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PDF版 令和 2年 4月 11日

町内会だより 『まめど』      ４月号

大豆戸町内会 ☎（718）6558  Fax（718）6548 発行責任者：大豆戸町内会 

  菊名七丁目 8番 8号   会 長  𠮷 田  亙 

                               副会長     中島登志雄 

                                〃    福崎 克代 

〃    田 口  司

１ 2019年度 大豆戸町内会 定期総会開催のお知らせ（町内会より）

大豆戸町内会 規約 第16条により、下記のように総会を開催する予定です。万障お繰り

合わせの上、ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

また、今後の新型コロナウイルス感染症の影響や 

行政からの指導があった場合には、今年度の総会を 

書面にてご承認をいただく書面開催とする可能性が 

あります。この場合、委任された組長さんに書面評決書の 

提出をしていただきます。会員の皆様には、町内会館の 

2階に 2019年度総会の議案説明を閲覧（予定 4/26～）できるよう 

準備いたします。変更時には、改めて皆様にお知らせさせていただきます。 

大変ご迷惑をおかけしますがご理解ご協力をお願いいたします。 

日 時 令和 2年４月 26日（日）13：30より予定 

場 所 大豆戸町内会館 2階 菊名七丁８番８号 

☎（718）6558 Fax（718）6548 

議 案 

（1）2019年度 事業活動報告、決算報告および監査報告について  

  （2）2020年度 事業計画（案）および予算（案）について  

  （3）大豆戸町内会役員の一部改選（案）について  

（4）ご不幸の対応の規定（案）について 

（5）その他   

  上記、議案をご審議の上ご承認をお願い申し上げます。 

◎役員の紹介 ◎表彰（感謝状贈呈）  

大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙 役員一同 

お願い：定期総会に出席できない会員さんは、委任状の提出をお願いいたします。

委任状には、世帯主の氏名とご家族の人数をご記入ください。委任状は、広報 

「まめど」３月号で配布しましたが委任状をお持ちでない方や、世帯数の多い組

“交通事故 後悔しても 後のまつり” 
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や世帯数の多いマンションの組長さんは、組長代表名での委任状を別途用意して

いますので町内会へお申し出下さい。ご不明な点がございましたらご気軽に 

ご相談ください。 

◎問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎克代 

  〃   田口  司 

２ 2019 年度 大豆戸町内会 事業部 事業費の決算報告書 
  ※電子版では掲載割愛 

３ 2020 年度 大豆戸町内会役員活動費予算（案）事業部事業費予算（案） 

町内会協力費予算（案）  ※電子版では掲載割愛
４ 2020 年度 大豆戸町内会役員名簿および一部役員の改選（案） 

（任期：2019 年４月１日～2021 年３月３１日）  ※電子版では掲載割愛

５ 2020 年度 新しい組長さんの氏名  ※電子版では掲載割愛

６ 新しい組長さんへのお願い（町内会より）

大豆戸町内会常会（組長さんの会議）は、毎月第 2土曜日の午後 7時より町内会館で 

行われます。常会には町内会の役員と組長さんに出席をお願い 

しております。主な内容は、会員さんへの広報・行政の情報の 

回覧や地域行事の参加・集金等・その他、大事な会議です。 

組長さんは、毎月 1回の常会には出席をしていただき会員の 

皆さんへの情報伝達をお願いします。 

欠席の場合には、必ず代理の方に出席をお願いします。 

➀共同募金運動」について 

大豆戸町内会では、社会福祉の一環として募金活動のお手伝いを年に３回行っています。 

（赤い羽根共同募金・赤十字共同募金・年末たすけあい共同募金）一世帯あたりの 

目標額は、300円です。強制ではありませんが皆様のご協力をお願いします。 

➁防犯部・防災部・交通安全部・広報からのお願い！ 

〇毎年、新しい組長さんには、無作為で事業部の部員を要請するハガキを出しています。 

簡単なお仕事ですのでご協力をお願いいたします。 

〇防犯灯の故障等がありましたら町内会へＦａｘで連絡をお願いします。 

〇防犯パトロールや、防災部・交通安全部にご協力していただける会員さんも常時募集して

います。（事業内容について詳しくは各部長にお問い合わせください。参加する事業や日時に 

ついては、町内会たより「まめど」もしくは、各部長よりお知らせいたします） 

〇会員さんにご不幸がありましたらご遺族の方にご確認の上、訃報連絡票（会館に用意）を 

町内会へ FAX 連絡もしくは会館のポストへ投函をお願いします。町内会として弔問させて

いただき掲示板や広報へのご案内を合わせて行います。 

◎問合せ   防犯部 部長  片岡博彰  

防災部 部長  二川栄一   

交通安全部  部長  東 輝雄 

  広 報 担当  田丸純子  
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７  令和 2年度 横浜市交通安全運動について（県警・交通安全部より） 

“年間スローガン” 「交通事故 後悔しても 後のまつり」 
新年度になり、入学や進級を迎える４月以降に小学生の歩行中の交通事故が増加する傾向

にあることから、子供をはじめとする歩行者の安全確保の必要性が強調されています。また、

高齢者等の安全運転の励行や自転車の安全利用の推進を重点として交通安全運動が 

実施されます。 

◎実施期間 

①春の全国交通安全運動 令和 2年 4月 6日（月）～15日（水）

② 交通事故死ゼロを目指す日 令和 2年 4月 10日（月）

◎問合せ 　交通安全部 　部長 　東 輝雄

８ 令和 2年度 「横浜市市民活動保険」について（横浜市より） 
横浜市では、市民が安心してボランティア活動が行えるように、今年度も、市があらかじめ 

保険会社と保険契約を締結し、「横浜市市民活動保険」事業を実施します。 

➀ 横浜市 市民活動保険の主な補償内容等 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償 １名 １億円 死亡 １名 500万円 

１事故 ５億円 後遺障害 １名 500万円（上限） 

財物賠償 １事故 500万円 入院 １日 3500円（180日限度） 

保管物賠償 １事故 500万円 通院 １日 2500円（90日限度） 

免責金額 5,000円 手術 手術の種類に応じた金額 

➁ リーフレット配布先 

区役所総務課（4階 44番窓口） 

区役所広報相談室（1階 1番窓口） 

区役所区民活動支援センター（4階 48番窓口） 

地域ケアプラザ等、本市ホームページにも掲載しています。 

◎問合せ・相談窓口：区役所広報相談室（1階）☎540-2222 

９ 楽らく健康づくり体操教室開催のお知らせ（保健活動推進部より）

毎月、保健活動推進部が中心となって行っている体操教室のお知らせです。 

どなたでも参加できます。参加希望の方は保健活動推進部までご連絡ください。 

（参加費 100円） 

飲み物、汗拭きタオルは、各自ご用意下さい。 

①日 時 令和 2年４月 23日（木） 15：00～16：15

②場 所 大豆戸地域ケアプラザ（２階）多目的ホール

③内 容 基本体操：ポイントを押さえ刺激を確かめながら

体の動きを意識して行いましょう。

※新型コロナウイルｽの影響により開催・内容等が変更になる場合がありま

す。 ◎問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり 
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10 グラウンドゴルフ同好会からのお知らせ（スポーツ推進部・ＧＧ同好会より）

大豆戸町内会には、健康維持・健康増進と会員同士の親睦を目的とした、グラウンドゴルフ

同好会があります。同好会では、毎月３回の練習会を開催しています。毎回多くの方が集まり 

楽しいひと時をすごしています。今年度、新たに会員さんを募集いたしますので気軽に 

ご参加ください。 

①目 的 健康維持・健康増進および会員の親睦

②条 件 大豆戸町内会会員（年会費 1,500円）

③ 練習日 毎月第１・第３・第４日曜日（午前９時～12時）

④ 場 所 大豆戸小学校：校庭

◎問合せ 　グラウンドゴルフ同好会 　平 郁子

11 折り紙教室開催のお知らせ （女性部より） 
大豆戸町内会女性部主催の折り紙教室を下記の日程で開催します。 

皆様に折り紙の楽しさをお伝えしたく計画いたしました。 

どなたでも自由に参加できます。材料は用意します。 

お気軽にお越しください。（参加費 100円） 

①日 時 令和 2年 5月 17日（日）13:00～15:00

②会 場 大豆戸町内会館 1階

◎問合せ  女性部  部長  宮内隆子 

12 春の「ふれあい昼食会」中止のおしらせ（民生部より） 

毎年行われていました春のお一人暮らし「ふれあい昼食会」は、 

新型コロナウイルス感染症の影響で中止となりましたので 

お知らせします。お楽しみにしていただいていた方々には大変 

申し訳ございませんが、秋には、再開したいと考えていますので 

ご理解ご協力をお願いいたします。 

◎問合せ　民生部　部長　蜂谷 隆

13 資源集団回収の奨励金額の報告（環境事業推進部より）

会員の皆様に毎月ご協力いただいている資源集団回収の 

2 月分は、４６，９５０円です。入金された貴重な奨励金は、 

町内会のために有効利用させていただきます。 

今後も皆様のご協力をお願いいたします。 

◎問合せ　環境事業推進部　部長　椎橋トヨ子

14 よこはまくらしナビ “月次相談リポート”（消費生活推進より） 
一人暮らしの在宅高齢者をねらった長期・重複の新聞契約 

判断能力が低下した高齢者が、必要もないのに「長期にわたり契約」 

「複数社と契約」「１年後からの契約」などでトラブルになっています！ 

事例●昨年老人ホームに入居した母が１年後から始まる２年間の 

新聞契約をしていたと分かった。 
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事例●認知症の高齢者が訪問販売で何件も新聞契約を繰り返している。解約できなくて 

困っている。ご家族や福祉関係者が気付くケースもあります。 

迷ったときは相談を！お互いに一声かけて見守りを！ 

◎消費生活相談窓口 ☎845-6666 平日 9:00～18:00 土曜・日曜 9:00～16:45 

◎ホームページ http://www.yokohama-consumer.or.jp/  

悪徳商法に騙されない合言葉 

うまい話を信用しない❣

そうだんする！

つられて返事しない！すぐ契約しない！

きっぱり断る！

15 各種イベント中止のお知らせ(横浜市より) 
①小中学校入学式：縮小開催

②新市庁舎内覧会：3月 28日（土）～29日（日）延期

③港北芸術祭「狂言」：4月 19日（日）中止

④大相撲横浜アリーナ場所：4月 25日（土）延期

⑤オープンガーデン：4月 18日（土）～19日（日）中止

詳しくは、広報よこはまをご覧ください。 

16 ご不幸のお知らせ（町内会より） 

※個人情報を含むため、掲載を割愛しています。 

17 大豆戸町内会館の運営とゴールデンウイークの休館について（町内会より）

町内会館は、毎日 10時より 13時まで役員が交代で管理しております。（ただし水曜日は休館日） 

会館にご用のある方は、そのお時間内にお越しいただくか、 

留守番電話にメッセージを残していただければ役員に転送 

されるようになっています。なるべく早く対応させていただきます。 

（緊急時は役員に直接ご連絡ください） 

会館をご利用希望の方は、1か月前までに利用申込書（会館に用意）に 

必要事項をご記入の上、町内会へ提出をお願いいたします。 

後日、管理者が決定しましたら町内会より使用可能の電話連絡をさせて頂きます。 

（ただし町内会の行事・会議・事業部の使用等を優先とさせて頂きます） 

利用料金は 1階：30名程度 500円 2階：80名程度 1,000円 3階 20名程度 500円  

各階の基本利用時間は原則 2時間までとします。 

（注意：会館利用規則により政治活動・宗教活動・営利目的の使用は禁止となっています） 

◎ゴールデンウイーク中  5月 2日（土)～5月６日（水）まで 

町内会館は休館となります。 

◎問合せ　大豆戸町内会　副会長　福崎克代
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