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前田町 夏まつり 開催のお知らせ 

 

盆踊りから「前田町夏まつり」に衣替えしたお祭り

は、下記の通りグランドメゾン東戸塚自治会と共催

で開催します。 

日時：7月 28日(土)・29日(日) 

 17時 30分～20時 30分 

場所：前田町向山公園  

なお、駐輪場が狭いため、できるだけ徒歩でのご来

場をお願いします。       （副会長 縄） 

 

太鼓と踊りの練習のお知らせ 

（夏まつりにむけて）子供会  

保健部・婦人部 

前田町夏まつりにむけて、小学生を対象に太鼓と踊

りの練習を行います。 

《太鼓の練習日》 

7月 7日（土）14時～15時 30分 

7月 16日（月・祝）14時～15時 30分 

《太鼓と踊りの練習》 

7月 21日（土）14時～16時 

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※ 

・今年から練習参加は事前申し

込みに変更になりました。・夏まつり当日に、やぐら

で太鼓を叩けるには、太鼓の練習に二回以上参加さ

れた子供達のみになります。詳細は子供会回覧をご

覧ください。 

 

ヨコハマ３Ｒ夢 

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 30年 8月 11日(土)〈小雨決行〉７時

３０分～約２時間 

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、E・F・G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  

 

 

 

 

夏祭り踊りの練習のお知らせ 婦人部 

 

今年の婦人部の踊りの練習は  7 月 21 日（土）14

時〜16時 子供会との合同練習のみになります。人

数の把握をしたいので、ご参加いただける方はお手

数をおかけしますが下記までご連絡ください。 

ご参加お待ちしています。 

婦人部  熊洞（くまほら） 

 

「ヨガ教室のお知らせ」  婦人部 

 

川上地区連合町内会婦人部の主催でヨガ教室を開催

いたします。 

 9／26（水）10:30 〜11:30  場所: 前田町町内会館 

７月の組長会でお渡しする回覧をご参照の上、参加

申し込みをしてください。皆さんのご参加お待ちし

ています。            （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？― 

 

アメリカが離脱して話題になった「パリ協定」では

今世紀末の地球全体の気温上昇を 2℃以下に抑え、

さらに 1.5℃を努力目標にすることが採択されまし

た。そのために温室効果ガス発生を抑制することが、

各国に求められております。我が国も 2030年までに

2013 年比で 26％の削減の目標値が設定されており

ます。そのために私たち 1人 1人が省エネに取り組

む必要があります。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」（薄緑色の用紙）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） 

会報 まえだ ４１１ 
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今年度の「夏の体験キャンプ」は 8月 1日・2日・3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。1 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、

上品濃町にある（株）ファンケル研究所を見学しま

す。2 日の「環境行動研修」は上矢部町にある、再

生可能エネルギーだけで印刷をしている「大川印刷」

を見学します。また「舞岡公園小谷の里」では生活

体験をしてもらいます。恒例の「ウナシー散策」は

2 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） 

 

３年に 1度の開催 

サバイバル・レンジャー！ 第４弾！  

 

今年は川上小で開催します。段ボールハウス作りで

はありません。 

「校庭でのキャンプ体験、ミッションを遂行せよ！」 

【開催日時】 

＜集合＞９月２３日(土) 午後１時 

 ＜解散＞９月２４日(日) 午前９時 

【集合場所】川上小学校 グランド 

【開催場所】川上小学校 グランドその他 

【申込方法】内容の詳細、申し込み方法につきまし

ては、追って「前田町・秋葉町子ども会」、「川上小・

秋葉小放課後キッズクラブ」等でお知らせ致します。                  

（青体指部 山ノ内） 

 

町内さわやか清掃のご報告  

 

6月17日日曜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、お時間がある時に家の周りを掃除してい

ただき、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） 

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

6月 4日（月）16：00～ 秋葉小中合同地域懇話会 

6月 4日（月）17：10～ 秋葉小キッズ評議会 

6月 4日（月）18：00～ 秋葉中学校区学・家・地協働事業 

実行委員会 

6月 6・7日（水・木）8：45～ 川上小体力測定 

6月 12日（火）9：00～ 川上小街づくり懇談会 

6月 12日（火）10：00～ 秋葉小スクールゾーン対策協議会 

6月 15日（金）10：00～ 品濃小スクールゾーン対策協議会 

6月 18日（月）14：30～ 秋葉中ファンド運営委員会 

6月 21日（木）9：00～ 秋葉中体育祭 

6月 23日（土）13：00～ 川上地区連合町内会広報部会（※） 

6月 23日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会（※） 

6月 23日（土）16：00～ 夏祭り実行委員会（※） 

6月 24日（日）14：00～ 防災委員会（※） 

6月 24日（日）15：00～ 役員会（※） 

6月 26日（火）13：00～ 川上小スクールゾーン対策協議会 

7月 1日（日）12：30～ 役員部長会（※） 

7月 1日（日）14：00～ 組長会（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

7月 2日（月）15：00～ 秋葉中地区懇談会 

7月 3日（火）1：30～ 品濃小「まちづくり懇話会」 

7月 11日(水)  13:30〜  相和会定例会、健康体操 

7月 15日（日）10：00～ 社会をあかるくする運動 

（秋葉町内会館） 

7月 21日（土）14：00～ 前田ハイツ夏祭り 

7月 28日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会 

（前田ハイツ集会所） 

7月 28日（土）18：00～ 秋葉町夏祭り 

7月 28・29日（土・日）17：30～ 前田町夏祭り 

7月 29日（日）10：00～ 秋葉小防災拠点運営委員会 

（名瀬第一町内会館） 

8月 1日（水）～3日（金）13：00～ 夏の体験キャンプ 

（下川の子ども達との交流会） 

8月 3日（金）18：00～ 名瀬第一町内会盆踊り 

8月 5日（日）12：30～ 役員部長会（※） 

8月 5日（日）14：00～ 組長会（※） 

 

転入・転出 （6月受理分） 

 

 転入  

 

 転出  

 

 

「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/

