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防災アンケート報告 防災委員会 

 

甚大な被害を招いた東日本大震災から 5年、被災地

では未だ仮設住宅での生活が続く中、今度は熊本で

震度7の激震を繰り返す大変な地震が発生しました。 

私達の住む地域でも2つの大きな地震が想定されて

おり、この地震が発生しますと震度 6以上の大きな

揺れが想定されています。 

其処で今回、町内防災についての意識調査を皆さん

を代表して新組長さんに行って頂きましたので報告

します。皆さんはご自分と照らし合わせてお考え下

さい。 

設問‐１」町内防災の考え方を知っていますか？       

知っている ４７．２％ 

設問‐２」大地震が発生した場合の行動を知ってい

ますか？  知っている ５８．２％ 

設問‐３」あなたは消火器を備えていますか？        

備えている ７１．６％ 

設問‐４」3 日分の水・食料・簡易トイレを備えて

いますか？ 備えている ４５．２％ 

設問‐５」家族間の連絡手段は出来ていますか？       

出来ている ７３．５％ 

大地震が突然発生しますと誰しも気が動転してパニ

ックに陥ります。震度 6以上の揺れですから、生き

埋め・下敷き・火災等の不測の事態が起こる可能性

があります。 

その時、町内にとって一番怖い事は、恐怖のあまり

各人がバラバラの行動を起こす事です。そうならな

い為に、「いざという時」ご近所が集まる所を決めて

置く事なのです。そして、ご近所お互いの安否を確

認し助け合う事が大切なのです。 

自分達の住む町内は自分達で守らない限り誰も守っ

てはくれません。            以上 

 

性犯罪の被害から身を守ろう！防犯部 

 

これから暖かくなると、衣服も薄着になり、人の気

持ちも開放的になります。毎年この季節になると、

性犯罪が増える傾向にあります。つい最近では、5

月 13日午前 0時 15分頃前田町付近で「背後から近

付いてきた男に抱きつかれた事案が発生しています。 

被害に遭わないために、①夜間は遠回りでも明るく

人通りの多い道を利用しましょう。②イヤホン等で

音楽を聞きながらや、携帯電話を使いながら歩くと、

周囲の警戒心が薄れるのでやめましょう。③帰宅時

間が遅い場合は、家人に迎え来てもらうなどして、

一人歩きはできるだけ避けましょう。④万が一の場

合に備え、防犯ブザーなどの防犯機器を身につけま

しょう。⑤エレベーターなどの密室では、乗る前に

周囲に不審者がいないか確認しましょう。（防犯部）  

 

町内さわやか清掃のお知らせ 

 

今年度も町内さわやか清掃を実施いたします。各組

でしっかりと清掃をしていただき、きれいな町内に

しましょう。日時は次の通りです。 

日時：６月１９日 日曜日 午前中<雨天決行> 

各組の組長さんと話し合いをし、清掃を行ってくだ

さい。ゴミの出し方などは回覧に掲載をしています。

ご覧ください。問い合わせ：環境部 安井 

 (16時～19時まで) 

 

太鼓と踊りの練習のお知らせ 子供会 

 

今年も前田町盆踊り大会に向けて、小学生を対象に、

太鼓と踊りの練習を行います。 

＜太鼓の練習日＞ 

7月 2日（土）14時～15時 30分 

7月 9日（土）14時～15時 30分 

＜太鼓と踊りの練習日＞ 

7月 18日（月）14時～16時 

場所: 前田町町内会館 

持ち物: 軍手、汗拭きタオル、飲み物 

【注意事項】盆踊り当日に、やぐらで太鼓を叩ける

のは、太鼓の練習に『２回以上』参加された子供達

のみになります。 詳細は、子供会回覧をご覧くださ

い。                 （子供会） 

 

平成 28年度 食廃油回収実績報告 

単位：リットル 

４月実績 平成２８年度累計 

30 30 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

今年も下川のアスパラを販売します 

 

下川もやっと畑の雪が消えて、本格的に野菜作りが

進んでおります。今年も大変好評の「アスパラ」を

販売します。価格も昨年と同じ 2500円/キロ 

会報 まえだ ３８６ 
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です。くわしくは、回覧を見て下さい。お楽しみに！ 

       （川上地域エコ活動委員会事務局） 

 

浜なし狩りのご案内    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？毎年好評な梨狩りを今年も開催致します。 

日時：8月 20日(土)10時 30分～ 

東戸塚イオン 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を超えた分は

各自ご負担下さい)ご家族での参加は無料券 2 枚

(2kgまで)とさせていただきます。 

募集：70名ほど 

＊募集人数を超えた場合は抽選とさせていただきま

す。詳細は回覧の「梨(浜なし)狩りのお知らせ」を

ご覧下さい。たくさんのご参加お待ちしています。 

婦人部 岡本・井上 

 

ゴキブリ団子講習会開催されました 

          婦人部・保健部 

 

5 月 20 日(金)ゴキブリ団子講習会が 24 名の参加で

開催されました。慣れた手つきで作業が進み約1時

間早く終わりました。お団子を丸めながらおしゃべ

りを楽しみ、各自必要な分を持ち帰りました。 

来年も開催予定ですので、興味のある方は是非ご参

加ください。          (婦人部  岡本) 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

『小型家電は小型回収ボックスを利用しよう』 

30 ㎝×15 ㎝、長さ 30 ㎝未満の小型家電(音楽プレ

ーヤー、ＵＳＢメモリー、携帯電話など)は資源循環

局や区役所に設置されている小型回収ボックスに入

れましょう。その後、リサイクルされます。（環境部） 

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

5月 12日（木）13:30～  相和会定例会、健康体操 

5月 16日（月）14：30～ 秋葉中ファンド運営委員会 

5月 20日（金）13：30～ 横浜市温暖化対策推進協議会総会 

5月 28日（土）9：00～ 秋葉小学校運動会 

5月 28日（土）9：00～ 川上小学校運動会 

5月 28日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会 

5月 28日（土）17：00～ 盆踊り模擬店関係者会議 

5月 29日（日）15：00～ 役員会（※） 

5月 31日（火）9：00～ 九連合町内会グランドゴルフ大会 

6月 5日（日）12：30～ 役員・部長会（※） 

6月 5日（日）14：00～ 組長会（※）  

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

6月 6日（月）10：00～ 秋葉小スクールゾーン協議会 

6月 6日（月）16：00～ 秋葉小中合同地域懇談会 

6月 6日（月）18：00～ 秋葉中学校区地域協働事業 

実行委員会総会 

6月 9日（木） 9：00～ 秋葉中学校体育祭 

6 月 11 日(土)  13:30～ 相和会定例会・ハマちゃん体操・

健康体操 

6月 19日（日）午前   町内さわやか清掃 

6月 19日（日）11:00～ 秋葉台公園清掃 

（Ａ／Ｂ／Ｃブロック組長参加） 

6月 19日（日）10:30～ 防災委員会無線訓練※ 

6月 20日（月）17:00～ 戸塚防犯協会総会 

6月 21日（火）10:00～ 川上小スクールゾーン対策協議会 

6月 25日（土）13:00～ 川上地区連合町内会広報部会※ 

6月 25日（土）14:00～ 川上地区連合町内会役員会※ 

6月 26日（日）14:00～ 防災委員会定例会※ 

6月 26日（日）15:00～ 前田町町内会役員会※ 

7月 3日（日）12:30～ 前田町町内会役員・部長会※ 

7月 3日（日）14:00～ 前田町町内会組長会※ 

7月 4日（月）10:00～ 品濃小スクールゾーン対策協議会 

 

会員の異動（４・５月受理分）総務部・広報部 

 

＜転入＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜転出＞ 

 

 

 

 

 
 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。 

p r @ m a e d a c h o . j p 竹内 

町内会ＨＰ http://maedacho.jp/ 

※町内会のホームページでは、これまでの町内会

の活動や町内会館の利用について、入会・退会の

手続きなどを確認いただけます 

http://maedacho.jp/

