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前田町盆踊り大会開催されました 

 

前田町町内会、グランドメゾン東戸塚自治会共催の

盆踊り大会が７月29日・30日の 2日間にわたって

前田町向山公園で開催されました。 

初日は開始と同時に雨が降り始め、開催時間を調整

しての開催となりました。 

翌日も雨の予報でしたが、なんとか雨に降られるこ

ともなく、多くの子供連れの方を中心に来場いただ

き、盛大に開催することができました。 

今年も会場横の道路を封鎖して、来場者に提供し、

模擬店の一部ではゴミを減らすため、リユース食器

をテスト的に使用しました。また今年特に力を入れ

た会場での踊りの部分では、子供達を含めた踊りの

輪ができ、参加者に好評でした。 

子供たちの太鼓打ち、キッズダンス、模擬店等も好

評でした。関係者の皆さんのご協力、本当にありが

とうございました。     （副会長 齊藤） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 開会式直後から雨脚が強まる（２９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 雨の中スケジュール変更して踊り実施（２９日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３０日は踊りの輪が広がった 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売店の列が公園外まで伸びた（３０日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大盛況の会場 このほか会場横の道路も封鎖して 

 会場の一部として使用（３０日） 

 

 

 

会報 まえだ ４００ 

 

 

 

http://maedacho.jp/


会報まえだが４００号を迎えました 

 

前田町町内会の「会報まえだ」が発行４００号を迎

えました。 

 

現在編集部には、昭和５９（１９８４）年１２月発

行の第八号（手書き・輪転機印刷）と、平成四（１

９９２）年２月発行の第９４号（ワープロ打ち）が

保管されています。これはいずれも当時の町内会会

長兼発行人であった木内義一氏のご家族より寄贈さ

れたものです。この時期すでに毎月発行の形が整っ

ていたようですので、初号は昭和５９（１９８４）

年の５月発行ではないかと推察されます。それから

３３年余りの年月を経てこの４００号にたどり着い

たことになりま

す。この間、初

代編集の木内義

一さん、２代の

田中敬之助さん

を経て、現在の

編集子に至って

おります。 

今回４００号発

行にあたり以下

のメッセージを

いただいており

ますので掲載い

たします。 

会報「まえだ」400号を記念して 

 会報「まえだ」が400号の発行を迎えるにあたり、

34年（単純に毎月発行したとして）の長期にわたり、

会報の発行に携われてきた皆様に心より感謝申し上

げます。 

 私が、会報「まえだ」に投稿始めてから 10 年以

上になりますが、一番印象に残っているのが、281

号（2006年 9月号）に初めて掲載された、「ストッ

プ温暖化シリーズ」の 6回に亘る原稿です。それが

前田町町内会で温暖化防止活動に取り組みきっかけ

になり、さらに川上地区連合町内会でのエコ活動へ

と広がっていきました。多摩川の源流に「水干」（山

梨県甲州市笠取山周辺）というところがあります。

東京都水道局の水源林管理事務所の方に案内してい

ただき見学したことがあります。「水干」は水滴が1

滴 1滴絞り出されていて、それが 138キロにも及ぶ

多摩川のスタートになっていました。今や、川上地

域のエコ活動は「多摩川」のような大河となって続

けられております。まさしく「会報まえだ」281 号

が「水干」の役割を果たしてくれました。 

 前田町町内会館に保存されている会報を見てみる

と、町内会の活動が一目でわかります。引き継がれ

てきたこと、今はなくなってしまっていること、新

しく生まれたことなどです。残念ながら創刊号はあ

りませんが、45号からファイルされており、前田町

町内会の歴史を感じます。  

前田町町内会 会長 高嶋威男 

 

 

会報「まえだ」４００号刊行おめでとうございます。 

昭和 59年の創刊以来、33年以上

の長きにわたり執筆・編集に携わ

れた方々のご労苦もさることなが

ら、「継続は力なり」素晴らしいこ

とです。 

さて、昭和 14 年 4 月、鎌倉郡から１町７か村が横

浜市に編集され「戸塚区」と「前田町」は誕生しま

した。以降、昭和 34 年の横浜新道（～上矢部）の

開通、55 年の東戸塚駅開業、62 年の地下鉄戸塚駅

開業、平成 13 年の湘南新宿ライン開通などの交通

網の発達により、戸塚区は栄え、大変便利な街とな

りました。 

私たちは、便利さは自然環境を犠牲に享受している

ことを時として忘れがちですが、前田町は町を挙げ

て環境活動に先駆的に取り組んでこられました。

「環境家計簿」、「エコドライブ講習」、「レク大会の

カーボンオフセット」、「廃食用油の回収」などの取

組は、「JICA「地球温暖化対策市民活動」の視察の

ため海外 4 か国の高官が前田町内会を視察（305

号）」や「平成 25年度地球温暖化防止活動環境大臣

表彰を受賞（357号）」と、国内外に高く評価されて



おります。また、カーボンオフセットの取組として

「緑豊かな下川町の森林の中に「前田町の森」を作

っていくのは夢ではないようです（318号）」は、平

成 25 年に北海道下川町と戸塚区の協定のもと「と

つかの森」として実現しました。 

会報「まえだ」は情報共有のツールの枠を飛び越え

て、前田町の取組や発展を見守り、励まし続けてき

たのですね。誕生日を同じくする前田町と戸塚区は

平成 31年 4月に 80周年を迎えます。今後も、前田

町の様々な取組が戸塚区そして国内外をリードし、

会報「まえだ」とともに発展し続けていくことを祈

念して400号へのお祝いの言葉とさせていただきま

す。         戸塚区長 田雑 由紀乃 

 

 

会報『まえだ』第 400号の発刊にあたり一言お祝い

の言葉を述べさせていただきます。 

400 号の発刊と言っても約 33～34 年の間続けてき

たことは素晴らし事だと思います、これもひとえに

諸先輩のご努力と皆様のご努力、協力が有ればこそ

だと思います。今から 10 年前ごろまではガリ版印

刷で大変なご苦労をされたと思います。その後はパ

ソコン等の発達により今のような素晴らしい会報が

できたのではないかと思います。それに加え編集者

のご苦労もあると思います、ますますこの素晴らし

い会報を500号600号とつづくことを期待していま

す。 

一町内会員として毎月会報『まえだ』を読むのを楽

しみにさせて頂いています。 

       川上地区連合町内会会長 田中 猛 

（前・前田町町内会長） 

 

前田町町内会会報４００号達成おめでとうござい

ます。私も１０年ほど前まで編集・発行に携わって

いたものですから、過去のことが懐かしく思い出さ

れます。 

最初は何を書けば良いのか困りましたが、行った行

事、これから実行する行事などを簡単に紹介するだ

けでは面白くないと考えました。 

例えば「何月何日、町内会レクリエーションで鎌倉

に行った、参加者５０名」 これではあまり面白く

ない。そこで私は「鎌倉のどのような道を通って、

どのような神社仏閣を巡ったのか、だれがどのよう

なことを言って笑わせたのか」など細かく書くよう

に気を付けました。 

後で参加しなかった人から「次回は私も必ず行きま

す」など聞かされ嬉しくなりました。 

町内でどのようなことをしているのかを知り、自分

も参加してみたい。そんな気にさせてくれるのが会

報です。会報をもっと活用しましょう。 

        前・広報部長 田中敬之助  

前田町町内会館 夏季休業について 

 

前田町町内会館事務所は８月１１日（金・祝）から

１６日（水）まで夏季休業といたしますので、みな

さまよろしくお願いします。 

 

前田町敬老会開催のお知らせ 

 

９月１８日(月・祝)１２時から１４時まで、前田町

町内会館にて敬老会を開催致します。 

本年度は昭和１７年１２月３１日迄に生まれた方に

ご案内状を送らせて頂いております。 

今年から実行委員会を立ち上げ、皆様に楽しんで頂

けるような企画を準備しておりますので是非ご参加

くださいませ！       （副会長 志賀） 

 

エコドライブ実践講習会のお知らせ 

 

 毎年、恒例になりました「エコドライブ実践講習

会」を本年度も開催します。つきましては、回覧に

て詳細をお知らせしますので、お仲間を誘って参加

してください。 

日時：9 月 11 日（月）13 時から、場所：神奈川日

産自動車（株）Ｒ1 東戸塚店 

募集人数：15組（名）、先着順とします。 

参加費：無料   （川上地域エコ活動委員会） 

 

食廃油回収実績報告 

 

6月実績 平成 29年度累計 

25 60 

単位：リットル（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

2017 下川町の子ども達との交流会 

  

 今年も、8 月 2 日（水）～4 日（金）の 3 日間、

北海道の下川町の子ども達6名が横浜に来て、川上

地区の子ども達と交流をする「体験キャンプ」を実

施しました。 

友好協定を締結してから7回目になります。前田町

内会からは4名参加しました。来年の1月の冬には、

川上の子ども達が、マイナス 20℃の下川町へ行き交

流をする「冬の体験キャンプ」を実施することにな

っております。  （川上地域エコ活動委員会） 

 

 



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）  

 

川上地区連合お楽しみ会 

「吹奏楽部演奏会」開催します 

 

今年のお楽しみ会は秋葉中学校の吹奏楽部の方々を

お招きして生演奏していただきます。 

日時：９月２３日（土） 

時間：10時開場 10時半開演 

（11時 15分終了予定） 

会場：秋葉小学校体育館 

★当日は直接会場へお越しください。 

★靴を入れるビニール袋とスリッパをご持参くださ

い。よろしくお願いいたします。 

(川上地区連合子ども会) 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

早朝ウォークラリー参加者募集のお知らせ 

 

前田町環境部では、前田町の集積所のごみの状況や

簡単な清掃を目的とした早朝ウォークラリーを開催

します。 

日 時：平成2９年９月２３日(土)〈小雨決行〉 

７時３０分～約１時間３０分 

集合時間・場所：７時３０分に向山公園に集合です。 

申込方法：詳細と申込書を回覧で回します。申込書

に必要事項を記入してください。(各組順番に参加し

ていただいている為、C・Dグループは 2名ずつ必

ず参加をお願いします。) 

この機会に町内の清掃や集積場所のごみの状況を一

緒に見て、ゴミについて一緒に考えてみませんか？ 

皆様の参加をお待ちしています。 

問い合わせ 環境部安井  (16時～19時) 

 

会務報告 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 21日（金）19：30～ 秋葉小防災拠点運営委員会 

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 24日（月）10：00～ 川上小防災拠点運営委員会 

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（※） 

 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

8月 19日（土）11：00～ 流しそうめん＆少年少女 

レクリェーション大会（川上小グランド） 

8月 26日（土）13：00～ 川上地区連合町内会広報部会 

8月 26日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会 

8月 27日（日）10：30～ 婦人部梨狩り（岩崎果樹園） 

8月 27日（日）14：00～ 防災委員会（※） 

8月 27日（日）15：00～ 役員会（※） 

9月 3日（日）14：00～合同役員部長会＆組長会（※） 

9月 11日（月） 13:00～ エコドライブ実践講習会 

9月 18日（祝） 12:00～ 敬老会（※） 

9月 20日（水）10：00～ 横浜市民防災センター見学 

 

会員の異動（７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/

