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子供神輿会開催のお知らせ 

 

昨年は雨で中止となってしまいましたが、今年も 4

月 23日(日)に子供神輿会を開催します。前田町のお

子さん達並びにお母さん、お父さん沢山でお神輿を

担ぎに来て下さい。10時(予定)に向山公園から担ぎ

出ます。 

 

消防用ホースセット購入 

２箇所に設置しました 

 

町内会では昨年秋に消防用のホースを購入しました。

現在、消防士、消防団が使用しているホースは直径

６０ミリです。６０ミリでは一般の方や女性では太

すぎて扱うことが困難です。 

町内会ではいざという時に、女性でも扱えるホース

として、４０ミリのホースセットを取り敢えず２セ

ット購入しました。昨年秋の町内の防災訓練で実際

に使用して確認済みです。 

今後、一般の火災や地震等での火災発生時に、高齢

者や女性でも取り扱うことができ、威力を発揮する

ものと思われます。今回の２箇所の設置場所はＡ―

１組の沼田宅（前田町５１７）とＢ―８組の内島宅

（前田町４６２）です。町内の皆さん、特にＡブロ

ック、Ｂブロックの皆さん、地域の皆さんで使用で

きるように訓練してみませんか。希望する場合は防

災委員会（町内会館事務所）まで連絡してください。

（副会長 斎藤） 

 

環境講演会＆冬の体験キャンプ報告会 

 

 恒例の「環境講演会＆冬の体験キャンプ報告会」

は 2月 4日（土）に男女共同参画センター横浜（フ

ォーラム）のホールで開催されました。環境講演会

は「私たちは、沈みゆく南の国々を救えるのか？」

と題して、長年「南の島々（キリバス等）の調査を

続けている、フェリス女学院大学国際交流学部教授

の佐藤輝先生にお話を頂きました。先生はキリバス

の民族衣装を着けて、子どもにもわかるような言葉

で話されました。 

冬の体験キャンプ報告会

では、今年の 1月 7日～

9 日の 2 泊 3 日で、北海

道下川町で冬の体験した

子ども達 8 名が

堂々と発表する姿

は、参加者から大

きな賞賛を受けま

した。（川上地域

エコ活動委員会） 

 

さらに前年を下回る 

～平成 28年刑法犯発生状況～ 

 

 昨年の刑法犯発生件数は初めて 20台を下回り 19

件でした。平成28年はさらに前年を下回り18件で

した。これも日頃の夜間パトロール、幟の設置など

の防犯活動が効果を上げていると思われます。特に

多かったのが、「自転車盗」と「車上ねらい」でした。

「空き巣」、「ひたくり」は0でした。今年も住民の

皆さんの防犯意識を高め、さらに犯罪の発生を防ぎ

ましょう。（防犯部） 

 

下川町「アイスキャンドル ミュージアム」

に行ってきました 

 

今年 43 回目を数える下川

町の冬の風物詩「アイスキ

ャンドル ミュージアム」

に、冬の下川町を体験して

きました。今年は温かく、

アイスキャンドルを作るの

が大変であったそうです。

おまけに、開催日の当日は

雪ではなく雨で、アイスキ

ャンドルの点灯ができなか

ったようですが、2 日目は

気温も下がって、無事アイスキャンドルに点灯され

ました。冬の夜のアイスキャンドルは広大な下川町

を幻想の世界へ導いてくれます。そして毎回感動し

ます。（川上地域エコ活動委員会） 

 

平成 28年度 廃食油回収実績報告 

 

町内会会館前に常設している「廃油回収ボックス」

で、使わなくなった食用油の廃油を回収しておりま

す。皆様のご家庭で油を使う事は少なくなっている

かも知れませんが、調理して使用しない油や未使用
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でも賞味期限切れのものがありましたら、ペットボ

トルに入れたままで廃油回収ボックスに入れて下さ

い。28年度の 1月までの実績は下表のとおりです。 

単位：リットル 

１月実績 平成２８年度累計 

40 245 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

『冷蔵庫の余った食材を使って１品を作ろう』 

冷蔵庫に気づくと少し残ってしまった野菜などがあ

ると思います。捨てるのはとてももったいないで

す！余った食材で１品作りましょう。レシピは横浜

市資源循環局 HPの『食品ロス・生ごみを削減しよう』

のバナーからチェック！      （環境部） 

 

「りんどう会」ゴルフコンペ開催のご案内 

 

りんどう会ゴルフコンペを開催致します皆様の参加

をお待ちしております 

日時：平成 29年 4月 19日（水） 

場所：函南ゴルフ倶楽部 

集合場所及び時間：「丸勝」の前に 6時集合、6時 15

分出発（時間厳守）今回も前回同様「丸勝」さんの

ご厚意によりバスにて往復致します。 

費用：おおよそプレー費・交通費・食事代・賞品代・

オープンコンペ参加費・パーティ-代含め 16,000円

です。 箱根インコース 8時 35分スタート～5組 

※詳細については参加申込者にご案内致します。 

申込先：内嶋脩雅又は近藤真知子 

申込締切日：平成 29年 3月 31日（金） 

 

消防団員を募集しています 

 

横浜市戸塚消防団第三分団第八班（前田町）では、

入団者を募集しています。 

・消防団員は非常勤特別職の公務員です 

・入団資格は、１８歳以上の健康で体力に自信のあ

る、前田町町内に在住または勤務されている方 

入団希望の方は町内会館までお知らせください。 

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

2月 11日(土) 12:30～  相和会定例会及び新年会※ 

2月 15日（水）9:30～ 川上小学校懇話会 

2月 15日（水）10:30～ 川上小放課後キッズクラブ評議会 

2月 17日（金）16:00～ 秋葉小中合同懇話会 

       17:15～ 秋葉小キッズクラブ評議会 

2月 17日～19日 下川町アイスキャンドルミュージアム 

2月 25日（土） 14:00～ 川上地区連合町内会役員会 

2月 26日（日） 14:00～ 防災委員会 ※ 

2月 26日（日） 15:00～ 前田町町内会役員会 ※ 

3月 3日（金） 14：30～ 戸塚区自治会町内会長感謝会 

3月 4日（土） 12:00～市民環境活動報告会（県民センター） 

3月 5日（日）12:30～ 前田町町内会役員部長会 ※ 

       14:00～ 前田町町内会組長会 ※  

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

3月 7日（火）11:00～ 品濃小学校 

「まちとともに歩む学校づくり懇話会」 

3月 10日(金)  9：20～ 秋葉中学校卒業式 

3月 11日(土) 13:30～  相和会定例会 

3月 17日(金) 10:00～ 秋葉小学校卒業式 

3月 17日(金) 10:00～ 川上小学校卒業式 

3月 18日(土) 10:00～ 品濃小学校卒業式 

3月 18日(土) 10:00～ 川上地区福祉活動発表会 

3月 19日(日) 15:00～ 前田町町内会会計監査 

3月 25日(土) 13:00～ 川上地区連合町内会広報部会 

3月 25日(土) 14:00～ 川上地区連合町内会役員会 

3月 26日(日) 15:00～ 前田町町内会役員会（※） 

3月 27日(月) 10:00～ 秋葉中ファンド運営委員会 

4月  2日(日) 15:00～ 役員会（※） 

4月  5日(水) 12:30～ 秋葉中学校入学式 

4月  5日(水) 10:00～ 秋葉・川上・品濃小学校入学式 

4月 11日(火)  12:30～  相和会総会並びにお花見の会 

4月 16日(日) 14:00～ 前田町町内会総会（※） 

4月 16日(日) 15:00～ 前田町町内会新組長会（※） 

4月 23日(日) 10:00～ 子供神輿（向山公園） 

4月 23日(日) 10:00～川上地区連合町内会総会＆広報部会 

4月 29日(土) 14:00～ 川上地区連合町内会役員会 

4月 30日(日) 15:00～ 役員会（※） 

5月  7日(日) 12:30～ 役員部長会（※） 

5月  7日(日) 14:00～ 組長会（※） 

 

 

 

 

 

 

「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 

役員改選につきましては、次号４月発行号に

てお知らせいたします       会長 

http://maedacho.jp/

