
前田町町内会会報 第３９１号 平成２８年１１月６日（日）発行 

発行者 会長 高嶋威男 

     編集 竹内(と) 

                               http://maedacho.jp/ 

平成 29年度 役員選出委員会が発足 

 

前田町町内会は、来年（平成 29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 

2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

になりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

平成 29年度 役員選出委員会名簿  

委員長  沼田 敬男 （交通部） 

副委員長 對馬 美知子（福祉厚生部） 

委員 内嶋 脩雅、田中 猛、安井 友朗、 

 竹内 敏浩、伊藤 詞之、吉崎 和子 

 井上 みどり、永田 栄二、岡本 遊子 

 押谷 加奈、由比 正勝、小澤 勇 

 以上 14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 29 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。 

 

 

環境家計簿（チェック表）集計結果 

～今年の夏はやはり暑かった 

 

今年度の夏（7,8,9月）の環境家計簿の集計結果から、

電気の使用料は 3％の増。ガスは 2％の減でした。

今年の横浜市における真夏日（30℃以上）は、56

日で昨年より 7 日多い。その結果か（？）。電気の

使用量が昨年より多かった理由は、熱中症予防のた

めエアコンの使用が考えられます。また、今年は台

風の上陸も多く、被害も大きくなり、温暖化がます

ます進行していることが分かります。今世紀末の地

球上の気温の上昇を、２℃未満に抑えることが採択

された COP21（パリ協定）を早く実現するため、

一人一人が行動することが求められています。今回

のチェック表は 91 世帯の提出でした。ご協力あり

がとうございました。（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

 

 

 

前田町焼き芋大会開催のお知らせ 

 

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（雨天中止）。 

良い子の皆さん、アツアツ、ホッカホカ、そしてあ

ま～い焼き芋をお父さん、お母さんも誘って食べに

来て下さい。今年からグランドメゾン東戸塚自治会

と共同で開催する事になりました。グランドメゾン

のお子さん達と仲良く楽しんで下さい。 

 

 

とつかエコフェスタの開催について 

 

今年のとつかエコフェスタは 11 月 26 日（土）、10

時～16 時、戸塚区総合庁舎 3Ｆ，8Ｆにて開催され

ます。今年も北海道下川町からの木を使った「ワー

クショップ」があります。例年参加希望が多く早め

に申し込む必要があります。また、今年はじめて、

環境ミニ講演会が組まれ、①「ホッキョクグマを守

ろう」というテーマでズーラシア動物園の紙芝居、

②「おいしくて安全な野菜づくり」というテーマで

区内の大木農園の野菜作りの紹介があります。詳細

は、回覧のチラシをご覧ください。また、当日は、

この夏下川町の子ども達との交流会に参加した子ど

も達の作文の展示もあります。 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

ペタンク大会＆「作ってあそぼう!!」 

 

【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、シンプルかつテクニ

ックが必要な競技で、年齢・性別に関係なく楽しめ

るスポーツです。 

＜日時＞ １１月２６日(土) 午前１０時～１２時 

＜場所＞ 川上小学校グランド(雨天時は体育館) 

＜持ち物＞ 水分補給用の飲料水 ※雨天時：体育

館履き・上履き(靴底が体育館を汚さないきれいな運

動靴)※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】うどんを用意します(^^) 容器やお

箸は用意します。必要に応じておにぎりやお弁当を

ご持参下さい。※うどんだけ食べに来る方はご遠慮

下さい^_^; 

会報 まえだ ３９１ 

 

 

 

川上地区レク大会、前田町消防訓練の模様は
紙面の都合により次号にて紹介いたしますの
でご了承ください。      広報部 
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【作ってあそぼう!!】クラックビー玉（焼きビー玉）

で自分だけの宝物(ネックレスなど)作りや、どんぐ

りでストラップを作って遊びましょう。綾子で、友

達と、一人でも参加 OKです。 

＜日時＞ １１月２６日(土) 午後１時～３時 

＜場所＞ 川上小学校図工室 

※うどんを食べてから、午後の工作だけの参加も OK

です。川上地区 スポーツ推進委員、青少年指導員 

 

 

★川上地区連合お楽しみ会★弦楽四重奏 

 

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。 身近で、生演奏を聴

けるチャンスで す！ 是非、来てください。 最後に

お土産もあるかも。。。              子供会 

 

 

相和会 内島 實会長 逝去 

 

前田町町内会相和会の内島實会長（７５歳）が、10

月 20 日逝去されました。現職の役員逝去の報に接

し、謹んで哀悼の意を表します。     （会長） 

 

 

平成 28年度 廃食油回収実績報告 

単位：リットル 

９月実績 平成２８年度累計 

25 155 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

秋葉台公園の清掃について 

 

秋葉台公園の１２月の清掃は前田町が担当すること

になっております（通常は秋葉町にて清掃を実施さ

れています）。つきましてはＡ～Ｃ組の組長さんから

お手伝いいただく方をお願いするようにいたします。 

 

 

 

 

会務報告 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 15日（土） 18：00～ 秋葉小防災拠点運営委員会 

（秋葉町会館） 

10月 16日（日）川上地区秋季レク大会予備日（川上小） 

10月 20日（木） 9時 00分～ 秋葉祭（秋葉中学校） 

10月 21日（金） 9時 00分～ 秋葉祭（秋葉中学校） 

10月 22日（土） 8時 45分～ 品濃小運動会（校庭） 

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 5日（土） 8:25～ アキバーサルスタジアム（秋葉小） 

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）13:00～ 役員部長会（※） 

        14:00～ 組長会（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

11月 11日（金）13:30～ 相和会定例会  

振り込め詐欺防止講演会（※）  

11月 12日（土）11:30～ 東京下川会総会（銀座ﾗｲｵﾝ） 

11月 13日〈日）11:00～ 焼き芋大会 （向山公園）  

11月 15日（火）8:30～ 9連合グランドゴルフ大会 

          （横浜 FC東戸塚フットボールパーク）  

11月 17日（木）11:30～ 防災講演会（戸塚公会堂） 

11月 20日（日）9:00～ 川上連合ウオーキング（舞岡公園） 

11月 26日（土）9:00～ とつかエコフェスタ 

（戸塚区総合庁舎） 

12月 3日（土） 9:00～ 川上小学校防災訓練（川上小） 

12月 4日（日） 12:30～ 役員部長会（※） 

        14:00～ 組長会   （※）   

12月 18日（日）10:00～ 秋葉台公園清掃（ABC組組長） 

 

 

「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/

