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町内会総会開催されました 会長 

 

4月 15日（日）14時から、前田町町内会総会を町内

会館で開催しました。委任状提出を含め 107名の代

議員が出席され、各議案の審議をいただきました。 

 

結果、すべての議案が承認されましたので、改めて

皆様にお知らせいたします。なお、平成 29年度決算

並びに平成 30年度予算についての詳細は、この会報

中面に掲載しております。        会長 

 

 

子供神輿会を開催します 

 

先月の会報にてお知らせしました「子供神輿会」が、

今年から５月に変更され（昨年まで４月開催）、 

５月２０日（日）に開催されます。 

 

 
 

本年度より小さいお子さん達が楽しく参加出来る様

に軽量ダンボール製の御神輿を導入・製作しました。 

法被の貸出もあり、素敵な写真が撮れると思うので

親御さんも是非！ご参加ください。 

 

詳しい案内は回覧板、掲示板にて確認してくださ

い！（雨天中止、未就学児は保護者同伴、汗拭き用

のタオルを持参ください） 

 

前田町の元気な子供達は午前１０時に向山公園に集

まってください！子供たちはもちろん、お母さん、

お父さんも積極的に参加、お手伝いをお願いします。 

   副会長 斎藤 

 

ゴキブリ団子作りを開催します（再掲） 

 

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 18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。） 

（婦人部、保健部） 

 

 

敬老会ご登録のお願い  

 

 今年９月１７日（月・敬老の日）に開催される前

田町町内会、敬老会への新規・参加希望者登録を開

始致します。詳しくは回覧板、掲示板の御確認くだ

さい。 

本人又は同居親族以外の代理登録は致しておりま

せんので、希望する方は各組長さんまで申し出てく

ださい。なお、敬老会のご案内状は８月に配布する

予定です。        実行担当役員・志賀 

 

 

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） 

会報 まえだ ４０９ 
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前田町町内会   平成 29年度決算並びに平成 30年度予算  
       

   
   

【一般会計収支】   （単位：円） 

項  目 29年度予算 29年度決算 30年度予算 

収
入
の
部 

前年度繰越金 5,282,775 5,282,775 4,535,432 

会費 4,968,000 4,963,500 5,220,000 

地域活動推進費 1,050,000 1,050,000 1,015,000 

防犯カメラ設置補助金 ─ ─ 324,000 

防災組織活動奨励費 240,000 240,000 232,000 

その他の補助金 50,000 50,000 50,000 

広報配布謝金 330,000 335,328 319,000 

事業収入 800,000 767,500 750,000 

寄付金・祝金 550,000 567,000 560,000 

会館使用料 125,000 109,000 120,000 

利息・その他手数料収入 600,000 889,390 40,000 

収 入 合 計 13,995,775 14,254,493 13,165,432 

支
出
の
部 

事
務
費 

会議費 240,000 249,830 105,000 

事務費 922,000 1,095,963 1,067,500 

人件費 1,405,000 1,454,600 1,405,000 

会館光熱水費 215,000 210,086 210,000 

会館維持修繕費 1,360,000 1,347,049 506,000 

その他 260,000 238,164 241,000 

事務費小計① 4,402,000 4,595,692 3,534,500 

事業費 

環境整備事業費 144,000 63,914 151,000 

安全安心環境づくり 

事業費 
490,000 446,507 455,000 

社会教育事業費 604,000 576,405 566,000 

レクリエーション費 1,812,500 1,505,916 1,330,000 

福利厚生事業費 635,000 529,189 635,000 

文化事業費 50,000 19,800 40,000 

その他 675,000 675,000 652,500 

事業費小計② 4,410,500 3,816,731 3,829,500 

補助対象経費①+②=③ 8,812,500 8,412,423 7,364,000 

  
防犯カメラ設置費用 ─ ─ 1,164,000 

町の防災組織活動費 450,000 349,478 300,000 

補助事業費小計④ 450,000 349,478 1,464,000 

  
祝儀等 90,000 57,160 60,000 

特別会計繰入金 900,000 900,000 500,000 

その他小計⑤ 1,010,000 957,160 560,000 

次年度への繰越金⑥ 3,723,275 4,535,432 3,777,432 

支出合計③+④+⑤+⑥ 13,995,775 14,254,493 13,165,432 

      
      



 

 

【特別会計収支】 
項  目 29年度予算 29年度決算 30年度予算 

収
入 

前年度繰越金   ─ 5,482,476 6,385,696 

利息   ─ 3,220 3,220 

一般会計からの繰

入れ 
  ─ 900,000 500,000 

収入合計   ─ 6,385,696 6,888,916 

支
出 

次年度繰越金   ─ 6,385,696 6,888,916 

支出合計   ─ 6,385,696 6,888,916 

      
【財産目録】       

科 目 摘 要 金 額 

資
産
の
部 

  現    金     332,294 

  預    金 
  

  

    普 通 貯 金 
  

4,248,138 

    普 通 貯 金 （特別会計） 
 

3,385,696 

    定 期 貯 金 （特別会計）   3,000,000 

資産の部 合計     10,966,128 

負
債
の
部 

  前 受 金 町内会会館使用料 45,000 

    (平成30年4月～平成31年3月分）   

負債の部 合計     45,000 

正
味
財
産 

  一 般 会 計 
  

4,535,432 

  特 別 会 計     6,385,696 

正味財産 合計     10,921,128  

     

 

4月 15日開催の総会において承認された、29年度決算と 30年度予算です。 

 

 

サンパチェンスいっぱいの街づくり 

サンパチェンスの苗を無料配布します 

 

 地球温暖化の原

因にもなっている

ＣＯ2 を普通の花

の数倍の吸収力と

水打ち効果も抜群

のサンパチェンス

を今年は無料配布

します。苗を 5月～6月に植えると 12月中旬まで花

が楽しめます。この機会にぜひサンパチェンスを植

えてみましょう。配布については下記の通りです。 

 

記 

配布日時：平成 30年 5月 26日（土）、10時～12時 

場  所：前田町町内会館前 

注意事項：配布は原則 1世帯 2株までとします。事

前の申し込みは在りませんので、当日直接来てくだ

さい。なお数に限りがありますので早めにおいで下

さい。 

※なお、株数、受け取り時間等ご相談に応じます。

高嶋あて連絡下さい。 

問合せ：前田町町内会 高嶋 

 

 

 

さわやかスポーツ「ペタンク」 

 

日時：5月 19日(土) 10時～12時 

場所：川上小学校校庭（雨天時は体育館予定ですが、 

使用できない場合は中止）  

ペタンクは年齢に関係なく楽しめる、南フランス発

祥のスポーツで、ルールも簡単です。 

6月 16日（土）、7月 21日（土）も同じ時間、場所

で開催予定。    (川上地区スポーツ推進委員) 



 

 

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） 

 

 

第２５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２０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  

 

 

 

食廃油 回収実績報告 

 

３月実績 平成 29年度累計 

30 275 

リットル 

平成２９年度の食廃油回収実績は 275Ｌでした、平

成２５年 340Ｌ、平成２６年 280Ｌ、平成２７年260

Ｌ、平成２８年290Ｌでした。 

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） 

会務報告 会長    ※＝前田町内会館  

 

4月  5日（木）10：00～ 秋葉・川上・品濃小学校入学式 

4月  5日（木）13：30～ 秋葉中学校入学式 

4月 11日  (水)  12:30〜   相和会総会、お花見会 

4月 15日（日） 12：30～ 役員部長会（※） 

4月 15日（日） 14：00～ 前田町町内会総会（※） 

4月 15日（日） 15：00～ 新組長会議（※） 

4月 22日（日）10：00～ 川上地区連合町内会総会 

4月 22日（日） 11：00～ 川上地区連合町内会役員 

・広報部員懇親会 

4月 28日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会 

4月 29日（日）14：00～ 防災委員会（※） 

4月 29日（日）15：00～ 役員会（※） 

5月  6日（日） 12：30～ 役員部長会（※） 

5月  6日（日） 14：00～ 組長会   

 

今後の予定 会長  ※＝前田町内会館 

 

5月 11日（金）11：00～ 若葉会 

5月 11日（金）13：30～ 相和会定例会、健康体操 

5月 18日（金）10：00～ サロンひまわり 

5月 26日（土）9：00～ 川上小 運動会 

5月 26日（土）14：00～ 川上地区連合町内会役員会 

5月 27日（日）15：00～ 役員会（※） 

6月 3日（日）12：30～ 役員部長会（※） 

6月 3日（日）14：00～ 組長会（※） 

6月 11日(月)   13:30〜  相和会定例会、健康体操 

 

会員の異動（４月受理分）総務部・広報部 

 

＜転入＞ 

 

 

 

＜転出＞ 

 

 
 

「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/

