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役員の欠員補充について 

 

 兼ねてより、役員の欠員で町内会の運営をしてき

ましたが、この度、副会長2名を総会にて承認され

ましたのでお知らせします。但し、任期は残り 1年

です。 

新しく補充しましたのは、 

副会長、遠藤 学さん（Ｄ－3組） 

志賀 久美子さん（Ｄ－9組） です。 

従って平成 28 年度は、会長、副会長 6 名の体制で

町内会活動を円滑に進めて参りますのでよろしくお

願いします。              （会長） 

 

 

子供お神輿会 

 

4月24日(日)に開催予定して居りました子供お神輿

会は、残念ながら雨天中止となりました。 

しかしながら、前日よりお神輿組み立て等の事前準

備にご協力頂きました相和会、子供会、交通部、日

枝神社、並びに他関係者の皆様、たいへんお世話に

なりありがとうございました。前田町のお子さん

達！！来年も開催しますので、大勢参加して下さい。 

 

 

町内さわやか清掃のお知らせ 

 

今年度も町内さわやか清掃を下記の通り実施いたし

ます。 

日時：６月１９日 日曜日 午前中<雨天決行> 

清掃の詳細は６月組長会と会報並びに回覧にてお知

らせいたします。 

問い合わせ：環境部 安井さんまで 

 (16時～19時まで) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度 食廃油回収実績報告 

― 回収状況は減少傾向です ― 

単位：リットル 

４月～２月累計 ２月実績 平成２７年度累計 

225 35 260 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

平成 27 年度の食廃油回収実績は 260 リットルでし

た、平成 25 年は 340 リットル、平成 26 年は 280

リットルでしたので右肩下がりの傾向にあります。 

理由はいろいろあると思いますが、まだ知られてい

ないこともあると思いますので、もう一度ＰＲをい

たします。先ずは、今年から毎月会報「まえだ」の

紙面で毎月の実績をお知らせしていますので、状況

をご覧ください。廃油の回収は町内会会館前に回収

ボックスを常設しています。廃油はペットボトルに

入れてそのままボックスに入れていただくだけでＯ

Ｋです。なお、回収した廃油はリサイクルされて、

新たに燃料として活用されています。 

         （川上地域エコ活動委員会） 

 

 

 

会報 まえだ ３８５ 
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ゴキブリ団子講習会のお知らせ 

          婦人部 

 

今年もゴキブリ団子講習会を下記の通り行います。 

皆様のご参加をお待ちしております。 

また、後日町内会館に完成したゴキブリ団子を 

置く予定です。 

  

日  時：5月 20日(金) 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)、 

プラスチッック の卵の容器(上下を切り離して下さ

い。ご自身が使用される分とそれ以外に 2～3 パッ

クご持参頂けますと大変助かります。) 

問い合わせ：婦人部 岡本さんまで  

 

 

 

 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

『収集日をしっかりと守ろう』 

収集日を守らない方がいます。守らないとゴミが集

積所に残され大変に困ります。収集日を守ってゴミ

を出してください。          環境部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真展開催します 

 

５月２１日（土）・２２日（日）１０時～１７時（２

２日は１６時まで）前田町町内会館で「前田町写真

クラブフォト若葉」の写真展が開催されます。 

             （Ａ－４ 小宮山） 

 

 

 

 

第七回九連合町内会 

グランドゴルフ大会開催のお知らせ 

 

 4 年目を迎える、九連合町内会によるグランドゴ

ルフ大会は今回が第7回目です。川上地区連合町内

会から毎年参加しております。今回も川上地区連合

町内会として参加したく下記のとおり参加希望者を

募集しております。 

開催日： 平成28年 5月31日（火）、 

雨天の場合、6月 2日（木） 

会 場： 横浜ＦＣ東戸塚フットボールパーク 

 ※横浜カントリー練習場横 

時 間： 受付：8時 30分～8時 50分、 

開会式：9時 00分 

問合せ： 前田町町内会長 高嶋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

前田町町内会 平成 2７年度決算 

並びに平成 2８年度予算  

項目 
平成 27年度予算 平成 27年度決算 平成 28年度予算 

（単位 円） 

収
入
の
部 

会費  6,156,000 5,657,500 5,040,000 

地域活動推進費 1,190,000 1,220,800 1,050,000 

防犯灯維持管理補助金 248,600 0 0 

防災組織活動奨励費 272,000 272,000 240,000 

その他の補助金 50,000 50,000 0 

広報配付謝金 374,000 385,000 330,000 

事業収入 850,000 842,125 850,000 

寄付金・祝金 650,000 628,000 600,000 

会館使用料 100,000 138,000 150,000 

利息・その他 300,000 763,526 300,000 

前年度繰越金 3,609,091 3,609,091 4,634,958 

収入合計 13,799,691 13,566,042 13,194,958 

支
出
の
部 

事
務
費 

会議費 300,000 133,196 170,000 

事務費 777,000 791,904 700,000 

人件費 995,000 881,000 1,000,000 

会館光熱水費 260,000 203,190 215,000 

会館修繕費 350,000 266,336 350,000 

その他 350,000 231,965 235,000 

事務費小計 ① 3,032,000 2,507,591 2,670,000 

事
業
費 

環境整備事業費 250,000 439,880 160,000 

安全・安心環境づくり 

事業費 
560,000 529,000 387,000 

社会教育事業費 858,000 928,000 570,000 

レクリエーション費 1,100,000 1,411,647 1,330,000 

福利厚生事業費 585,000 582,571 635,000 

文化事業費 200,000 80,814 50,000 

その他 865,000 765,000 675,000 

事業費小計 ② 4,418,000 4,736,912 3,807,000 

補助対象経費 ①＋②＝③  7,450,000 7,244,503 6,477,000 

  防犯灯電力料・新設修繕・維持管理費 400,000 89,287 90,000 

  町の防犯組織活動費 1,000,000 484,164 800,000 

補助事業経費小計 ④ 1,400,000 573,451 890,000 

そ
の
他 

寄付金 20,000 20,130 20,000 

祝儀等 150,000 193,000 70,000 

特別会計繰入金 900,000 900,000 900,000 

その他小計 ⑤ 1,070,000 1,113,130 990,000 

次年度繰越金 ⑥ 3,879,691 4,634,958 4,837,958 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 13,799,691 13,566,042 13,194,958 

 

４月１７日の総会で承認された、２７年度決算と２８年度予算です 

 

  



戸塚警察署からの防犯アドバイス 

 

平成 28年 No.１ 振り込め詐欺多発！ 

 

戸塚区内の昨年の振り込め詐欺の被害は、24件と一

昨年に比べ 23 件減少しましたが、被害額が１億円

余に上り一昨年より約１千万円増えており、昨年下

半期から多発傾向にあります。 

そこで、振り込め詐欺の犯人らのだましの手口など

を紹介しますので、家族全員で話し合い大切な財産

を守りましょう。 

 

【オレオレ詐欺】 

電話で息子や孫などを装い、 

・小切手（お金）の入っていた鞄を失くした 

・借金の保証人になった 

・仕事上のミス（書類の誤送付、紛失） 

・会社のお金を使って株を買った 

・不倫相手を妊娠させた 

などの名目で、身内を心配する高齢者の気持ちに付

け込んで、お金を振り込ませたり上司や同僚をか 

たって現金を直接受け取りに来ます。 

 

【架空請求詐欺】 

証券会社などをかたり「あなたには、債券を購入す

る権利があります。興味がなければ権利を譲ってく

ださい。」などと話を持ち掛け、後日、「インサイダ

ー取引」「金融庁が調査」「名義貸しは犯罪」「逮捕」

などと不安をあおり、トラブル解決名目で現金を送

らせたりします。 

だましの口実には、 

・名義貸しトラブル（個人情報抹消、債券購入、会

員権購入等） 

・サイト利用料（アダルトサイト閲覧等） 

が使用されています。また、 

・現金を送ることができない「ゆうパック、レター

パック、宅配便」等を使って現金を送るように指示 

・コンビニで電子マネー系を購入させ、購入用紙に

記載してある暗証番号等を FAX 送信や携帯電話で

連絡するよう指示 

するのが特徴です。 

 

【還付金等詐欺】 

電話で役所等の職員をかたり「役所の者です。医療

費（又は保険料）の過払いがあるのでお金が戻りま

す。今日が期限です。急いで近くのＡＴＭに行き、

着いたら今から言う番号に電話をしてください。」な

どと申し向け、言葉巧みにＡＴＭを操作させて犯人

の口座にお金を振り込ませます。 

※市区町村等が、医療費・保険料等の還付のためＡ

ＴＭを操作させることは、絶対にありません！高齢

者が携帯電話を使用しながらＡＴＭを操作している

場合は、「振り込め詐欺の被害者」と考え、声掛けと

警察への通報をお願いします！ 

神奈川県戸塚警察署   045-862-0110 

 

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

4月 24日（日）10：00～子供お神輿会（町内巡行） 

4月 30日（土）14：00～川上地区連合町内会役員会 

5月 1日（日）15：00～役員会（※） 

5月 8日（日）12：30～役員・部長会（※） 

5月 8日（日）14：00～組長会（※） 

4月 16日（土）17：00～ 

           川上小学校開放委員会総会 

 

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

5月 12日（木）13:30～  相和会定例会、健康体操 

5月 16日（月）14：30～ 秋葉中ファンド 

運営委員会 

5月 20日（金）13：30～ 横浜市温暖化対策 

推進協議会総会 

5月 28日（土）14：00～ 川上地区連合町内会 

役員会 

5月 29日（日）15：00～ 役員会（※） 

5月 30日（月）9：00～ 九連合町内会 

グランドゴルフ大会 

6月 5日（日）12：30～ 役員・部長会（※） 

       14：00～ 組長会（※）  

 

編集後記 

前田町の人口は平成２８年３月３１日現在で 

９,４９１人でした。 

１０年前の平成１８年３月末は５,９６３人でした

から、この１０年で約１．６倍になったことになり

ます。２０年前は５，６２５人でしたから、この十

年の増え方が際立ちます。 

道理で朝の東戸塚駅が混むわけだ。と妙に納得した

のでした。 
 

「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/ 

※町内会のホームページでは、これまでの町内会

の活動や町内会館の利用について、入会・退会の

手続きなどを確認いただけます 

http://maedacho.jp/

