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平成２３年４月３日に前田町町内会総会が開催され、

平成２２年度決算および平成２３年度予算が承認さ

れました。決算および予算数値に関しては右表です。 

また、規約の一部改定（副会長の定員）、町内会館の

増改築、新役員の選任についても議決されました。 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度    前田町町内会役員前田町町内会役員前田町町内会役員前田町町内会役員    

会長会長会長会長                        田中田中田中田中    猛猛猛猛    （Ａ－（Ａ－（Ａ－（Ａ－５５５５））））    

副会長副会長副会長副会長（（（（筆頭筆頭筆頭筆頭））））    上田上田上田上田    肇肇肇肇    （Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－１１１１））））    

副会長副会長副会長副会長                    内島内島内島内島    実実実実    （Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－８８８８））））    

副会長副会長副会長副会長                    多田多田多田多田    耕治耕治耕治耕治（Ｄ－（Ｄ－（Ｄ－（Ｄ－１１１１））））    

副会長副会長副会長副会長                    重原重原重原重原    健次健次健次健次（Ｇ－（Ｇ－（Ｇ－（Ｇ－５５５５））））    

副会長副会長副会長副会長（（（（新任新任新任新任））））    田中田中田中田中    靖子靖子靖子靖子（Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－８８８８））））    

会計会計会計会計                        多田多田多田多田    富郎富郎富郎富郎（Ｃ－（Ｃ－（Ｃ－（Ｃ－４４４４））））    

会計会計会計会計                        畠中畠中畠中畠中    孝子孝子孝子孝子（Ａ－（Ａ－（Ａ－（Ａ－５５５５））））    

会計監査会計監査会計監査会計監査                大墨大墨大墨大墨    伸明伸明伸明伸明（Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－（Ｂ－３３３３））））    

会計監査会計監査会計監査会計監査                石井石井石井石井    富子富子富子富子（Ａ－（Ａ－（Ａ－（Ａ－２２２２））））    

    

 

 

 

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

完成した団子を置いておきますので、試してみてく

ださい。 

日 時：5月18日(水) １０：００～１２：００ 

場 所：前田町町内会館  参加費無料 

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パック持参いただけ

ると助かります。） 

問合せ：保健部 岡本まで 

 

 

 

最近会員の高齢化に伴い、６０歳以上の方の入会を

心よりお待ちしております。 

会員相互の親睦を図り、“健康・友愛・奉仕”を基本

に、「生活を豊かにする楽しい活動」「地域を豊かに

する社会活動」に取り組み、健康で生きがいのある

生活の実現と、高齢者の保健福祉の健全な発展に寄

与することを目的としています。皆様こぞってご応

募をお願い致します。 

応募先：河口 清 副会長まで  

 

 

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２２２２２２２２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２２２２３３３３年度予算年度予算年度予算年度予算        
項目 

（単位 円） 

平成２２年

度予算 

平成２２年

度決算 

平成２３年

度予算 

会費  4,212,000 4,117,260 4,284,000 

地域活動推進費 896,000 896,000 896,000 

防犯灯維持管理補助金 292,600 275,000 275,000 

防災組織活動奨励費 204,800 0 204,800 

広報配付謝金 281,600 281,600 281,600 

事業収入 916,000 814,003 812,000 

寄付金・祝金 900,000 883,000 850,000 

会館使用料 150,000 141,000 150,000 

一般会計繰入金 0 1,000,000 0 

利息・その他 250,000 199,105 150,000 

前年度繰越金 638,478 638,478 1,054,375 

収
入
の
部 

収入合計 8,741,478 9,245,446 8,957,775 

会議費 135,000 140,945 135,000 

事務費 595,000 602,855 590,000 

人件費 445,000 445,000 445,000 

会場借上費 2,000 0 0 

会館光熱水費 135,000 139,656 145,000 

会館修繕費 170,000 28,350 1,520,000 

その他 328,000 356,758 676,000 

事
務
費 

事務費小計 ① 1,810,000 1,713,564 3,426,000 

環境整備事業費 0 0 30,000 

安全・安心環境

づくり事業費 
440,000 1,136,804 520,000 

社会教育事業費 1,260,000 1,264,021 965,000 

レクリエーション

費 
1,400,000 1,208,564 710,000 

福利厚生事業費 500,000 493,585 525,000 

その他 1,176,000 1,306,470 676,000 

支
出
の
部 

事
業
費 

事業費小計 ② 4,776,000 5,409,444 3426,000 

補助対象経費 ①＋②＝③  6,586,000 7,123,008 6,889,000 

  防犯灯維持管理費 565,000 518,063 550,000 

  町の防犯組織活動費 250,000 0 0 

補助事業費小計 ④ 815,000 518,063 815,000 

寄付金 0 0 0 

祝儀等 290,000 100,000 265,000 

特別会計繰入金 450,000 450,000 450,000 

そ
の
他 

その他小計 ⑤ 740,000 550,000 715,000 

次年度繰越金 ⑥ 600,478 1,054,375 803,775 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 8,741,478 9,245,446 8,857,775 

 

 

 

前田前田前田前田町内会総会町内会総会町内会総会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    

会報 まえだ ３２５ 

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    

前田町相和会前田町相和会前田町相和会前田町相和会のののの会員会員会員会員をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています    



 

 

 

４月１７日の川上連合町内会総会で、当前田町町内

会の田中猛会長が連合の会長にも就任いたしました。 

 

 

 

前田町町内会として２０万円の義援金をＦＭとつか

経由でお送りしました。春のバス旅行及びこども神

輿の中止分も充当しています。ご協力に感謝します。 

 

 

 

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。 

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１５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。 

 

 

 

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 代表 小宮山 

日日日日    時時時時：5月14日（土）～15日（日）10時～17時

場場場場    所所所所：前田町町内会館 

 

 

 

大震災の影響で大幅な節電が言われております。そ

こでエアコンの使用削減を目指し，窓辺（庭先，ベ

ランダなど）に“ゴーヤ”などの植栽をお勧め致し

ます。縁側の照り返しやコンクリートのベランダな

どで壁の温度は夜間も相当高くなります。涼を取り

楽しく収穫も期待できます。病害虫にも強く育てや

すいようです。そろそろ苗がホームセンターなどに

出回る頃です。工夫やアイデアが有れば投稿下さい。 

 

 

 

町内会の皆様には、昨年１１月から「環境家計簿」

をつけていただきありがとうございました。組長さ

んのご尽力もあり、１７４世帯から提出いただきま

した。早速、横浜市地球温暖化対策課に届け、コン

ピューター入力と分析をしていただくことになって

います。そんな、前田町町内会のエコ活動を、明治

学院大学戸塚キャンパスで毎年行われている「とつ

か祭り」で紹介します。開催は５月２８日（土）・  

２９日（日）です。また、前田町町内会のエコ活動

については、戸塚区、横浜市から高い評価を受けて

おり、これからもモデル町内会としてエコ活動を継

続してまいりたいと思います。 

 川上地域エコ活動委員会事務局長 高嶋 威男 

 

4月16日（土）17：00～川上小 学校開放総会※ 

4月17日（日）13：00～川上連合町内会総会 

（秋葉町町内会館） 

4月19日（火） 6：00～「りんどう会」ゴルフ 

コンペ（函南ゴルフ倶楽部） 

4月23日（土）13：00～川上連合町内会役員会 

 （秋葉町町内会館） 

4月24日（日）17：00～前田町町内会役員会※ 

4月28日（木） 9：00～町内会館地デジ工事※） 

5月 8日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※ 

5月 8日（日）14：00～前田町町内会組長会※ 

※＝前田町町内会館 

 

5月18日（水）14：00～戸塚区連合町内会 

連絡会（戸塚区役所） 

5月28日（土）10：00～川上連合町内会 

役員会 （秋葉町町内会館） 

5月29日（日）17：00～前田町町内会役員会 ※ 

6月 5日（日）12：30～前田町町内会役員部長会※ 

6月 5日（日）14：00～前田町町内会組長会 ※ 

 

 

 

<<<<転入転入転入転入>>>>    

    

    

    

    

    

    

<<<<転出転出転出転出>>>>    

    

    

    

    
 

「会報まえだ」に関するご連絡は下記までどうぞ。 
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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（（（（３３３３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    

窓辺窓辺窓辺窓辺にににに植栽植栽植栽植栽をををを！！！！！！！！                        重原副会長重原副会長重原副会長重原副会長        

第第第第１１１１１１１１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    

写真展写真展写真展写真展のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

「「「「とつかとつかとつかとつか祭祭祭祭りりりり」」」」ででででエコエコエコエコ活活活活をををを紹介紹介紹介紹介    

川上連合町内会長川上連合町内会長川上連合町内会長川上連合町内会長にににに田中会長田中会長田中会長田中会長がががが就任就任就任就任    

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災へへへへ義援金義援金義援金義援金をををを拠出拠出拠出拠出しましたしましたしましたしました    


