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新役員の選任について 

 

４月１６日(日)に町内会館で開催されました前田町

町内会定期総会では、２８年度決算、２９年度予算

並びに新役員についての全議案が承認されました。

※決算・予算については中面参照のこと 

２９年度の新役員は以下の通りです。これからよろ

しくお願いします。 

 

会長  高嶋 威男 （Ｃ－４） 

副会長 斎藤 鉄男 （Ａ－１） 

副会長 遠藤 学  （Ｄ－３） 

副会長 志賀 久美子（Ｄ－９） 

副会長 縄 十九司 （Ｇ－４） 

副会長 磯部 洋  （Ｅ－２） 

副会長 沼田 敬男 （Ａ－１） 

会計  鈴木 亮子 （Ｅ－３） 

会計  前田 義弘 （Ｃ－４） 

監査  深田 俊夫 （Ｆ－７） 

監査  畠中 孝子 （Ａ－５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から、沼田さん、前田さん、鈴木さん、志賀さん、

遠藤さん、高嶋さん、斎藤さん、磯部さん、縄さん 

       （会長） 

 

 

 

 

 

 

 

子供お神輿会 

 

昨年は残念ながら雨で中止となりました子供お神輿

会ですが、４月２３日(日)の当日は快晴に恵まれて

の開催となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報 まえだ ３９７ 

 

 

 

http://maedacho.jp/


平成２８年度 食廃油回収実績報告 

― 回収量は下げ止まり ― 

単位：リットル 

４月～２月累計 ３月実績 平成２８年度累計 

270 20 290 

（川上地域エコ活動委員会） 

 

平成２８年度の食廃油回収実績は２９０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、平成２７年は２６０リットルでし

たので、今年度はやや持ち直した感があります。 

 

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ＯＫ

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） 

 

 

ヨコハマ３Ｒ夢
ス リ ム

！～ゴミのマナー講座～ 

 

『汚れている古紙は燃えるごみに捨てよう！』 

皆さんが美味しく食べたあとのピザの箱は油がつい

ているためはある程度小さくして古紙ではなく、燃

えるごみに捨てましょう。また、洗剤の箱も燃える

ごみに捨てましょう。（環境部） 

 

 

子どもの「見守りパトロール隊」募集！ 

 

最近、子供が通学や下校途中で連れ去られたり、交

通事故に合ったりする報道が多くなっています。前

田町町内会防犯部では、そのような被害から子供た

ちを守るために、子供たちの通学及び下校時に見守

る人材を募っています。毎日でなくても、週 1 回、

月 1回でも構いません。パトロール時に着用する防

犯グッズ（ベスト、腕章、帽子）は貸し出しします。

また、子供たちの下校時間なども事前にお知らせし

ます。ご協力いただける方は、防犯部長「伊藤」ま

で連絡下さい。（防犯部） 

 

 

ゴキブリ団子講習会のお知らせ 

          保健部 

 

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 19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：保健部 近藤 まで 

 

 

今年も下川のアスパラを販売します 

 

北海道の下川町もやっと雪が消えて、本格的に畑で

の野菜作りが始まります。毎年好評の「アスパラ」

（1キロ箱）を販売します。詳しくは、回覧を見て、

ご注文下さい。お楽しみに！！ 

（川上地域エコ活動委員会） 
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前田町町内会 平成２８年度決算 

並びに平成２９年度予算  
項目 

平成 28年度予算 平成 28年度決算 平成 29年度予算 
（単位 円） 

収
入
の
部 

会費  5,040,000 4,926,560 4,968,000 

地域活動推進費 1,050,000 1,050,000 1,050,000 

防犯灯維持管理補助金 0 30,800 0 

防災組織活動奨励費 240,000 240,000 240,000 

その他の補助金 0 0 50,000 

広報配付謝金 330,000 365,098 330,000 

事業収入 850,000 782,390 800,000 

寄付金・祝金 600,000 548,000 550,000 

会館使用料 150,000 116,000 125,000 

利息・その他 300,000 554,537 600,000 

前年度繰越金 4,634,958 4,634,958 5,282,775 

収入合計 13,194,958 13,248,343 13,995,775 

支
出
の
部 

事
務
費 

会議費 170,000 155,624 240,000 

事務費 700,000 953,307 922,000 

人件費 1,000,000 1,064,200 1,405,000 

会館光熱水費 215,000 206,525 215,000 

会館維持費 350,000 211,968 1,360,000 

その他 235,000 233,314 260,000 

事務費小計 ① 2,670,000 2,824,938 4,402,000 

事
業
費 

環境事業費 160,000 10,000 144,000 

安全・安心環境づくり 

事業費 
387,000 402,000 490,000 

社会教育事業費 570,000 570,000 604,000 

レクリエーション費 1,330,000 1,539,727 1,812,500 

福利厚生事業費 635,000 589,844 635,000 

文化事業費 50,000 19,200 50,000 

その他 675,000 675,000 675,000 

事業費小計 ② 3,807,000 3,805,771 4,410,500 

補助対象経費 ①＋②＝③  6,477,000 6,630,709 8,812,500 

  防犯灯維持管理費 90,000 39,590 0 

  町の防災組織活動費 800,000 300,269 450,000 

補助対象外経費 ④ 890,000 339,859 450,000 

そ
の
他 

寄付金 20,000 20,000 20,000 

祝儀金 70,000 75,000 90,000 

特別会計繰入金 900,000 900,000 900,000 

その他小計 ⑤ 990,000 995,000 1,010,000 

次年度繰越金 ⑥ 4,837,958 5,282,775 3,723,275 

支出合計 ③＋④＋⑤＋⑥ 13,194,958 13,248,343 13,995,775 

 

４月１６日の総会で承認された、２８年度決算と２９年度予算です 
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第１７回チャレンジ・フェスティバル 

 

毎年恒例となったこのイ

ベント!!「スリッパ飛ば

し」「大声だし」などの挑

戦種 目から、「幅跳び

(川上地区担当)」「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、たくさんの

子どもたちが大記録を目

指しチャレンジしていま

す。 

小学生が中心ですが、保

護者も参加できます。親子対決大歓迎です。入場無

料、お誘い合わせてになってご参加ください。 

【日 時】５月２１日(日)９時～ 

１３時(受付は１０時３０分まで) 

【場 所】戸塚小学校校庭・体育館(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。 

※問い合わせ 青少年指導員 

 山ノ内尊雄  

 

 

第九回九連合町内会 

グランドゴルフ大会開催のお知らせ 

 

5 年目を迎える、九連

合町内会主催による、

グランドゴルフ大会は

今回が九回目で、川上

地区連合町内会から毎

回参加しております。

今回も参加するため、

下記のとおり参加者を

募集します。 

 

開催日：平成 29年 5月 25日（木）、雨天の場合、6

月 1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：9時30分～9時 50分、 

開会式：10時 10分 

問合せ：前田町内会 

 会長 高嶋まで  

 

 

 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

4月  5日(水) 12:30～ 秋葉中学校入学式 

4月  5日(水) 10:00～ 秋葉・川上・品濃小学校入学式 

4月 11日(火)  12:30～  相和会総会並びにお花見の会※ 

4月 16日(日) 14:00～ 前田町町内会総会（※） 

4月 16日(日) 15:00～ 前田町町内会新組長会（※） 

4月 23日(日) 10:00～ 子供お神輿会（向山公園） 

4月 23日(日) 10:00～川上地区連合町内会総会 

＆広報部会 

4月 29日(土)  9:00～ 川上地区連合町内会役員会 

4月 29日（土）11：00～ 盆踊り実行委員会（※） 

4月 30日（日）14：00～ 防災委員会（※） 

4月 30日(日) 15:00～ 役員会（※） 

5月  7日(日) 12:30～ 役員部長会（※） 

5月  7日(日) 14:00～ 組長会（※） 

5月 7日（日） 15：00～ 敬老会実行委員会（※）  

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

5月 11日(木) 13:30～ 相和会定例会 

（介護全般に付いての講習会） 

5月 14日（日）10：00～ 若葉まつり（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾒｿﾞﾝ東戸塚） 

5月 22日（月）13：30～ 横浜市地球温暖化対策 

推進協議会総会（横浜情報文化センター） 

5月 25日（木）10：10～ 九連合グランドゴルフ大会 

（横浜ＦＣ東戸塚ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙﾊﾟｰｸ） 

5月 27日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会 

（秋葉町会館） 

5月 28日（日）15：00～ 役員会（※） 

5月 29日（月）14：30～ 秋葉中ファンド委員会 

（秋葉中学校） 

6月 4日（日） 12：30～ 役員部長会（※） 

6月 4日（日） 14：00～ 組長会（※） 

 

会員の異動（４月受理分）総務部・広報部 

 

 

 

 
 

「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/

