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PDF版 令和 2 年 6 月 13 日

町会だより『ま め ど』   ６月号

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

住所：港北区菊名七丁目８番８号     会 長 𠮷田  亙 

                          副会長 中島登志雄

                           〃  福崎 克代

〃  田口  司 

〇大豆戸町内会の活動についてお知らせ（町内会より）

日頃より町内会活動にご理解・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

神奈川県の緊急事態宣言は令和 2年 5月 25日に解除されましたが、感染拡大の収

束が見通せず町内会活動にも大きな影響が出ており、皆様には大変ご不便をおかけ

しています。感染拡大を避けるために組長会議（常会）も 3月より中止しており 

5月には、町会だより「まめど」や回覧等もはじめて行わないこととしました。 

また、8 月末までのイベント（盆踊り・お祭り等）の開催も行政からの町内会活動

の自粛通知（5月 18日通知）により残念ながら中止となりました。 

町内会として一番大切な活動は、皆様にいろいろな情報をいち早くお知らせする 

ことだと考えています。常会は、しばらくの間（8月末まで）「密閉・密集・密接」

を避けるため行いませんが、緊急事態宣言が解除されたことや、2019年度大豆戸町

内会定期総会（書面総会）の報告もあるため今月より情報発信の広報・回覧は再開

することとしました。組長さんにはお手数をおかけしますが、第２（土曜日）の 13

時以降ご都合の良い時間に回覧資料等を受け取りに町内会館までお越しいただくよ

うお願いいたします。 

町内会館に入室する際には、氏名・連絡先の記帳、マスク着用、手指の消毒（会

館の玄関に用意）と非接触体温計による体温測定をさせていただきます。ご理解・

ご協力をお願いいたします。感染リスクの高い方や、感染に不安をお持ちの方は、 

お電話でお問い合せください。 

新型コロナウイルス感染症を抑えこむためにも「マスクの着用」「こまめな手洗い」

「咳エチケット」「3密を避ける」等、お一人ひとりがご注意いただき感染症の 

第 2 波・3 波を起こさないようご協力をお願いいたします。近い将来には新型コロ

ナウイルスの治療法やワクチンが開発されるはずです。それまで新型コロナに負け

ないでみんなで頑張りましょう。 

大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙 役員一同 

みんな！コロナにまけない！ 
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◎組長さんへ町内会だより「まめど」・回覧物のお渡し場所・時間 

①場 所 大豆戸町内会館 1階

②時 間 第２土曜日 13時～19時、

翌日（日曜日）翌々日（月曜日）10時～15時 

その他（水曜日を除く）10時～13時 

横浜市ホームページについて 

①新型コロナウイルス感染症に関する情報

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/ 

②新型コロナウイルス感染症についての一般のご相談

横浜市新型コロナウイルス感染症コールセンター☎550-5530 

（午前９時から午後９時まで（土日、祝日を含む） 

③問合せ 大豆戸町内会 副会長  田口 司

〃   福崎克代 

神奈川県では、高齢者による事故の割合が高まっていることから、 

運転免許の自主返納を進めております。６５歳以上の運転者で 

運転に不安を感じている方に対して、運転免許を返納後に申請し 

交付される「運転免許経歴証明書」（有料）を提示すると「神奈川県 

高齢者運転免許自主返納サポート協議会」加盟の企業や団体から 

特典を受けることができます。詳しくは「神奈川県警察ホームページ」 

をご覧ください。周囲の人に「走行がふらついている」「一時停止や右左折時の安全確認

が不十分」と心配されていませんか？加齢に伴う身体機能や認知機能の低下により、 

高齢運転者の誤操作による交通事故が多発しています。悲惨な事故を未然に防ぐために

も、運転に不安を感じた場合は免許の返納を検討しましょう。 

◎運転者の認知機能チェックリスト ☑ 

□車のキーや免許証などを探し回ることが増えた。

□曲がる際にウィンカーを出し忘れた。

□何度も行っている場所への道順がすぐに思い出せない。

□車庫入れで壁やフェンスに車体をこすることが増えた。

□駐車場所のラインや枠内に合わせて車を止めることが難しくなった。

□急発進や急ブレーキなど、運転が荒くなった。または、言われるようになった。

□車の汚れが気にならず、あまり洗車をしなくなった。

□洗車道具などをきれいに整理しなくなった。

□好きだったドライブに行く回数が減った。

□同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった。

３つ以上の項目にチェックが入る人は要注意です。認知予防や安全運転につとめ、 

６月のテーマ 今の運転で大丈夫ですか？ 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496380673/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5wcmVmLnNoaWdhLmxnLmpwL3BvbGljZS9zZWlrYXR1L2tvdHN1L2ltYWdlcy9rZWlyZWtpc2hvdW1laXNoby5qcGc-/RS=^ADB44JpKDZbtTCPU7w_vry7hFv4.ZU-;_ylt=A2RCL61.oy9ZlFEAFCKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1496716849/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3RodW1icy5kZXgubmUuanAvc296YWkvdGh1bWJzL21hbnRhbl9zY2gzNC9tYXgvUzM0NEEwMTNDLkpQRw--/RS=^ADB1h98QwLYUfiyqGTG3DKIyadQBuE-;_ylt=A2RCL5CwxDRZTUcADAWU3uV7


3 

気になる方は専門機関の受診を検討しましょう。 

二輪車の事故防止と暴走族追放強化月間について （交通安全部より） 

多発する二輪車の交通事故の防止と二輪運転者の交通安全意識を高める運動を、 

市民総ぐるみで展開すると共に、暴走族（四輪車を含む）追放気運を醸成して、暴走族の 

加入防止と離脱の促進を図る運動を行っています。 

①実施期間 ６月１日（月）～６月３０日（火）

② スローガン「運転にゆとり、やさしさ思いやり」 「暴走はしない、させない許さない」

③ 重点項目 ㋐二輪車の交通事故防止 ㋑暴走族の追放

〇問合せ：運転経歴証明書申請手続きについて 

運転免許試験場免許課免許第二係 ☎３６５－３１１１ 

協賛企業・団体等のサービスについて 

神奈川県警察本部交通総務部安全課☎２１１－１２１２ 

１ 2019年度 大豆戸町内会定期総会の報告について（町内会より） 

2019年度 大豆戸町内会定期総会を下記のとおり開催しました。 

本年度の定期総会は令和 2年 4月 26日開催を予定していましたが、新型コロナウイルス 

感染症拡大防止の観点から多くの人が集まることを避け、書面により議決することとしまし

た。書面による総会は 5月 9日に開催、4月 26日から総会資料の配布・閲覧を行い、 

書面表決（表決書の提出〆切日：5月 9日、15時まで）を求め開催しました。 

１ 開催日時  令和 2年 5月 9日（土） 15時 10分～16時 10分 

２ 場  所   大豆戸町内会館２階会議室 

３ 会員総数  4,136名 

４ 出席会員数 3,287名（うち当日出席者 12名、書面表決者 3,275名） 

大豆戸町内会員の過半数の出席があり大豆戸町内会規約第２０条の規定を満たしている 

ことを確認、議長に大豆戸町内会会長 𠮷田 亙、議事録署名人に仝監事 仁司信夫、 

書記に仝書記 牧野竜一を選出し開会しました。 

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 
  賛否確認の結果、賛成 3,285名、反対 2名  

  （2）2020年度 事業計画（案）および予算（案）について 
賛否確認の結果、賛成 3,287名、反対 0名 

  （3）ご不幸の対応の規定（案）について 
  賛否確認の結果、賛成 3,248名、反対 39名 

（4）大豆戸町内会役員の一部改選（案）について 
賛否確認の結果、賛成 3,287名、反対 0名 

2019年度 大豆戸町内会定期総会で上記の議案については、書面審議の上すべて 

可決されましたことをご報告申し上げます。 

書面総会では、皆様のご協力及び貴重なご意見、誠にありがとうございました。 

大豆戸町内会 会長 吉田 亙 役員一同 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559269042/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbGxwb3AuY29tL3BuZ19zZWFzb24vYXByMDFfYTEzLmh0bQ--/RS=^ADBKpx8c7lxRKulGmJVllIT_hzM6VA-;_ylt=A2RCL5MyPe9cIisAbweU3uV7
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２ 令和 2 年度 日本赤十字共同募金 延期について （民生部・社協より） 

毎年皆様にご協力いただいている日本赤十字社の募金にについて 

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で延期になりました 

今後の募金のお願いについては、決まり次第お知らせいたします。 

（日本赤十字共同募金は、区内の火災等の見舞金や１３地区に対する 

地域防災資材整備費の助成をはじめ、献血事業や各地で生ずる風水害や震災被害者の国際支

援などに活用されます） 

〇問合せ：民生部 部長 蜂谷 隆  

３ ７０歳以上の高齢者調査のお願い（民生部より） 

今年度も７０歳以上の高齢者の調査を実施します。 

組長さんは「高齢者名簿作成依頼書」を対象者に配布をお願い 

します。災害時の要援護者の安否確認や情報の把握、民生関係 

の相談（福祉の諸サービスの情報伝達を含）、地域行事の 

ご案内等大変重要な資料として活用します。情報を記入していただいた書類を封書にて 

回収し、７月の常会資料受け取りの際に提出をお願いします。 

〇問合せ：民生部 部長 蜂谷 隆 　副会長 福崎克代 

４ 国保の健康診断 「特定検診」のおしらせ（保健活動推進部・保険年金課より） 

国民健康保険加入者（40～７５歳）を対象とする「特定検診」は、これまで受診費用の一部を

受診者本人にご負担いただいておりましたが、特定検診の自己負担額無料化をきっかけ

に、さらなる健康意識の向上や生活習慣の見直しに繋げていきたいと考えています。感染

症等の動向を踏まえ、受診時期については、かかりつけ医や受診予定の医療機関と十分相

談して検討をお願いします。 

①受診内容：問診・診察・身体検査・血圧測定・血液検査及び尿検査

②自己負担：無料

③ ステップ１医療機関を選びます。横浜市けんしん専用ダイヤル ☎664-2606

ステップ 2医療機関へ電話（予約）します。持物：保険証・受診券・問診票

④受診券の発送：⇒５月下旬発送済み

⑤問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり

５ 防災員の充実強化・消防団員の募集について（消防部より） 

近年首都圏における、大規模災害の発生が危惧されており、更なる 

地域防災の強化が必要とされている中で、地域防災力の要である 

消防団員の数が減少して定員に満たない状況となっています。 

この様なことから、区内における防災力の低下が懸念され 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwFMbVBXTk0AVmWU3uV7/SIG=132uqudqo/EXP=1464975052/**http:/blogimg.goo.ne.jp/user_image/23/e5/68f1d356d2d86a0ee05dc8d10aad13fb.png
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559267177/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50b3duLmh5b2dvLWluYW1pLmxnLmpwL2NvbnRlbnRzX2RldGFpbC5waHA_ZnJtSWQ9MjQ1MQ--/RS=^ADBFDSN09zBOH6XyGGgkuWiw5qoeRw-;_ylt=A2RCL6LoNe9cizMAeheU3uV7
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ています。つきましては、更なる消防団活動へのご理解及び消防団員募集のご協力を 

お願いいたします。 

〇問合せ：消防部・防災部 部長 二川 栄一 

６ 港北区社会福祉協議会の賛助会員入会のお願い（民生部より） 
港北区社会福祉協議会は、地域の住民の皆様が安心して 

暮らせるまちづくりをめざして活動しています。賛助会員による 

賛助会費はその活動の財源となる貴重なもので、この会費の 

一部は、お一人暮らしの高齢者の支援、子育てサロン、障がい 

のある方との交流事業、そのほかボランティア事業、敬老会など 

さまざまな地域の福祉事業に使われています。 

多くの皆様の入会とご協力をお願いいたします。 

①会員対象：どなたでも入会できます。

②賛助会費：年会費 一口 ２,０００円

③問合せ・申込：大豆戸地区民生委員 部長 蜂谷 隆

７ 資源集団回収と環境事業について （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 

令和 2年 4月分の奨励金額は、５３，８５０円でした。 

貴重な奨励金は、町内会のために使用させていただきます。 

今後もご協力をよろしくお願いいたします。  

〇「ごみネットとごみボックス」の購入配布について 

毎月、町内会で実施している資源集団回収にご協力 

いただきまして、ありがとうございます。おかげさまで、 

資源ごみのリサイクルや、ごみの減量化が順調に図られて 

います。「ごみ集積所」の美化をさらに進めるため、 

町内会で「ごみネットとごみボックス（大・中・小・ミニ）」 

を購入し、皆様にご利用していただくこととしました。 

ごみネット・ごみボックスを希望される組は、 

下記、環境事業部部長へご連絡ください。 

注意：ごみネットボックス設置には管理責任者が必要です。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子  

８ 避難勧告に関するガイドラインについて（防災部・横浜市より） 

内閣府により「避難勧告等に関するガイドライン」が改正されました。風水害等の発災時に 

国民の皆様に避難行動など「とるべき行動」を明確にするため「警戒レベル」でお知らせしま

す。最近各地で地震が多発したり、異常気象の影響で台風が大型化しています。 

避難勧告ガイドラインをもう一度ご確認ください。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556454795/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qYS5wbmd0cmVlLmNvbS9mcmVlcG5nL2xvdmUtdG8taGVscC1vdGhlcnNfMjg1MTI1Mi5odG1s/RS=^ADBsiByjnNi7Pv7ae3DEO_mjikZQlQ-;_ylt=A2RCA9wKTMRcpmQAjSeU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5EjTFBXXzUAWzCU3uV7/SIG=13cqi5mul/EXP=1464966563/**http:/www.city.kiryu.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/909/51.1be0.gif
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1591164962/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9rYWtha3UuY29tL2ludGVyaW9yL3NzXzAwMTdfMDA1Mi8wMDAzLyU5MCVEQyU4MiVFOCU4MiVCRCU4MiVCRCU4MiVERC9zZWFyY2hfaXRlbWxpc3QuYXNweD9zc2lfdGFnMz0xNzI0NjAwMjU-/RS=^ADBpowRKoZVP4.CLF7iVmS5Qexs5wk-;_ylt=A2Rivbii7tVe6QQAzCCU3uV7
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警戒レベル５ ：災害が発生 命を守るための最善行動を。 

  警戒レベル４ ：避難勧告  全員避難（対象区域の方々） 

※避難指示（緊急）は、重ねて避難周知する時に発令する。 

  警戒レベル３ ：避難準備・高齢者等 避難開始・避難に時間を要する方と 

支援者は避難開始。 

警戒レベル２ ：避難に備え自らの避難行動を確認（ハザードマップなど） 

警戒レベル１ ：被害への心構えを高める。 

〇緊急速報（ｴﾘｱﾒｰﾙ）について （横浜市より） 

緊急速報メールについて：携帯電話事業者が無料で提供するサービスで、気象に関する特

別警戒や注意喚起などのほか、地方公共団体による避難勧告などの防災情報を、港北区

のエリア内にいる方全員のスマートフォン・携帯電話あてに一斉に配信するサービスです。 

➀ 避難情報文例：緊急速報メール、防災情報Ｅメール、ツイッター等で市が配信する 

避難情報に警戒レベルを明記します。 

土砂災害警戒情報発令時配信されるメール（例） 

横浜市【警戒レベル４】避難勧告 

こちらは横浜市です。 

〇月〇日〇時〇分、横浜市北部の一部に避難勧告が発令されました。 

対象地域：〇〇区域 

➁ 洪水の危険から避難する指定緊急避難場所   ：菊名小、篠原小、篠原西小学校 

③土砂災害の危険から避難する指定緊急避難場所 ：大豆戸小、大綱小、太尾小学校

④任意避難場所：指定緊急避難場所以外に、安全な場所にある町内会館など、地域の

皆様が自主的に運営する避難場所が開設されることもあります。これからの雨の多い

時期に備え、いざという時にどこに避難するのかなど、家族や近所の皆様で話し合って

みましょう。

〇問合せ：総務局緊急対策課 ☎６７１－２０６４ Ｆａｘ６４１－１６７７ 

〇問合せ：防災部 部長 二川 栄一  

９ 折り紙教室のお知らせ （女性部より） 

大豆戸町内会女性部主催の折り紙教室は、新型コロナウイルス感染症 

の影響で中止とさせていただきます。 
〇問合せ：女性部 部長 宮内隆子 

10 楽らく健康づくり体操教室のお知らせ （保健活動推進部より） 
毎月、おこなっている楽らく健康づくり体操教室は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止

とさせていただきます。（８月頃開催予定） 

〇問合せ  保健活動推進部 部長 藤井みどり 

11 防犯パトロールについて（防犯部より） 

防犯パトロールは、新型コロナウイルス感染症の影響で中止とさせて

いただきます。（８月頃開催予定） 
〇問合せ：防犯部 部長 片岡博彰  

市
長
が
発
令 
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12 よこはまくらしナビ “月次相談リポート” 

法務省など公的機関だけではなく、債券回収会社をかたった架空請求 

ハガキ事例も増えています。 

●債権回収会社は法務大臣の営業許可が必要で法務省の

ホームページで確認できます。

●実在の債権回収会社と一時違いで巧妙に書かれている

場合があります。ご注意ください。

実在の債券回収会社でない場合は絶対に連絡を取らない

でください。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！ きっぱり断る！ 

◎大豆戸町内会館の運営・利用について（町内会より） 

〇会館運営について 

町内会館は、１０時～１３時まで役員が交代で管理をしています。 

ご用のある方は、その時間内に会館へお越しください。 

（水曜日休館）なお、会館が留守の時には留守番電話があります。 

留守電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。 

早めに対応させていただきます。 

〇会館利用について 

会館利用ご希望の方は、１ヶ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いただきます。（町内会の行事・会議・事業部の使用が優先とします） 

新型コロナ対策として、３密を避け、ソーシャルディスタンスを維持するため一時的に利用 

人数を下記の通りとさせていただきます。 

利用時間 原則 2時間まで 

利用料金 1階：500円 2階：1,000円 3階：500円 

利用人数 1階：10名以下 2階：30名以下 3階 10名以下 

名簿の提出 会館利用者全員の氏名・連絡先を必ず記帳し、提出をして頂きます。 

（注意：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ります） 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎克代  

〃  田口 司   

債権回収会社をかたった「架空請求ハガキ」にご注意！ 

http://www.yokohama-consumer.or.jp/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554269024/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC5kZXBvc2l0cGhvdG9zLmNvbS82MjA5ODY5NS9zdG9jay1pbGx1c3RyYXRpb24tbG9uZy1ub3NlLXBpbm9jY2hpby5odG1s/RS=^ADBDOqAeISsTVa5JzMZpSn_XJXsEzc-;_ylt=A2Riolzg8aJc.ysA1xSU3uV7



