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４月１１日（日）初夏のような天気に恵まれ、無事

に子供みこしが開催され、多くの子供達が参加して

前田町内を元気一杯みこしを担ぎ歩いて日枝神社に

参拝しました。 

町内の皆様、ボランティアの方、たくさんのご協力

を頂きありがとうございました。来年も多数のご参

加をお待ちしております。 （子ども会 濱下さん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 まえだ ３１３ 

子供子供子供子供みこしごみこしごみこしごみこしご協力協力協力協力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    

                                                                        子子子子どもどもどもども会会会会    

 



 

 

 

 

４月１７日（土）午後２時から前田町町内会館で、昨

年７月から１２月の６月間、町内会全世帯で実施した

「環境家計簿の取組み」の集計が終わり、その成果を

発表するとともに、コンテストで成績上位者の表彰を

行った。 

成果は、６ケ月間でＣＯ2 の削減率２．７８％で、残

念ながら昨年８月の途中の削減率１４．３％をはるか

に下回った。ＣＯ2 の削減量は１４，１３８Ｋｇであ

った。なお、入力世帯数は５８１世帯、そのうち６ケ

月入力世帯は２３１世帯で、大変多くの会員が参加し

ていただいた。 

 

 

来賓の方からは、こうした前田町町内会の取組みは、

横浜市だけでなく、神奈川県だけでもなく、オールジ

ャパンを代表するものだとの賛辞をいただいた。 

 コンテスト表彰者は以下の通りで、総合の部門の表

彰者には「戸塚区長賞」が手渡された。またコンテス

トの他に、今回の環境家計簿の配布、回収に尽力して

いただいた組長さんの特別表彰も行われた。賞品には

「地域地消券」が授与された。表彰者は以下の通り。 

 

＜＜＜＜コンテストコンテストコンテストコンテスト＞＞＞＞    

総合の部：Ｄ－７組 熊谷さん、Ｅ－１組 太田さん 

電気の部：Ｂ－４組 山根さん、Ｃ－９組 斉藤さん、

Ｅ－１組 細谷さん 

ガスの部：Ｃ－１組 新井さん、Ｃ－３組西野さん 

Ｄ－５組 田尾さん 

水道の部：Ａ－４組 森岡さん、Ｅ－６組 近藤さん、

Ｇ－１組 高味さん 

＜＜＜＜特別表彰特別表彰特別表彰特別表彰＞＞＞＞    

貢献組長：Ｄ－１組 岡野さん、Ｂ－２組 大木さん、

Ｃ－１０組 高須さん 

 

表彰式の後は、表彰され

た人の代表による、体験

の話があった。総合から

は熊谷さん、電気からは

斉藤さん、水道からは森

岡さん、組長からは大木

さんが話され、今後のエ

コライフの取組みに大

変参考になった。 

（推進責任者 高嶋 

威男さん） 

講演する熊谷さん 

 

 

 

 

 

ゴキブリ団子作りを下記のとおりに行います。皆様

のご参加を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。 

日日日日    時時時時：５月２１日（金）10：00～12：00 

場場場場    所所所所：前田町町内会館  参加無料  

持参品持参品持参品持参品：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 

てください。ご自分の分とそれ以外に２～

３パック持ってきて頂けると助かります） 

問合問合問合問合せせせせ：婦人部 塚田まで 

 

 

 

 

戸塚区の青少年指導員と子供会が主催する恒例「チ

ャレンジ・フェスティバル」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１６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    
保健部保健部保健部保健部・・・・婦人部婦人部婦人部婦人部    

第第第第１０１０１０１０回回回回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    

前田町町内会前田町町内会前田町町内会前田町町内会ＣＯ－ＤＯＣＯ－ＤＯＣＯ－ＤＯＣＯ－ＤＯ３０３０３０３０推進事業推進事業推進事業推進事業    

成果発表会成果発表会成果発表会成果発表会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました    



 

平成２２年４月４日に前田町町内会総会が開催され、

平成２１年度決算および平成２２年度予算が承認さ

れましたのでお知らせいたします。決算および予算

数値に関しては以下の通りです。 

 

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２２２２１１１１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２２２２２２２２年度予算年度予算年度予算年度予算        

項目 

（単位 円） 

平成２１

年度予

算 

平成２１年

度決算 

平成２２年

度予算 

会費  4,284,000 4,148,760 4,212,000 

地域活動推進費 896,000 896,000 896,000 

防犯灯維持管理補助金 266,200 292,600 292,600 

街の防災組織活動費 204,800 204,800 204,800 

広報配付謝金 281,600 281,600 281,600 

事業収入 900,000 904,681 916,000 

寄付金・祝金 1,000,000 1,019,000 900,000 

会館使用料 170,000 148,000 150,000 

利息・その他 2,000 730,429 250,000 

前年度繰越金 76,396 76,396 638,478 

収
入
の
部 

収入合計 8,080,996 8,702,266 8,741,478 

会議費 121,000 150,060 135,000 

事務費 840,000 846,361 595,000 

人件費 480,000 445,000 445,000 

会場借上費 0 0 2,000 

会館光熱水費 133,000 132,927 135,000 

会館修繕費 70,000 24,895 170,000 

その他 303,000 458,123 328,000 

事
務
費 

事務費小計 ① 1,947,000 2,057,366 1,810,000 

環境整備事業費 15,000 15,000 0 

安全・安心環境づ

くり事業費 
380,000 507,550 440,000 

社会教育事業費 1,055,000 1,069,000 1,260,000 

レクリエーション費 850,000 1,265,305 1,400,000 

福利厚生事業費 535,000 525,313 500,000 

その他 1,276,000 1,206,735 1,176,000 

支
出
の
部 

事
業
費 

事業費小計 ② 4,111,000 4,588,903 4,776,000 

補助対象経費 ①＋②＝③  6,058,000 6,646,269 6,586,000 

  防犯灯維持管理費 565,000 535,199 565,000 

  町の防犯組織活動費 250,000 221,855 250,000 

補助事業費小計 ④ 815,000 757,054 815,000 

寄付金 100,000 0 0 

祝儀等 285,000 260,465 290,000 

特別会計繰入金 450,000 400,000 450,000 

そ
の
他 

その他小計 ⑤ 835,000 660,465 740,000 

次年度繰越金 ⑥ 372,996 638,478 600,478 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 8,080,996 8,702,266 8,741,478 

 

 

昨年から川上長作公園から堀進んでおります下水道

工事現場の見学会を下記要領で実施いたします。 

日日日日    時時時時：２０１０年５月２９日（土） 

場場場場    所所所所：川上長作公園から、栄処理区川上第二雨水

幹線下水道整備工事を見学 

募募募募    集集集集：２０名程度 小学４年生以上 

（小学生の場合は保護者同伴。深さ２６ｍ（建物９

階分）を階段で降りて、トンネルの中を６００ｍほ

ど歩きます） 

申込申込申込申込みみみみ：町内会長までお願いします 

 

 

 

本年度は５年に一度の国勢調査を実施する年となっ

ており、１０月１日の時点で全世帯への調査が行わ

れます。この国勢調査の調査員につきまして、行政

より推薦の要請が町内会にあり、５月中に回答する

予定です。主な業務内容は事務打ち合わせ出席の他、

パンフレット、調査票の配布、回収などで、報酬は

１調査区（平均５０世帯）で４万円程度が標準とな

っています。ご自身あるいはご近所で推薦に該当す

る方がいらっしゃいましたら、まずは町内会長まで

取り急ぎご連絡をお願いいたします。 

 

 
 

消防団第3分団8班（前田町防災部）に新型積載車

が納入されました。4月17日に伊東団員（東戸塚キ

リスト教会牧師）により、積載車の交通安全と前田

町が、あらゆる事故、災害から守られるようお祈り

を行いました。当日は金子分団長と多田副会長にも

ご出席頂きました。 

消防団（防災部）では、一緒に防災活動をして頂け

る方を募集しております。 （防災部 内嶋さん） 

 

 

新緑の候、気持ちも良く、皆さん防犯に対し気持ち

がゆるむ季節です。４月中下旬には、前田町に隣接

している秋葉ハイツで「空き巣と車上ねらい」が発

前田町内会総会前田町内会総会前田町内会総会前田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    下水道工事見学会参加者募集下水道工事見学会参加者募集下水道工事見学会参加者募集下水道工事見学会参加者募集    会長会長会長会長    

「「「「空空空空きききき巣巣巣巣とととと車上車上車上車上ねらいねらいねらいねらい」」」」にににに注意注意注意注意！！！！！！！！    防犯部防犯部防犯部防犯部    

国勢調査員推薦国勢調査員推薦国勢調査員推薦国勢調査員推薦のおのおのおのお願願願願いいいい    会長会長会長会長    

消防団第消防団第消防団第消防団第3333 分団分団分団分団8888班班班班（（（（前田町防災部前田町防災部前田町防災部前田町防災部））））にににに    

新型積載車新型積載車新型積載車新型積載車がががが納入納入納入納入されましたされましたされましたされました    防災部防災部防災部防災部    



生しました。マンションなどの集合住宅の1階部分

は特に注意して下さい。戸締りをするのは勿論です

が、補助錠の取り付けをお薦めします。また人目の

ない奥まった駐車場では、車上あらしに注意しまし

ょう。 

相変わらず「振り込めサギ」が戸塚区で多発してま

す。警察情報では、金井高校、平沼高校の卒業生名

簿が使われているようです。家族に卒業生の居る家

庭は要注意です。またＮＴＴ電話帳に女性名で登録

している家もターゲットになっています。注意しま

しょう。 

いずれにしても、不審な場合は戸塚警察（862-0110）

へ電話しましょう。    （防犯部 高嶋さん） 

 

 

 

 

 

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。 

問合問合問合問合せせせせ 小宮山さん 

日日日日    時時時時：5月22日（土）～23日（日）10時～17時 

場場場場    所所所所：前田町町内会館 

 昨年の模様 

 

 

 

前田町ゴルフ愛好会『りんどう会』では、第10回コ

ンペを４月２０日（火）伊豆にらやまカントリーク

ラブで開催いたしました。悪天候のなか参加者（１6

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  近 藤 克 己 

      （GROSS 84 HDCP 10.8 NET 73.2） 

準優勝 田 中   猛 

      （GROSS 92 HDCP 16.8 NET 75.2） 

三位  金 沢 和 生  

      （GROSS 97 HDCP 21.6 NET 75.4） 

※  次回は10月 26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。 

 

 

 

 

4月17日(土)14：00～CO-DO30成果発表会 （※） 

4月18日(日) 8：30～川上連合町内会役員会 

（秋葉町町内会館） 

4月18日(日)10：00～川上連合町内会総会 

（秋葉町町内会館） 

4 月 20 日(火) 6：00～前田町町内会ゴルフコンペ 

（伊豆韮山カントリークラブ） 

4月24日（土）10：00～川上連合町内会役員会（※） 

4月24日（土）11：00～わくわくサポート隊総会（※） 

4月29日(木）17：00～前田町町内会役員会（※） 

5月 9日（日）12：30～前田町町内会役員部長会（※） 

5月 9日（日）14：00～前田町町内会組長会（※） 

※＝前田町町内会館 

 

 

 

5月14日（金）10：00～ 町内会福祉部 ひまわり

遠足 （根岸森林公園） 

5月21日（金）10：00～ ゴキブリ団子講習会 

               （前田町町内会館） 

5月22日（土）10：00～ 川上連合町内会役員会 

 （秋葉町町内会館） 

5月22日（土）11：00～ わくわくサポート隊 

役員会 （秋葉町町内会館） 

5月22日（土）17：00～ 川上小学校学校開放 

委員会総会 （秋葉町町内会館） 

5月29日（土）17：00～ 前田町町内会役員会 

 （前田町町内会館） 

6月 6日（日）12：30～ 前田町町内会役員部長会 

（前田町町内会館） 

6月 6日（日）14：00～ 前田町町内会組長会 

 （前田町町内会館） 

 

 

 

 

＜転入＞ 

 

 

＜転出＞ 

 
 

 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。 
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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結果結果結果結果    

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    

フォトフォトフォトフォト若葉若葉若葉若葉    第第第第１１１１１１１１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    


