
前田町町内会会報 第２８９号 平成２０年５月４日（日）発行 

発行者 会長 田中 猛 

  編集 竹内   

 

 

 

 

 

 

平成20年4月６日（日）、前田町町内会館で町内会総

会が開催され、平成19年度の事業報告、決算報告と会

計監査報告、平成20年度の事業計画・予算案などが審

議され、了承されました。 

 

 

 

 

ゴキブリ団子作りを下記のとおり行います。皆様のご

参加お待ちしております。また、町内会館に出来あが

った団子をおいておきますので、試してみてください。 

日時：5月28日（水）10：00～12：00 

場所：前田町町内会館   参加費無料 

持参：エプロン、ビニール袋（持ち帰り用）、プラス

チックの卵の容器（上下を切り離して下さい） 

※事故防止のため取り扱いには十分ご注意下さい。 

お問い合わせ：保健部片山まで  

 

 

 

 

今年の子供神輿は残念ながら天候に恵まれず、中止と

なりました。ただ、子供達の御神輿に代わって、“昔の”

子供達による“昔の子供”神輿が、雨の中、哀愁漂う

「ワッショイ」のかけ声と共に前田町内を短縮ルート

で巡り、日枝神社をお参りしてきました。 

ボランティアのお父様方、町内会の皆様、たくさんの

ご協力を本当にあり

がとうございました。

来年は晴れることを

願い、またたくさん

のご参加をお待ちし

ております。 

（子ども会 

山内さん） 

 

 

 

前田町では消防団員を募集中です。団員の高

齢化が進んでいることもありますので、皆様

のご協力をお願いします。自薦・他薦いずれ

でもかまいません。直接会長の田中までご連

絡下さい。 

前田町町内会前田町町内会前田町町内会前田町町内会    平成平成平成平成１１１１９９９９年度決算年度決算年度決算年度決算    

並並並並びにびにびにびに平成平成平成平成２０２０２０２０年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案        

項目 

（単位 円） 

平成１９

年度予

算 

平成１９年

度決算 

平成２０年

度予算 

会費  4,284,000 4,261,500 4,284,000 

地域振興協力費 896,000 896,000 896,000 

防犯灯維持管理費補助

費 
213,400 220,000 266,200 

防災組織活動奨励費 204,800 204,800 204,800 

広報配付謝金 281,600 281,600 281,600 

事業収入 960,000 813,010 825,000 

寄付金・祝金 1,170,000 1,167,210 1,100,000 

会館使用料 200,000 167,000 150,000 

一般会計繰入・利息他 1,362,470 1,499,839 1,000 

前年度繰越金 210,213 210,213 58,523 

収
入
の
部 

収入合計 9,782,483 9,721,172 8,067,123 

会議費 180,000 164,580 182,000 

事務費 773,800 788,785 728,800 

人件費 475,000 470,000 470,000 

会館光熱水費 120,000 120,350 120,000 

会館修繕費 100,000 261,050 70,000 

その他 338,000 343,484 638,000 

事
務
費 

事務費小計 ① 1,986,800 2,148,249 2,208,800 

環境事業費 40,000 40,000 20,000 

安全・安全事業費 670,000 574,104 570,000 

社会教育事業費 1,380,000 1,393,500 930,000 

レクリエーション費 880,000 1,092,153 880,000 

福利厚生事業費 470,000 478,409 470,000 

その他 1,226,000 579,000 996,000 

支
出
の
部 

事
業
費 

事業費小計 ② 4,666,000 4,157,166 3,866,000 

補助対象経費 ①＋②＝③  6,652,800 6,305,415 6,074,800 

  防犯灯維持管理費 485,000 651,334 460,000 

  町の防犯組織活動費 500,000 791,400 300,000 

補助事業費小計 ④ 985,000 1,442,734 760,000 

寄付金 681,600 704,000 200,000 

その他 285,000 220,500 290,000 

特別会計繰入金 1,000,000 1,000,000 700,000 

そ
の
他 

その他小計 ⑤ 1,966,600 1,924,500 1,190,000 

次年度繰越金 ⑥ 178,083 58,523 42,323 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 9,782,483 9,721,172 8,067,123 

 

特別会計 平成19年度 

 収入 14,395,621円 支出   680,735円 

次年度繰越 13,714,886円 

 

会報 まえだ ２８９ 

前田町町内会総会前田町町内会総会前田町町内会総会前田町町内会総会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました            会長会長会長会長    

ゴキブリゴキブリゴキブリゴキブリ団子講習会団子講習会団子講習会団子講習会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    婦人部婦人部婦人部婦人部・・・・保健部保健部保健部保健部    

子供神輿子供神輿子供神輿子供神輿はははは雨雨雨雨でででで中止中止中止中止                                子供会子供会子供会子供会    

消防団員募集消防団員募集消防団員募集消防団員募集                                                                会長会長会長会長    



 

 

 

前田町写真同好会フォト若葉会では毎年この時期に会

員の日頃の写真に取り組む意欲を各自の目線で表現す

る作品展を開催し、今年は第９回となりました。一般

の方の作品も受け付けておりますのでお気軽にお申し

付けください。ご来場心からお待ちいたしております。 

お問い合わせ  

日日日日    時時時時：5月24日（土）～25日（日）10時～17時 

場場場場    所所所所：前田町町内会館 

 

 

 

 

 

戸塚区の青少年指導員と子供会が主催する「ﾁｬﾚﾝｼﾞ・

ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」が今年も開催されます。 

「スリッパ飛ばし」「大声だし」などの挑戦種目から、

「幅跳び」「ジャンプ」「握力」などの体力測定、「数字

書き」「記憶力」などの能力検定など約20種目に挑戦

できます。子供が中心ですが、保護者も参加できます。

入場無料です。ぜひ、ご参加ください。 

日日日日    時時時時 5月18日(日)9：00～13：00 

(受付は10：30まで) 

場場場場        所所所所 戸塚小学校(雨天時は体育館のみで開催) 

※体育館履きをご持参ください 

 

 

 

日頃より皆様には町内の防犯活動にご協力いただきあ

りがとうございます。 

さて、全国的に「振り込めサギ」が増加しています。

次から次へと新手の「振り込めサギ」が出てきており、

最近では、官庁や公共団体名を名乗り「還付金」の手

続きと偽ったサギが流行っています。 

防止策は皆様が気をつける以外にありません。特に、

お金を支払う前に、必ず近くの人に相談するか、お金

の請求先に確認の電話をすることです。すぐ行動をし

ないで下さい。      （防犯部 高嶋さん） 

 

 

 

 

4 月 15 日（火）に参加15名で行われたコンペの結果

は、優勝 岩崎誠さん、準優勝 近藤真知子さん、 

三位 金沢和生さんでした。 

 

 

 

4月7日（月）10時～川上・秋葉・品濃小学校入学式 

 〃    13時～ 秋葉中学校入学式 

4月20日（日）９時～ 川上連合町内会役員会 

  〃    10時～ 川上連合町内会定期総会 

  〃    11時～ 川上連合町内会広報部会 

  〃    13時～ 川上連合町内会 

わくわくサポート隊全体会議 

（上記いずれも秋葉町町内会館） 

4月27日（日）17時～ 前田町町内会役員会 

5月４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 

（上記いずれも前田町町内会館） 

 

 

 

 

5月17日（土）町内会バス旅行『駿河路の旅』 

5月24日（土）10時～川上連合町内会役員会 

 〃     13時~わくわくサポート隊役員会 

（ともに秋葉町町内会館） 

5月25日（日）17時～前田町町内会役員会 （内嶋宅） 

5月31日（土）13時～学校開放総会（前田町町内会館） 

6月 1日（日）12時30分～前田町町内会役員部長会 

  〃    14時～    〃    組長会  

（ともに前田町町内会館） 

 

 

 

３月の回収総量は21,810㎏でした。 

（子供会 岩崎さん） 

 

 

 

転入                           

 

 

 

 

 

転出                           

 

 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。 

会務報告会務報告会務報告会務報告                                                                    会会会会    長長長長    

資源回収報告資源回収報告資源回収報告資源回収報告（（（（３３３３月分月分月分月分））））                                子供会子供会子供会子供会    

今後今後今後今後のののの予定予定予定予定                                                                会会会会    長長長長    

会員会員会員会員のののの異動異動異動異動（（（（３３３３月分月分月分月分））））                        総務部総務部総務部総務部・・・・広報部広報部広報部広報部    

親子親子親子親子でででで挑戦挑戦挑戦挑戦！《！《！《！《第第第第８８８８回回回回ﾁｬﾚﾝｼﾁｬﾚﾝｼﾁｬﾚﾝｼﾁｬﾚﾝｼﾞ゙゙゙・・・・ﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾌｪｽﾃｨﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ》》》》    

青少年指導員青少年指導員青少年指導員青少年指導員    

振振振振りりりり込込込込めめめめサギサギサギサギにごにごにごにご注意注意注意注意                                    防犯部防犯部防犯部防犯部    

「「「「りんどうりんどうりんどうりんどう会会会会」」」」ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペのののの結果結果結果結果    

フォトフォトフォトフォト若葉若葉若葉若葉    第第第第９９９９回写真展回写真展回写真展回写真展のごのごのごのご案内案内案内案内    


