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林文子（横浜市）市長のぬくもりトーク開催 

 

 4 月 24 日（金）11 時～12 時、前田町町内会館に於いて、横浜市の林文子市長との意見交換会を行いました。

当日のテーマは「地域の絆、地域で取り組むエコライフ」で、川上地域で取り組んでいる様々なエコ活動に携わ

っている 15 人と、今回のためにわざわざ北海道下川町から担当の高原氏が参加して実施されました。市長が特

に関心を示されたことは、「子どもの教育がいかに大切か」という事と、「2008 年からの様々な取り組みに対し

て」でした。今後は横浜市のモデル地域として、益々「地球温暖化対策」に努力していく所存です。これからも

皆様のご協力をお願いします。 

                       

（川上地域エコ活動委員会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴキブリ団子講習会のお知らせ 

            保健部・婦人部 

 

ゴキブリ団子作りを今年も下記の通りに行ないます。 

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、お試しく 

ださい。 

 

 日 時：５月２７日（水）１０時～１２時 

 場 所：前田町町内会館  参加費無料 

 所持品：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。ご自身の分とそれ以外に２～３パック

持参いただけると助かります。） 

 

問合せ：保健部 井上まで     

 

 

 

 

 

 

 

早朝ウォークラリー報告  

 

３月２１日(土)に環境部主催の早朝ウォークラリー

を開催しました。町内の集積所の状況を見ていただ

き、ゴミ拾いをしながらゴミについて考えていただ

きました。 

今後も開催していく予定です。ふるってご参加くだ

さい。また、６月には町内さわやか清掃を開催いた

し ま す 。 よ ろ し く お 願 い い た し ま す 。            

環境部 

 

会報 まえだ ３７３ 
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子どもみこし開催しました！ 

 

４月２６日（日）は好天にも恵まれ、多くの子供た

ちが公園に集まりました。 

みこし、樽みこし２台、太鼓みこしの４台を、小さ

なお子さんは保護者のサポートを受けながら担ぎ、

町内を回りました。 

 

 

 

 

 

相和会・交通部・防犯部や、氏子の皆様にもご協力

いただき、無事に巡行を終えることができました。

町内の皆様にも、暖かい目で見守っていただきまし

たこと、改めて御礼申し上げます。みなさまありが

とうございました。  

  （子ども会：佐藤 相和会：内島） 

 

 

ヨコハマ３Ｒ夢(スリム)！ 

～ゴミのマナー講座～ 

 

『牛乳パックは洗って資源回収に出しましょう』 

 資源回収に出すことにより、牛乳パック６枚でト

イレットペーパー１個分になります。 

環境部 

 

 

３年に 1度の開催 

サバイバル・レンジャー！ 第３弾！青体指部 

 

今年は川上小で開催します。「ダンボールで基地を

作り、ミッションを遂行せよ！」 

【開催日時】 

＜集合＞ ６月１３日(土) 集合：午後 

＜解散＞ ６月１４日(日) 解散：9:00 

【集合場所】川上小学校 体育館前 

【開催場所】川上小学校 体育館その他 

【申込方法】内容の詳細、申し込み方法につきまし

ては、追って「前田町・秋葉町子供会」、「川上小・

秋葉小放課後キッズクラブ」等でお知らせ致します。 

※6/13(土)にはペタンクも実施予定です。 

青体指部 山ノ内 

 

 

写真展のお知らせ 

 

前田町写真クラブ「フォト若葉」では、今年も町内

会館を会場に、「第１６回写真展」を開催いたします。 

 

【日時】 ５月２３日(土) ～２４日（日） 

１０時～１７時（２４日は１６時まで） 

【場所】前田町町内会館 

 

未熟な私たちグループの作品展ですが、ご覧下さり

ご批評など頂きますよう一同心よりお待ち申し上げ

ます。 

お問い合わせは代表の小宮山さん（Ａ-４）まで 
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前田町町内会 平成 2６年度決算 

並びに平成 2７年度予算  

項目 
平成 26年度予算 平成 26年度決算 平成 27年度予算 

（単位 円） 

収
入
の
部 

会費  6,192,000 6,127,460 6,156,000 

地域活動推進費 1,225,000 1,225,000 1,190,000 

防犯灯維持管理補助金 261,800 248,600 248,600 

防災組織活動奨励費 280,000 280,000 272,000 

その他の補助金 100,000 50,000 50,000 

広報配付謝金 385,000 358,360 374,000 

事業収入 900,000 832,035 850,000 

寄付金・祝金 700,000 613,000 650,000 

会館使用料 150,000 85,000 100,000 

利息・その他 350,000 409,638 300,000 

前年度繰越金 3,230,549 3,230,549 3,609,091 

収入合計 13,774,349 13,459,642 13,799,691 

支
出
の
部 

事
務
費 

会議費 150,000 193,640 300,000 

事務費 800,000 864,505 777,000 

人件費 960,000 940,000 995,000 

会場借上費 0 0 0 

会館光熱水費 200,000 251,186 260,000 

会館修繕費 800,000 376,819 350,000 

その他 350,000 404,624 350,000 

事務費小計 ① 3,260,000 3,030,774 3,032,000 

事
業
費 

環境整備事業費 1,500,000 1,328,565 250,000 

安全・安心環境づくり 

事業費 
510,000 520,168 560,000 

社会教育事業費 623,000 629,000 858,000 

レクリエーション費 1,300,000 824,709 1,100,000 

福利厚生事業費 540,000 523,173 585,000 

文化事業費 0 43,953 200,000 

その他 800,000 875,360 865,000 

事業費小計 ② 5,273,000 4,744,928 4,418,000 

補助対象経費 ①＋②＝③  8,533,000 7,775,702 7,450,000 

  防犯灯電力料・新設修繕・維持管理費 450,000 482,837 400,000 

  町の防犯組織活動費 600,000 549,012 1,000,000 

補助対象外経費 ④ 1,050,000 1,031,849 1,400,000 

そ
の
他 

寄付金 25,000 20,000 20,000 

祝儀等 150,000 123,000 150,000 

特別会計繰入金 900,000 900,000 900,000 

その他小計 ⑤ 1,075,000 1,043,000 1,070,000 

次年度繰越金 ⑥ 3,116,349 3,609,091 3,879,691 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 13,774,349 13,459,642 13,799,691 

 

 

 

 

 

 



会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

4月 18日（土）12：30～ 戸塚区環境事業推進員 

委嘱式（戸塚公会堂） 

4月 19日（日）10：00～ 川上地区連合町内会定期

総会（秋葉町町内会館） 

4月 19日（日）11：00～ 川上地区連合町内会 

広報部会（秋葉町町内会館） 

4月 20日（月）13：30～ 戸塚区連合町内会連絡会

（戸塚区役所 9階） 

4月 24日（金）11：00～ ぬくもりトーク（※） 

4月 25日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

役員会（秋葉町町内会館） 

4月 26日（日）10：00～ 子どもみこし 

               （向山公園～町内） 

4月 26日（日）16：00～ 役員会（※） 

4月 26日（日）17：30～ 新旧役員・部長会 

                   （丸勝） 

5月 6日（祝）12：30～ 役員・部長会（※） 

5月 6日（祝）14：00～ 組長会（※） 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

5月 11日（月）14：30～ 秋葉中ファンド 

運営委員会設立準備会（秋葉中学校会議室） 

5月 30日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

            役員会（秋葉町町内会館） 

5月 31日（日）16：00～ 役員会（※） 

6月 7日（日） 12：30～ 役員・部長会（※） 

6月 7日（日） 14：00～ 組長会（※） 

 

 

転入・転出届をお出しください 

 

春から夏にかけては一年で一番引っ越しの多い時期

になります。転入・転出があった場合には、町内会

の各組組長さんまでお知らせください。みなさまの

ご協力をお願いします。（総務部・広報部）  

 

 

会員の異動（４月受理分）総務部・広報部 

 

＜転入＞ 

 

 

 

 

＜転出＞ 
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＜編集後記＞ 

普段はＡ４用紙両面に情報びっしりで編集後記など

を入れ込む余地はありませんが、今回は久しぶりの

４頁建てのため余裕があり、前田町の旧地名のコラ

ムを入れてみました。町内会館には古い絵地図が残

されていて、興味深いものがあります。郷土の歴史

を残しておくことは大切だと思いながらも、なかな

か前に進めず残念な限りです。竹 

 
 

「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 

町内会ＨＰ http://maedacho.jp/ 

コラム 前田町の地名 

 

前田町内には以前以下のような地名（小字）が

あったといいます。今はどのあたりが該当する

のかわからないものも多いのですが、ご存知の

方いらっしゃいますでしょうか？ 

 

原田（ はらだ） ／ 阿らす・ 荒洲（ あらす）  

そうじ前 ・総仕舞（ そうじまい）／  

上ノ山 かみのやま ／ 

樋の内・樋ノ内（ ひのうち）／  

松原（まつばら）／八日谷（？）／  

平右エ門下 （？）／堂屋敷（ どうやしき）  

向山（むかいやま）／向谷（ むかいだに）／  

さいむじ谷・さいむし谷（さいむしやと）／ 

大谷（おおやと）／寺ノ谷（てらのやと）／ 

寺谷（てらのやと）／田中（たなか） 
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