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平成21年4月5日（日）、前田町町内会館で町内会

総会が開催され、平成20年度の事業報告、決算報告

と会計監査報告、平成21年度の事業計画・予算案な

どが審議され、了承されました（次ページ参照）。 

また、平成２１年度には以下の皆様が役員に就任さ

れましたのでお知らせ致します。 

会 長  田中 猛  （Ａ－５） 

副会長  内島 実  （Ｂ－８） 

副会長  多田 耕治 （Ｄ－１） 

副会長  上田 肇  （Ｂ－１） 

副会長  重原 健次 （Ｇ－５） 

会 計  多田 富郎 （Ｃ－４） 

会 計  畠中 孝子 （Ａ－５） 

会計監査 大墨 伸明 （Ｂ－３） 

会計監査 石井 富子 （Ａ－２） 

 

 

 

 

 

４月１２日に開

催された今年の

子供神輿は、曇

り空から太陽が

顔を出し初夏の

ような晴天に恵

まれ、たくさん

の子供達が参加してくれました。元気なワッショ

イ！の掛け声と共に前田町内を巡り、日枝神社にお

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。来年も

たくさんのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

グランドメゾン東戸塚のすぐ近くにできた前田町向

山公園。私たち近隣の人達は遊びに、スポーツに、

また憩いの場として有意義に使わせて貰っています。 

愛護会では、昨年度より草取りや清掃などを実施し、

公園の美化に努めてまいりました。立て看板なども

作りましたが、犬や猫などのつれ込みなどは禁止さ

せてもらっています。皆さん方にもご協力の程をお

願い致します。 

４月４日（土）には草取りとタケノコ掘りで楽しみ

ました。勿論戸塚土木事務所の許可を受けて実施し

たものです。参加者２５名。今後も続ける予定です

が、今後参加を希望される方は、愛護会に登録して

下さい。草取りなども一緒にやりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 まえだ ３０１ 

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されましされましされましたたたた    会長会長会長会長    

子供神輿参加子供神輿参加子供神輿参加子供神輿参加ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    子供会子供会子供会子供会    

前田町向山公園愛護会前田町向山公園愛護会前田町向山公園愛護会前田町向山公園愛護会のののの活動活動活動活動    

前田町向山公園愛護会前田町向山公園愛護会前田町向山公園愛護会前田町向山公園愛護会    



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２０２０２０２０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２１２１２１２１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２０

年度予

算 

平成２０年

度決算 

平成２１年

度予算 

会費  4,284,000 4,136,760 4,284,000 

地域活動推進費 896,000 896,000 896,000 

防犯灯維持管理費補助

金 
266,200 266,200 266,200 

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 825,000 874,740 900,000 

寄付金・祝金 1,100,000 1,003,926 1,000,000 

会館使用料 150,000 166,000 170,000 

利息・その他 1,000 2,246 2,000 

前年度繰越金 48,523 48,523 76,396 

収
入
の
部 

収入合計 8,057,123 8,630,795 8,080,996 

会議費 182,000 140,600 121,000 

事務費 728,800 836,458 840,000 

人件費 470,000 440,000 480,000 

会館光熱水費 120,000 133,772 133,000 

会館修繕費 70,000 48,510 70,000 

その他 638,000 306,091 303,000 

事
務
費 

事務費小計 ① 2,208,800 1,905,431 1,947,000 

環境整備事業費 20,000 20,000 15,000 

安全・安心環境づ

くり事業費 
570,000 862,452 380,000 

社会教育事業費 930,000 936,500 1,055,000 

レクリエーション費 880,000 1,067,598 850,000 

福利厚生事業費 470,000 440,945 535,000 

その他 996,000 1,012,891 1,276,000 

支
出
の
部 

事
業
費 

事業費小計 ② 3,866,000 4,340,386 4,111,000 

補助対象経費 ①＋②＝③  6,074,800 6,245,817 6,058,000 

  防犯灯維持管理費 460,000 528,087 565,000 

  町の防犯組織活動費 300,000 220,385 250,000 

補助事業費小計 ④ 760,000 748,472 815,000 

寄付金 200,000 80,410 100,000 

その他 290,000 279,700 285,000 

特別会計繰入金 700,000 1,200,000 450,000 

そ
の
他 

その他小計 ⑤ 1,190,000 1,560,110 835,000 

次年度繰越金 ⑥ 42,323 76,396 372,996 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 8,057,123 8,630,795 8,080,996 

 

特別会計 平成20年度 

 前年度繰越  13,714,886円 利息 4,784 

 特別会計繰入 1,200,000円 一般会計繰入 700,000円 

次年度繰越 14,219,670円 

 

 

 

 

 

 

５月２３日（土）川上小学校体育館にて 

１８:００～１９:３０ドッヂビー 

１９:３０～２１:００中学生以上のソフトバレー 

を行います！ 体

育館履き、飲み物

持参の上多数ご参

加下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸塚区の青少年指導員と子供会が主催する「第９回

ﾁｬﾚﾝｼﾞ・ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」が開催されます。 

「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。参加費無料。当日、直接会場にいらして下

さい。詳しくは青指 山ノ内までお問い合わせくだ

さい。 

日日日日    時時時時 ５月１７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 

 

 

 

 

 

 

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

あがった団子を置いておきますので、試してみて下

さい。 

日日日日    時時時時： ５月２７日（水）10:00～12:00 

場場場場    所所所所： 前田町町内会館  参加無料 

持参持参持参持参品品品品： 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） 

＊ 尚、事故防止のため、取り扱いには十分にご

注意下さい。 お問い合わせ：保健部上原ま

で 

 

運動不足解消運動不足解消運動不足解消運動不足解消にににに！！！！    爽爽爽爽やかやかやかやかスポーツスポーツスポーツスポーツ        体育指導委員体育指導委員体育指導委員体育指導委員    

身体身体身体身体とととと頭脳頭脳頭脳頭脳でででで２０２０２０２０種目種目種目種目にににに挑戦挑戦挑戦挑戦しようしようしようしよう！！！！    

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ・・・・フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル        青少年導委員青少年導委員青少年導委員青少年導委員    

これであなたともさよならねこれであなたともさよならねこれであなたともさよならねこれであなたともさよならね………………………………    

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    



 

 

 

役職・部 氏名 組名 

顧問 木内 義一 Ｇ－３ 

    村山 幸一 Ｃ－４ 

    内嶋 脩雅 Ｇ－３ 

相談役 田中 敬之助 Ｅ－２ 

    内島 政子 Ｃ－４ 

会長 田中  猛 Ａ－５ 

副会長 内島 実 Ｂ－８ 

    多田 耕治 Ｄ－１ 

    上田  肇 Ｂ－1 

    重原 健次 Ｇ－５ 

会計 多田 富郎 Ｃ－４ 

    畠中 孝子 Ａ－５ 

会計監査 大墨 伸明 Ｂ－３ 

    石井 富子 Ａ－２ 

総務 部長 桜井 眞代 Ｅ－９ 

  副部長     

広報 部長 竹内 敏浩 Ａ－２ 

  副部長 相原  博 Ａ－１ 

環境 部長 安井 友朗 Ｇ－４ 

  副部長 服部 真由美 Ｂ－６ 

防犯 部長 高嶋 威男 Ｃ－４ 

  副部長     

防災 部長 熊谷 直子 Ｄ－７ 

  副部長 北原 万里子 Ｇ－５ 

    市村 敏夫  Ｂ－７ 

    佐々木エイ子 Ａ－１ 

福祉 部長 上田 協子 Ｂ－1 

  副部長 北橋 弘子 Ｃ－３ 

保健 部長 上原 恵美子 Ａ－３ 

  副部長 遠藤 登喜子 Ｂ－1 

福利厚生 部長 鈴木 英勝 Ｅ－２ 

  
（民生委

員） 
鈴木 浄元 Ｄ－５ 

    寺尾 伸子 Ｆ－５ 

    対馬 美知子 Ｅ－１ 

  
（主任児童

委員） 
田中 靖子 Ｂ－８ 

交通 部長 斉藤 鉄男 Ａ－１ 

  副部長 高野 三郎 Ｄ－２ 

青体指 部長 山ノ内 尊雄 Ａ－４ 

  副部長 宇津木 延男 Ｂ－８ 

婦人 部長 塚田 良枝 Ｃ－４ 

  副部長 根岸 知子 Ｅ－９ 

長寿会 会長 内島 吉蔵 Ｂ－８ 

  副会長 河口 清 Ｂ－５ 

    大登 タカ Ｃ－１ 

子供会 会長 禾木 奈津恵  Ｄ－８ 

  会長補佐 鍋田 浩美 Ｇ－１ 

消防団 部長 小澤 勇 Ｃ－２ 

  班長 高沢 和雄 Ｇ－１ 

  副班長 内島 光義 Ｂ－４ 

 

 

 

 

 

“ひったくり”の被害が前田町、秋葉町で多くなっ

て来ています。ひったくり被害に合わないたために

次のことに注意しましょう。 

１．バイク盗にあわないよう保管を厳重に！   

ひったくりの犯人は、バイクを盗んで犯罪に及

んでいます。先ずはバイクを盗まれないように

しましょう。 

２．バック等は車道側の反対に持つようにすること

と、自転車の前籠には網等をかけるようにしま

しょう！ひったくりは、車道側と自転車のむき

出しの前籠が100％被害に合っています。 

３．夜の帰宅時は後方から来るバイクに注意しまし

ょう！ひったくりは夜７時から夜１２時までの

帰宅時に100％被害に合っています。特にバス

を降りてから狙われております。 

（防犯部長 高嶋 威男） 

 

 

 

 

 

前田町ゴルフ愛好会『りんどう会』第8回コンペを

4月21日（火）タクエーカントリークラブで開催い

たしました。天候にも恵まれ参加者（１9名）一同、

一日を楽しく過ごしました。 

今回の成績は次の通りです。 

優勝  高橋 嘉武 

      （GROSS 95 HDCP 22.8 NET 72.2） 

準優勝 田中 猛 

      （GROSS 86 HDCP 13.2 NET 72.8） 

三位  金沢 和生  

      （GROSS 94 HDCP 20.4 NET 73.6） 

 

※  次回は10月27日

（火）の予定ですので

多数の方の参加をお待

ちしております。 

 

 

 

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度のののの役員部長役員部長役員部長役員部長    会長会長会長会長    

「「「「ひったくりひったくりひったくりひったくり」」」」からからからから守守守守るるるる術術術術                        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    



 

 

 

 

芝刈り隊は、４月５(日)・１９(日)と活動しました。

まだ芝刈りというよりも雑草取りの段階です。しか

し、前回は「タケノコ掘り」というお土産付でした。

自然を相手にしていると予期せぬプレゼントにも遭

遇します。５・６月も第１・３日曜日の９時から行

ないます。軽い気持ちでご参加下さい。 

 

芝刈り隊長 山ノ内(青少年指導員) 

 

 

              芝の育ちが悪いとこ

ろをつついて柔ら

かくします 

 

 

 

 

 

 

 

タケノコも！ 

 

 

 

 

 

 

4月6日（月）10：00～ 川上・秋葉・品濃 

各小学校入学式 

6日（月）12：30～ 秋葉中学校入学式 

  12日（日）10：00～ 子供神輿（町内会館・ 

日枝神社他） 

19日（日） 9：00～ 川上連合町内会役員会 

（秋葉町町内会館） 

  19日（日）10：00～ 川上連合町内会総会  

（秋葉町町内会館） 

  19日（日）14：00～ わくわくサポート隊総会 

（秋葉町町内会館） 

  21日（火）6：00～ 町内会「りんどう会」 

ゴルフコンペ（タクエーゴルフクラブ） 

  26日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 

 （前田町町内会館） 

5月  3日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会 

（前田町町内会館） 

  3日（日）14：00～ 前田町町内会組長会 

（前田町町内会館） 

 

 

 

5月10日（日）13：30～ 戸塚区制70周年 

記念式典 （戸塚公会堂） 

5月23日（土） 9：00～ 秋葉小運動会（秋葉小) 

5月23日（土）10：00～ 川上連合町内会役員会  

5月23日（土）13：00～ わくわくサポート隊 

役員会（秋葉町町内会館） 

5月23日 (土) 18:00～ 爽やかスポーツ（川上小） 

5月27日 (水) 10:00～ ゴキブリ団子講習会 

（前田町町内会館） 

5月31日（日）17：00～ 前田町町内会役員会 

（前田町町内会館） 

6月 7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 

（前田町町内会館） 

 

 

 

 

転入                           

 

 

 

 

 

 

転出                           

 

 

 

住所変更                           

 

 

 

 

 

 

 

 

前田町写真同好会フォト若葉会では下記の通り作品

展を開催いたします。 

お問い合わせ 代表 磯部 

日日日日    時時時時：5月9日（土）～10日（日）10時～17時 

場場場場    所所所所：前田町町内会館 

 

 

「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  

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

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（（（（４４４４月受理分月受理分月受理分月受理分））））            総務部総務部総務部総務部・・・・広報部広報部広報部広報部    

「気持ち良い！ 地球に優しい！ 芝生を大切に！」 

向山公園向山公園向山公園向山公園    芝刈芝刈芝刈芝刈りりりり隊隊隊隊活動中活動中活動中活動中！！！！    

フォトフォトフォトフォト若葉若葉若葉若葉    第第第第１０１０１０１０回回回回写真展写真展写真展写真展のごのごのごのご案内案内案内案内    


