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平成 27年度役員選出委員会が発足 

 

前田町町内会は、来年（平成 27年度）4月に役員の

改選期を迎えます。新役員の選出委員会が10月 

5日（日）に発足しました。来年 4月の総会までに、

役員（会長、副会長、会計、会計監査）候補を選出

できるよう活動いたします。今後役員を引き受けて

いただける方々に下記の委員がお願いに上がること

に成りますので、ご協力をお願いいたします。 

平成 27年度 役員選出委員会名簿  

委員長  高嶋 威男（防犯部長） 

副委員長 内嶋 脩雅（顧  問）  

副委員長 沼田 敬男（交通部長） 

委 員  竹内 敏浩（広報部長） 

委 員  安井 友朗（環境部長） 

委 員  山崎 猛夫（防災部長） 

委 員  上田 協子（福祉部長） 

委 員  鈴木 英勝（福利厚生部長） 

委 員  山ノ内尊雄（青体指副部長） 

委 員  森田 道子（婦人部長） 

委 員  金光 恵美（子供会会長） 

委 員  小池 靖男（相和会副会長） 

委 員  相原 直美（保健部長） 以上13名 

また町内会の役員に立候補並びに推薦をされる方

は、平成 27 年 1 月 31 日までに役員選出委員会

の委員長宛に文章にて応募願います。 

 

前田町町内会主催  焼き芋大会開催します 

 

日時 平成２６年１１月９日（日）１０時～１２時 

場所 前田町向山公園 

おいしい焼いもを、ご家族で食べに来てください。

町内会のみなさまのご参加をお待ちしています。 

問い合わせ 相和会 内島・子供会 金光 

 

第４回芸術祭開催のお知らせ 

 

日時 平成２６年１１月８日（土）・９日（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。ご近所お誘い合

わせの上、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 

 

前田町町内会 日帰りバスツアーのお知らせ 

 

実施日 平成２６年１１月１３日（木） 

集 合 ８時に前田ハイツ前に集合 

参加費 前田町町内会会員 ５千円 

    相和会会員    ４千円 

行程表 前田ハイツ８時→海ほたるパーキング→道

楽園（お笑い劇場）→金谷（ザ・フィッシュで昼食）

→前田ハイツ１７時帰着予定 

すでに回覧板でも募集をしておりますが、まだ人数

に余裕があります。追加で参加希望の方は、１１月

１０日までに、直接内島實副会長までお申し出をお

願いします。参加お待ちしております。 

 

川上連合子ども会お楽しみ会 のお知らせ 

 

川上地区のお子様を対象にクリスマス工作教室を開

催します。日時：１１月２９日(土) 

場所：前田町町内会館 

受付時間：10～11時  終了時間：12時 

 一足早く クリスマスの雰囲気を楽しみましょう。 

連合お楽しみ会企画委員 

 

ペタンク大会＆アイロンビーズ・ 

松ぼっくりツリー作り 

 

【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、シンプルな競技で、

年齢・性別に関係なく楽しめるスポーツです。 

＜日時＞ 12月 6日(土) 午前 10時～12時 

＜場所＞ 川上小学校グランド※体育館が使えない

ので雨天の場合は中止します。※午前中のペタンク

大会だけの参加でもOKです。 

【昼食タイム】前田町町内会館で豚汁を用意します。

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”^_^” 

【アイロンビーズ・松ぼっくりツリー作り】 

アイロンビーズや松ぼっくりでクリスマスやお正月

の飾りなどを作ります。オリジナルグッズの作成に

挑戦して下さい。 
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＜日時＞ 12月 6日(土) 午後 1時～3時 

＜場所＞ 前田町町内会館 

＜持ち物＞ はさみ、のり、セロテープなど 

※午後(豚汁を食べてから)だけの参加もOKです。 

(川上地区スポーツ推進委員・青少年青指導員) 

 

レクリエーション大会のご報告 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10 月 13 日(祝月)に予定されて

いた川上連合町内会の「レクリ

エーション大会」は、台風接近

の影響で初めて延期され、翌週

10 月 19 日(日)に開催されまし

た。今回は初めての秋葉小中学

校のグランドでの開催と、初め

てのことが重なり不安と

期待が入り混じる中の開

催でした。 

初めての試みは他にもあ

りました。放送進行に秋

葉中学校の中学生3名が

ボランティアとして参加し、若々しい声と軽快な語

り口での実況応援で会場を盛上げ

てくれました。さらに初めての「お

楽しみ抽選会」も企画され、1 等

から 7 等まで総数 60 名に抽選で

豪華賞品が当たりました。1 等は

約 2 万円相当の人気電化製品(ふ

とん掃除機)でした。 

開催会場が中学校ということもあり、中学生が多数

参加していたのが印象的でした。今回の優勝は「グ

ランドメゾン東戸塚」、参加 3 年目での初優勝でし

た。皆さんご参加およびご協力有難うございました。  

 (川上地区スポーツ推進委員・青少年青指導員) 

 

ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)！ 

～ゴミのマナー講座～ 

 

『買い物に行く時はマイバックを持ち歩こう！』 

買い物に行く時はマイバックを持ち歩き、レジ袋を 

もらわないようにしましょう。もらわないことによ

り、CO２が削減できます。       環境部 

 

会務報告 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（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

11月 3日（月） 9：30～ 戸塚区民まつり 

（東戸塚小学校） 

11月 8日（土） 10：00～ 前田町町内会芸術祭（※） 

11月 9日（日） 10：00～ 前田町町内会芸術祭（※） 

11月 10日（月）10：00～ 東戸塚駅バス路線 

検討会（戸塚区総合庁舎） 

11月 13日（木） 8：00～ 前田町町内会 

日帰りバス旅行（千葉方面） 

11月 15日（土）11：00～ 秋葉小中学校創立 

30周年記念式典（東戸塚第一生命） 

11月 18日（火）14：00～ 戸塚区連合町内会 

連絡会（戸塚区総合庁舎） 

11月 19日（水）14：00～ 戸塚区防災講演会 

（戸塚公会堂） 

11月 22日（土） 9：00～ ごみ拾いはスポーツだ

大会（東戸塚駅前モレラパーク） 

11月 24日（月） 6：30～ 25日 戸塚区連合町内

会連絡会福島視察旅行（福島県相馬他） 

11月 29日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

役員会（※） 

11月 30日（日）17：00～ 前田町町内会役員会（※） 

12月 6日（土） 8：00～ 川上地区連合町内会 

役員研修会（東芝未来館他） 

12月 7日（日）12：30～前田町町内会役員部長会（※） 

12月 7日（日）14：00～ 前田町町内会組長会（※） 

 

会員の異動（10月受理分）総務部・広報部 
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