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前年に続いて発生件数は少ない！ 

～令和元年度刑法犯発生状況～  

 

平成 27 年度、28 年度と刑法犯発生件数は

20 台をしたまわりましたが、29 年度は若

干上回り 22 件で、令和元年度は昨年の 15

件から 1 件増えて 16 件でした。以前に比

べ大変低い水準になっています。これも

日ごろの夜間パトロール、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、なんと「振り

込め詐欺」が 4 件でした。「空き巣」「忍

び込み」は前年度は０でしたが、それぞ

れ 2 件ずつありました。令和 2 年度も皆

さんの高い防犯意識で、さらに犯罪の発

生を防ぎましょう。    （防犯部） 

 

 

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 8 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「地球

温暖化と私たちの未来！」と題して、国

立環境研究所地球環境センター副センタ

ー長江守正多先生にお話をいただきまし

た。今回の内容は、私たちの生活から排

出したＣＯ 2により地球温暖化が進み、今

世紀末には人類だけでなく多くの生物が

生きるかどうかの危機を迎えます。そん

な地球温暖化をもたらした私たちには 1

日も早くストップさせる責任があります。

そのためには私達一人一人ができること

をやることの大切さと、エネルギーは大

きな変換が求めれます。 

冬の体験キャンプ報告会では、今年 1 月

11 日～13 日の 2 泊 3 日で、北海道下川町

で冬の体験をした子ども達 17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） 

 

 

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 46回目を数える下川町の冬の風物史

「アイスキャンドル ミュージアム」で

冬の下川町を体験してきました。今年は

雪が例年に比べものすごく少なく、国道

は雪が溶けて、乾いたアスファルトが見

えるほどでした。また、気温もいつもは

顔が痛くなるほど寒さも厳しかったので

すが、今回は暖かく楽でした。 

一昨年から会場が街中に移り、街全体が

盛り上がっていました。今年は名物のア

イスキャンドルの灯る会場での焼肉パー

ティーはなくて、アイスキャンドルの灯

りを楽しもうという企画でした。周りに

火の気がないせいか、夜の風がとても肌

を刺す冷たさで長い時間立っていられな

いほどでした。また、スノーシューでの

森の散策は森で生活している生物の様子

が観察できました。特に、下川の町の樹

である「エゾトドマツ」はアイヌ語で「フ

ップ（できもの）」と呼ばれていてマツヤ

ニのとても良い香りが印象的でした。 

 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

消防団員募集中  

 

消防団は、普段は自分の職業や学業を持

ちながら、平常時には地域の防火・防災

の担い手として、また、災害発生時には、

消火・警戒などの消防活動を行い、地域

の防災リーダーとしての役割を担ってい

ます。 

近年、消防団員数は減少傾向にあり、高

齢化も進んでいることから、将来の担い

手となる若い団員の確保に取り組んでい

ます。 
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消防団員の身分は、非常勤特別職の地方

公務員です。入団資格は、年齢 18 歳以上

で横浜市に居住し、勤務し、又は在学し

ている人であれば、入団できます。 

入団について詳しくは戸塚消防署消防団

係まで 

 ☎045-881-0199 

 

第 30 回記念『りんどう会』 

ゴルフコンペのご案内  

 

お忙しい毎日をお過ごしのこととご推察

いたします。お変わりなくおいででしょ

うか、早いもので『りんどう会』も第 30

回目の開催となります。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

1.日時場所：令和 2 年 4 月 20 日（月）    

函南ゴルフ俱楽部   静岡県田方郡函南

町桑原高雄山 1315-2 ℡055-978-3220 

2.集合場所及び時間：「丸勝」の前に 5 時

50 分集合、6 時 00 分出発 （時間厳守）

今回も前回同様「丸勝」さんのご好意に

よりバスにて往復致します。 

3.参加費：  総額 約 13,000 円 

4.スタート時間： 箱根アウトコース 8

時 35 分スタート～5 組 

5．申込先：田中猛、近藤真知子 ℡にて

申し込み願います 

 

 

 

食廃油 回収実績報告   

 

1月実績 2019年度 累計 

35 285 

単位：リットル 

廃油の回収は町

内会会館前に回

収ボックスを常

設しています。

廃油はペットボ 

トルに入れてそ

のままボックス

に入れていただくだけでＯＫです。なお、

回収した廃油はリサイクルされて、新た

に燃料として活用されています。 

（川上地域エコ活動推進委員会） 

 

会務報告  会長    ※＝前田町内会館   

 

2月 4日（火）9時 30分～ 川上小 「まち」づくり懇話会 

2月 4日（火）10時 45分～川上小キッズ、学童クラブ評議会 

2月 4日（火）19時～ 戸塚区体育協会新春交流会 

2月 8日（土）10時 30分～環境講演会＆体験キャンプ報告会 

2月 10日（月）8時 25分～ 秋葉小感謝の会 

2月 14日（金）14時 50分～ 秋葉小 

かるがもクラブ運営協議会 

2月 14日（金）15時 30分～ 秋葉小地域懇話会 

2月 21日（金）18時～ 災害時要援護者支援事業説明会 

2月 22日（土）14時～ 川上地区連合町内会役員会 

2月 23日（日）14時～ 防災委員会（※） 

2月 23日（日）15時～ 役員会（※） 

2月 24日（祝）14時～ 横浜市IR説明会 

2月 28日（金）11時 30分～ 品濃小まちづくり懇話会 

3月 1日（日）12時 30分～ 役員部長会（※） 

3月 1日（日）14時～ 組長会（※） 

 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館  

 

3月 4日（水）14時～ 自治会町内会長感謝会 

3月 8日（日）10時～ 川上地区連合町内会決算報告 

3月 11日（水）9時～ 秋葉中卒業式 

3月 11日（水）13時 30分～ 相和会定例会、健康体操（※） 

3月 15日（日）15時～ 会計監査 

3月 16日（月）14時 30分～ 秋葉中ファンド委員会 

3月 19日（木）9時 30分～ 秋葉小卒業式 

3月 19日（木）10時～ 川上小卒業式 

3月 19日（木）10時～ 品濃小卒業式 

3月 22日（日）15時～ 役員会（※） 

3月 23日（月）18時 30分～ SDGs講演会 

3月 28日（土）13時～ 川上地区連合町内会広報部会 

3月 28日（土）14時～ 川上地区連合町内会役員会 

3月 29日（日）10時～ 総会資料配布 

4 月 11 日 (土 )12 時 30 分～相和会総会・お花見会 

4月 12日（日）12時 30分～ 役員部長会（※） 

4月 12日（日）14時～ 前田町町内会総会（※） 

4月 12日（日）15時～ 新組長会（※） 
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