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平成 27年度 新役員候補者推薦名簿 

 

平成 27 年度役員選出委員会では、以下の通り役員

候補者を選出いたしました。 

会長候補   高嶋 威男 （Ｃ－４） 

副会長候補  斎藤 鉄男 （Ａ－１） 

金澤 和生 （Ｂ－８） 

塚田 圭子 （Ｅ－３）  

深田 俊夫 （Ｆ－７） 

重原 健次 （Ｇ－５） 

会計候補   多田 富郎 （Ｃ－４） 

鈴木 亮子 （Ｅ－３） 

会計監査候補 畠中 孝子 （Ａ－５） 

 縄 十九司 （Ｇ－４） 

平成 27年度役員選出委員会 

 

町内会主催 豚汁大会を開催します 

 

前田町向山公園の改修工事が完成しました。これを

記念し、お祝いを兼ねて豚汁大会を開催します。多

くの町内会員のご参加をお待ちしています。 

当日は、豚汁とお餅を用意する予定です。飲物など

は各自ご用意ください。 

日時：３月２９日（日） １０時～ 

場所：向山公園（相和会：内島子ども会：金光） 

 

町内会主催 子どもみこし のお知らせ 

 

前田町町内会では、下記の通り子供みこしを実施し

ます。町内の子供たちが子供みこしをかつぎ、太鼓

をたたき、町内を一回りします。町内の皆様には大

変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を

お願いいたします。なお、雨天時は中止となります。 

 参加者は４月２６日（日）１０時に、前田町向山

公園にご参集ください。相和会・交通部・消防団な

どの皆様、ご協力ありがとうございます。  

  （子ども会：金光 相和会：内島） 

ヨコハマ３Ｒ夢 

早朝ウォークラリー開催のお知らせ 

 

前田町環境部では、前田町の集積所のごみの状況や

簡単な清掃を目的とした早朝ウォークラリーを開

催します。 

日 時：平成 27年３月２１日(土)〈小雨決行〉８時

２０分～約１時間３０分 

集合時間・場所：８時２０分に向山公園に集合です。 

申込方法：①下記に直接電話②申込書に必要事項を

記入(回覧に添付)しＦＡＸにて、３月１６日(月)まで

に申込をお願いします。詳しくは回覧をご覧下さい。 

皆さん一人でも多くの方に考えていただきたいため、

各組順番に参加していただく形にしました。今回は

Ｃ、Ｄグループの各班から最低でも１名ずつの参加

をお願いいたします。その他の組の方の参加もお待

ちしております。 

この機会に町内の清掃や集積場所のごみの状況を一

緒に見て、ゴミについて一緒に考えてみませんか？ 

参加をお待ちしています。 

問い合わせ 環境部安井  

 

 

前田町ゴルフ愛好会コンペのご案内 

 

前田町ゴルフ愛好会（りんどう会）第 20回コンペ 

開催日時：平成27年 4月22日（水） 

開催場所：函南ゴルフ倶楽部 富士コース 

    インコース8時49分スタートから4～5組 

費  用：17,000.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。その他に付きましては後日参

加予定者に書面にてご連絡致します。皆様の多数の

参加をお待ちしております。 

※  申込先は 内嶋脩雅 又は 

  近藤真知子 までお願いします。 

尚、申込締切日は 3月 31日（火）と致します。 

 

『わが町を知ろう！防犯・防災 

クイズラリーウォーキング』 報告 

 

１月２５日『わが町を知ろう！防犯・防災クイズラ

リーウォーキング』を行いました。１５名の方にご

参加いただきました。 

会報 まえだ ３７１ 
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町内会館を中心に国道１号線方面コース及び、秋葉

台公園方面コースを休憩を挟み、約２時間のウオー

キングをしました。 

防災部の消火器、消

火栓、防災倉庫の説

明を聞きました。ま

た、前田町の歴史の

話も聞き、とても勉

強になったウォーキ

ングでした。 

休憩時間には、防災委員会の上田さんに防災の大切

さについてもお話をしていただきました。 

最後にクイズの答え合わせを行い、皆様にお楽しみ

グッズをお渡ししました。 

寒い中、ご参加いただいた方々ありがとうございま

した。           (防犯部・保健部) 

 

「環境講演会＆冬の体験キャンプ報告会」

は大盛況でした！  

 

2月 7日（土）の 13時 30分から、男女共同参画セ

ンター横浜（フォーラム）で開催された、環境講演

会は講師、NHK気象キャスター「平井信行」さん 

による「あばれる天気からくらしを守ろう」と題し、

地球温暖化がますます進行する今後の、私達の出来

る事、そして猛暑、雷、竜巻などから身を守ること

など 1時間半のお話は、とても分かりやすく好評で

した。後半の冬の体験キャンプ報告会は、今年の 1

月に、北海道下川町での冬の体験をした子ども達 9

名が、スクリーンに映し出された映像に合わせて、

堂々と発表してくれました。当日の参加者は320名

とホールがほぼ満席になるほどの大盛況でした。終

了後の子ども達は、平井さんとの記念撮影やサイン

をもらったり楽しんでおりました。 

 

 

 

 

 

 

 

ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)！ 

～ゴミのマナー講座～ 

 

『プラスチック製容器包装は切って捨てよう』 

プラスチック製容器包装は大きいものもあるため、

その場合は切ったり、重ねたりして捨てましょう。

また、汚れが付いている物は軽く洗ってから捨てま

しょう。               （環境部） 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 
2月 7日（土）13：00～環境講演会（男女共同参画センター） 

2月 18日（水）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会 

（戸塚区役所） 

2月 19日（木）10：30～ 東戸塚地域ケアプラザ協議会 

（東戸塚ケアプラザ） 

2月 28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 28日（土）17：00～ 前田町町内会役員会（※） 

3月  8日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会（※） 

3月  8日（日）17：00～ 前田町町内会組長会（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 
3月 10日（火）15：00～ 川上小放課後キッツクラブ・学童

クラブ 第二回評議会（川上小学校） 

3月 10日（火）16：00～ 川上小学校「まち」ともに歩む学

校つくり懇話会（川上小学校） 

3月 12日（木）15：30～ 東戸塚地区センター総会（委員会）

（東戸塚地区センター） 

3月 13日（金） 9：00～ 秋葉中学校卒業証書授与式 

（秋葉中学校） 

3月 14日（土） 9：30～ 秋葉小学校学校開放委員会 

（秋葉小学校） 

3月 14日（土）10：00～ 川上地区社会福祉協議会・ 

福祉活動発表会（秋葉町町内会館） 

3月 15日（日） 16：00～前田町町内会会計監査（※） 

3月 18日（水） 9：40～ 川上小学校卒業証書授与式 

（川上小学校） 

3月 18日（水）14：00～ 戸塚区連合町内会連絡会 

（戸塚区役所） 

3月 24日（火） 9：30～ 戸塚アンダーパス開通式典（現地） 

3月 28日（土）13：00～ 川上地区連合町内会広報部会（※） 

3月 28日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会（※） 

3月 28日（土）15：30～ 川上地区連合町内会会計監査（※） 

3 月 29 日（日）10：00～ 前田町町内会「豚汁大会」（向山

公園） 

3月 29日（日）17：00～ 前田町町内会役員会（※） 

4月 6日（月） 9：00～ 秋葉中学校入学式（秋葉中学校） 

4月 12日（日）12：30～前田町町内会役員部長会（※） 

4月 12日（日）14：00～ 前田町町内会定期総会（※） 

4月 12日（日）15：00～ 前田町町内会新組長会（※） 

 

会員の異動（2月受理分）総務部・広報部 

＜転入＞ 

 

 

＜転出＞ 
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