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前田町盆踊り大会の開催のお知らせ 

 

7 月 29 日（土）18 時頃～ 

7 月 30 日（日）18 時頃～ 

場所：前田町向山公園 

今年も恒例となりました前田町盆踊り大会を開催い

たします。７月２９日(土)・３０日(日)の２日間、向

山公園で行ないます。今年も公園横の道路を封鎖し

て来場の皆さんに開放する予定です。夏の思い出と

して、どうぞ皆さんのお越しをお待ちしています。 

 

昨年の

盆踊り

の 

様子 

 

 

 

 

 

食廃油回収実績報告 

 

５月実績 平成２９年度累計 

15 35 

単位：リットル（川上地域エコ活動委員会） 

 

太鼓と踊りの練習のお知らせ 

 

7 月２９日・３０日に開催される前田町盆踊り大会

にむけて、小学生を対象に太鼓と踊りの練習を行い

ます。今年度より一人でも多くの方に踊って頂ける

よう踊りの練習日を一日増やしました。 

＜太鼓の練習日＞ 

７月１日（土） 14時～15時 30分（終了） 

７月８日（土） 14時～15時 30分 

＜太鼓と踊りの練習＞ 

7月 17日（月・祝）14時～16時 

＜踊りの練習日＞ 

7月 23日（日）14時～16時  追加しました！ 

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】 前号でもお伝えした通り、やぐらに

登れるのは、太鼓練習に 2回以上参加した小学生と

関係者のみです。 

やぐら上での写真撮影や関係者以外の立ち入りは、

危険防止の観点から禁止させていただきますので、

ご了承ください。      

（子供会・婦人部） 

 

環境家計簿（省エネチェックシート） 

をつけましょう！ 

― 省エネ・節電のヒントを見つけてみませんか？― 

 

今年度も川上地域エコ活動委員会では環境家計簿を

夏・冬の時期に取り組みます。夏の実施月は 7月・

8 月・9 月の 3 ケ月です。検針票の使用量を、本年

度と昨年度を比べてみましょう。さらに「省エネチ

ェックシート」（ピンク色の用紙）に記入して、9月

末に組長さんに提出してください。 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

今年度の「夏の体験キャンプ」は 

8月 2日・3日・4日です！ 

― 下川町の子ども達との交流会の実施です ― 

 

今年度も「夏の体験キャンプ」を前田町町内会館、

秋葉町会館を使用して実施します。2 日のお昼に下

川の子どもたちが到着し、オリエンテーションの後、

名瀬の里山を体験学習します。3 日の「環境行動研

修」はハマウイングとみなとみらい三菱技術館を見

学します。恒例の「ウナシー散策」は 3日の午前中

で「岩崎果樹園」と「肥田牧場」を見学します。 

（川上地区体験キャンプ実行委員会） 

 

前田町町内会親睦バス旅行のお知らせ 

 

毎年恒例の前田町町内会の親睦バス旅行を行います。 

旅行日: 10月 7日(土)  

参加費: 大人 5,000円,小学生まで 3,000円 

満開の佐倉のコスモス公園で遊び、成田山新勝寺を

参拝、昼食は鰻に舌鼓をうち、午後は佐原の江戸情

緒の残る街並みを散策し酒造りの蔵を見学するとい

う日帰りバス旅行です。詳しくは、後日回覧するパ

ンフレッドをご参照ください。 

申込締切は 9 月 3 日(日)です。ご家族・ご近所で楽

しい日帰り旅行を是非ご満悦ください。 

問い合わせ:副会長 磯部まで 

 

会報 まえだ ３９９ 
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流しそうめん&少年少女  

レクリエーション大会 

 

３年に１度の「流しそうめん」開催時期となりまし

た。暑い夏、竹を流れるそうめんを涼やかな気持ち

で食しましょう。 

【日時】８月１９日(土) １１時集合１３時頃まで 

【場所】川上小学校グランド 

【持ち物】器・はし・飲み物 ※付け汁を持参も可 

※雨天決行(ただし、当日午前７時に警報が出ていた

場合は中止) 

「流しそうめん」と同時に、「ドッチビー」と「ペタ

ンク」も開催の予定です。ふるってご参加下さい。                      

（青少年指導員・スポーツ推進委員） 

 

町内さわやか清掃のご報告 

 

６月１８日（日）に町内さわやか清掃を実施しまし

た。皆さんのおかげで町内を綺麗にすることが出来

ました。ありがとうございました。 

引き続き、皆さんで綺麗な町内会にしていきましょ

う。お疲れさまでした。        （環境部） 

 

秋葉台公園の清掃を行いました 

 

６月 18 日（日）11 時町内さわやか清掃後に秋葉台

公園の清掃を行いました。 

6月と 12月が前田町の当番月になっております。当

日 A.B.C 班の組長、組長以外の方、NPO.秋葉町環

境事業部の方多数の参加をいただき短時間で清掃活

動を終わる事が出来ました ありがとうございまし

た。              （沼田副会長） 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

『買い物に行く時は冷蔵庫の中を確認しよう』 

冷蔵庫の中の食材を確認することによって、無駄な

買い物をしなくてすみます。      （環境部） 

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

6月 5日（月）10：00～ 秋葉小スクールゾーン対策協議会 

6月 6日（火）10：00～ 品濃小学校づくり懇話会 

6月 7・8日（水）8：50～ 川上小体力テスト 

6 月 13 日（火）9：00～ 川上小「まちとともに歩む学校づ

くり懇話会」 

6月 13日（火）10：00～川上小キッズ 29年度第 1回評議会 

6月 17日（土）10：00～ 川上地区連合「エコ講座」 

（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ集会所） 

6月 19日（月）16：00～ 秋葉小中合同地域懇話会（秋葉中） 

6月 19日（月）18時～秋葉中学校区協働事業実行委員会総会 

6月 22日（木）9：00～ 秋葉中体育祭 

6月 23日（金）10：00～ 品濃小スクールゾーン対策協議会 

6月 24日（土）13：00～ 川上地区連合広報部会（※） 

6月 24日（土）14：00～ 川上地区連合役員会（※） 

6月 25日（日）14：00～ 防災委員会（※） 

6月 25日（日）15：00～ 役員会（※） 

7月 2日（日）12：30～ 役員・部長会（※） 

7月 2日（日）14：00～ 組長会（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

7月 3日（月）15：00～ 秋葉中学校区「地区懇談会」秋中 

7月 4日（火）14：00～ 「自治会町内会向け個人情報 

取り扱い」説明会 

7月 10日（月）14：30～ 秋葉中ファンド運営委員会 

7月 11日 (火) 13:00～  相和会定例会、健康体操 

7月 16日（日）10：00～ 「社会をあかるくする運動」 

川上地区の集い 秋葉町会館 

7月 22日（土）14：00～ 前田ハイツ夏祭り 

7月 23日（日）15：00～ 役員会（※） 

7月 29日（土）14：00～ 川上地区連合役員会（前田ハイツ） 

7月 29・30日（土日）18：00～ 前田町・グランドメゾン 

共催盆踊り 

8月 2～4日 13：00～ 下川町の子ども達との体験キャンプ 

8月 4日（金）5日（土） 18：00～ 名瀬第一町内会盆踊り 

8月 6日（日）12：30～ 役員部長会（※） 

8月 6日（日）14：00～ 組長会（※） 

 

会員の異動（６月受理分）総務部・広報部 

 

 

 

 

 

 

 
 

「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/

