区～平戸
地区周辺で開催します。ご家族、ご近所の方お誘い
合わせの上、ぜひご参加ください。詳細は１０月の
回覧板をご覧ください。
日
時：１１月３０日（日）９時集合
集合場所：前田町公園（前田ハイツ西側）
参加費 ：無料
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 保健部 相原

「東戸塚地区センターまつり」&
「戸塚ふれあい区民まつり」のお知らせ
10 月 25 日(土)・26 日(日)の２日間、東戸塚地区セ
ンターまつりが開催されます。各サークルの展示・
発表や、地域の活動支援施設からの催し物やアトラ
クションが行われます。25 日(土)には多くの模擬店
が出店されます。
11 月 3 日(祝・月)「文化の日」には東戸塚小学校で
「第 38 回戸塚ふれあい区民まつり」が開催されま
す。各種発表やフリーマーケットも開催されます。
どちらにも川上地区からは青少年指導員とスポーツ
推進委員が協力して恒例の「スーパーボールすく
い・水ヨーヨー釣り(１回 100 円)」と、今年の夏祭
りで大好評だった「キャラメルポップコーン」を販
売します。ぜひ、お友達やご家族で遊びにいらして
下さい。
青体指部 山ノ内

川上地区『健康講座』に６０名参加

保健部

９月９日、川上地区保健活動推進員会主催『健康講
座』が前田町内会館で開催されました。第一部は東
戸塚記念病院リハビリテーション科理学療法士の先
生の転倒予防の大切さについての講演と筋肉を鍛え
る運動の実技を教えていただきました。
第二部では、参加者が血管年齢チェッカーの測定を

行い、評価表と照らし合わせ自分の健康度チェック
をしていただきました。保健活動推進員会では、こ
れからも関係機関のご協力をいただき、健康づくり
講座を開催していく予定です。皆様のご参加宜しく
お願い致します。

会務報告

会長

※＝前田町内会館

9 月 9 日（火）10：00～ 川上地区連合町内会
健康講座（※）
9 月 13 日（土）10：00～ 川上地区連合町内会地区
懇談会（秋葉町町内会館）
9 月 15 日（月）12：00～ 前田町町内会敬老会（※）
9 月 16 日（火）14：00～ 戸塚区民まつり
実行委員会（戸塚区総合庁舎）
9 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 月 19 日（金）10：00～ とつか区民活動支援協会
理事会（戸塚地区センター）
9 月 20 日（土）10：00～ 川上地区ボランティア
全体会（※）
9 月 25 日（木）10：00～ 川上地区連合町内会
高齢者交通安全教室
（秋葉町町内会館）
9 月 27 日（土）14：00～ 川上地区連合町内会
役員会（秋葉町町内会館）
9 月 28 日（日）17：00～前田町町内会役員会（※）
10 月 5 日
（日）
12：30～前田町町内会役員部長会
（※）
10 月 5 日（日）14：00～ 前田町町内会組長会（※）

今後の予定

会長

※＝前田町内会館

10 月 13 日（月・祝）9：30～ 川上地区連合町内会
秋季レクリェ－ション大会 （秋葉小中学校校庭）
10 月 20 日（月）14：00～ 戸塚区連合町内会
連絡会（戸塚区総合庁舎）
10 月 23 日（木）13：00～ 戸塚区老人クラブ
50 周年記念式典（戸塚公会堂）
10 月 25 日（土）10：00～ 川上地区連合町内会
役員会（※）
10 月 25 日（土） 11：30～ 川上地区連合町内会
広報部会（※）
10 月 26 日（日） 9：30～ 前田町町内会第二回
防災訓練（向山公園）
10 月 26 日（日）17：00～ 前田町町内会役員会（※）
11 月 2 日
（日）
12：30～前田町町内会役員部長会
（※）
11 月 2 日（日）14：00～ 前田町町内会組長会（※）
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