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前田町敬老会開催 

 

9 月 19 日(月) 12 時より、前田町町内会館に於いて

64 名の 75 歳以上の方々にご参加頂き、平成 28 年

度前田町敬老会を開催致しました。 

参加された皆様は、美味しい料理を食べながら、お

友達と楽しく歓談され、又玉すだれ等の素晴らしい

芸の数々と三線の美しい音色に大きな拍手を送って

おられました。皆様！来年もお元気で是非ともご参

加下さい。 

そして今年も「支え合う前田」の方々を始め、前日

事前準備から大勢の方々にお手伝い頂きました。本

当にありがとう

ございました。

この誌面をお借

りして御礼申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

『ペットボトルはラベルとふたをはずそう』 

ペットボトルはラベルとふたをはずし、ボトルは 

つぶして缶・びん・ペットボトルの日に出しましょ

う。ラベルとふたはプラスチック製容器包装の日に 

出しましょう。                      環境部 

平成２８年レクリエーション大会のご案内 

 

１０月１０日（月・祝）午前９時３０分より 

雨天の場合は１０月１６日（日） 

（両日雨天の

場合は中止） 

川上小学校校

庭において運

動会を開催い

たします。 

主催：川上地

区連合町内会 

 

平成 28年度 前田町町内会 

 消火訓練＆救助訓練 

 

今年度は消火訓練の他に救助訓練も実施します。 

消火訓練は、消火栓からのホース訓練と消火器訓練

です。救助訓練は三角巾の作り方、簡易担架の作り

方などを消防団の方から指導があります。 

日時：平成 28年 10月23日（日）10時～12時 

場所：向山公園   集合：9時 45分 

配布：当日は災害用グッズを参加者全員に配付しま

す       （前田町町内会 防災委員会） 

 

「うちエコ診断」のお知らせ 

 

「うちエコ診断士」がご家庭のエネルギー対策・地

球温暖化対策を診断し、ご家庭に合わせたオーダー

メイドの対策を提案します。 

実施日：2016年 11月 23日（水・祝） 

時 間：午前の部 10 時～12 時、午後の部 13 時～

16時の指定された時間40～60分程度 

場 所：前田町町内会館 

募集人数：先着 15 名（受付後詳細の資料とアンケ

ートをお届けします。） 

申込み：前田町町内会館 045－827－2701 へ FAX

又はポストに投函 

締め切り：11月 6日（日） 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

 

会報 まえだ ３９０ 
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ウォーキングで健康づくり！ 

「2016 ウォーキング大会」のご案内 

 

川上地区保健活動推進委員会では、健康づくりイベ

ントとして「ウォーキング大会」を  舞岡公園周辺

で開催いたします。 

今回は、舞岡ふるさとの森などの里山、約 6.3 ㎞を

巡ります。車の往来も少ないコースなので、お子様

連れ、ご近所の方お誘い合わせのうえ、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 20日(日)    午前 9時集合 

            雨天の場合  11月 27日(日) 

集合場所: 地下鉄「舞岡駅」舞岡公園側地上出口 

参加費: 無料 (現地までの交通費は自費) 

申し込み: 回覧申し込み欄にご記入ください 

               保健部     井上まで 

 

川上地区連合お楽しみ会 

「弦楽四重奏」  子供会 

 

今年のお楽しみ会は、洗足

学園大学の方々をお招きし

て、生演奏をしていただき

ます。 

日時   11月 12日(土) 

時間   開場 10:00 開演

10:30～ (11:30 頃終了予

定) 

会場   秋葉町内会会館 

＊事前申込制ではありません。 お友達を誘ってきて

ね！  最後にお楽しみもあるかも？ 

詳しくは、掲示板もご覧ください。（子供会） 

 

前田町焼き芋大会開催のお知らせ 

 

来る11月13日(日)  11時より向山公園に於いて焼

き芋大会を開催します。良い子の皆さん、お母さん、

お父さん、美味しくて、熱々の焼き芋を食べに来て

下さい。待ってまーす。 

 

救命処置教室のおしらせ 

 

交通事故、転落、心筋梗塞などで人が倒れている場

面遭遇した際の対処方法を学びましょう 

日時 11月 24日(木)  10:00～12:00 

場所: 秋葉町内会会館 

(主催:川上地区連合町内会)  防災部   

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

 9月 10日（土）10:00～  川上地区懇談会（秋葉町会館） 

 9月 12日（月）13:00～ エコドライブ実践講習会 

          （神奈川日産（株）Ｒ1 東戸塚店） 

9月 17日（土）10:00～ ボランティア全体会議(※) 

9月 19日（月) 12:00～  前田町敬老会（※） 

9月 22日（祝）10：00～ 前田町町内会防災倉庫棚卸 

・点検 

 9月 24日（土）14:00～ 川上地区連合町内会役員会 

                    （秋葉町会館） 

 9月 24日（土）18:00～ 秋葉小防災拠点運営委員会 

（秋葉町会館） 

 9月 25日（日）15:00～ 役員会（※） 

 9月 26日（月）14:30～ 秋葉中ファンド運営委員会 

                    （秋葉中校長室） 

10月 1日（土） 8:00～ 前田町町内会バス旅行 

10月 2日（日） 12:30～ 役員部長会（※） 

10月 2日（日） 14:00～ 組長会（※） 

10月 2日（日）15:30～ 平成 29年度新規役員選出委員会（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

10月 10日（月・祝）9:30～ 川上地区秋季 

レクリエーション大会（川上小学校校庭） 

10月 11日(火)  13:30 ～  相和会定例会    

10月 16日（日）川上地区秋季レク大会予備日（川上小） 

10月 23日（日）10:00～ 前田町町内会  

消火訓練＆救助訓練 （向山公園） 

10月 29日（土）10:00～ 川上地区連合町内会役員会（※） 

10月 29日（土）11:30～ 川上地区連合町内会広報部会（※） 

10月 30日（日）14:00～ 前田町町内会防災委員会（※） 

10月 30日（日）15:00～ 役員会（※） 

11月 3日（木・祝）とつか区民まつり（東戸塚小学校） 

11月 6日（日）9:00～ 秋葉小学校防災拠点訓練（秋葉小） 

11月 6日（日）12:30～ 役員部長会（※） 

        14:00～ 組長会（※） 

11月 11日(金) 13:30～    相和会定例会 

11月 13日(日) 11:00～    焼き芋大会    於:向山公園 

12月  3日(土)  9:00～   川上小学校防災訓練（川上小） 

 

 

「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/

