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町内会だより『まめど』 10 月号

大豆戸町内会 住所 菊名七丁目 8－8  発行責任者  

電話（718）6558 Fax（718）6548   大豆戸町内会 

会 長 𠮷田  亙 

                      副会長 中島登志雄 

〃  福崎 克代 

〃  田口  司 

〇いのちを支える自殺対策（厚生労働省ホームページ参考） 
町内会だより「まめど」で自殺をテーマにするのは初めてのこころみ 

です。最近、一流の俳優さんや女優さんが命を絶つ悲しい事件 

が続きました。私たちの身近でも気づかず悩んでいるひとがいる 

のではないかと考えあえて難しいテーマにチャレンジしてみました。 

自殺について語ることは良くないことで、実行を助長する可能性が 

あるという方もおられます。でも実際は、世間に広く存在する偏見を 

考慮すると、自殺を考えている人の多くは誰にそのことを話せば 

いいのかわからないのではないでしょうか。隠し立てせずに悩みについて語り合うことは、

自殺行動の助長ではなく、その人にほかの選択肢や決心また、考え直す時間を与える 

ことができることで、結果として考えを変えることにつながるのではないでしょうか。自殺を 

考えている人は「生きたい」気持ちと「死にたい」気持ちの間で揺れ動いていることが多く、

例えば、農薬を衝動的に飲んでしまい、生きたいと思っても数日後に亡くなることがありま

す。正しいタイミングで情緒的支援にアクセスすることができれば、自殺を防ぐことができ

るはずです。自殺は問題対処の建設的または適切な 

手段でもなければ、深刻なうつ状態への対応や苦しい 

生活状況に対処する唯一の方法でもありません。 

家族、友人、コミュニティー全体に甚大な影響を 

与えます。そうした人々は自分が兆候を見逃した 

のではないかと戸惑ったり、罪や怒りの感情を引き 

起こしたり、汚名を着せられたりします。 

悲しみに暮れる遺族を非難することなく、遺族へ適切な 

支援、協力をしていきたいものです。 

少しでも、自殺を少なくするために、いつでも誰でも 

あなたでもできること。ゲートキーパーになりましょう。「ゲートキーパー」とは、自殺の危険

を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことで

す。いつもと様子が違うそんな時にちょっと気にかけてみる、声をかけてみる。その声掛け

がゲートキーパーの第一歩です。 

～いのちを支える自殺対策～ 
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◎もし、あなたが悩みを抱えていたら ぜひ相談してください。 
いのちの電話            ☎0570-783-556 

こころの健康相談統一ダイヤル ☎0570-064-556 

24時間子供ＳＯＳダイヤル    ☎0120-0-78310 

１ 地域防災拠点 防災訓練のお知らせ（防災拠点運営委員会より） 
つぎの日程で防災訓練を行いますが、今年はコロナ禍の 

ため地域防災の役員のみの縮小開催になります。 

災害時には「自らの身は自らで守る。みんなの地域は 

みんなで守る。」との認識を持つことと災害に備えて備蓄を 

するようお願いいたします。 

◎菊名小学校拠点地域防災訓練 

①日  時 令和 2年 10月 25日（日）8：30集合

②場  所 菊名小学校校庭（雨天の場合体育館）

③ 内  容 役員の行動確認

〇問合せ 菊名小学校拠点地域防災 本部長 颯田忠能 

◎大豆戸小学校拠点地域防災訓練 

①日  時 令和 2年 11月 15日（日）8：30集合

②場  所 大豆戸小学校校庭および体育館

③内  容 役員の行動確認

〇問合せ  大豆戸小学校拠点地域防災 本部長  飯田 勝洋 

副本部長吉屋 榮治 

２ 横浜市の水道事業の現状と今後の方向性について（横浜市水道局より） 

水道事業は、料金収入が減少する一方で、老朽化する 

施設の更新や耐震化が喫緊の課題となっています。 

水道事業を将来に確実に引き継いでいくために、 

現在、令和 3年 7月に水道料金を改定することを検討 

しています。この度、「本市の水道事業の現状と今後の 

方向性」を理解をいただくことを目的としたリーフレットを 

１０月から１１月に全戸配布いたします。 

①浄水場や配水池、水道管などの水道施設の多くは、高度経済成長期に整備された

ため老朽化が進んでおり、更新・耐震化が必要です。

②水道料金収入は、使用水量の減少により平成 13年度の 789億円をピークに減少が

続き、平成 30年度には、698億円と、約 90億円減少しています。

③ 現行の料金体系では、水道メーターの口径に関わらず基本料金が一律（790 円/

月）です。これを口径の大きさに応じて基本料金が異なる「口径別料金体系」に

移行することを検討しています。合わせて料金の増額改定を検討しています。

市議会で議決されれば、令和 3年 7月料金改定実施の予定です。

〇問合せ 水道局お客様サービスセンター（24時間 365日いつでも受付） 

☎847-6262 Fax848-4281 
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３ 横浜市空家等の適切な管理に関する条例案の骨子にかかる 

パブリックコメントの実施について（横浜市建築局建築指導課より）

空家等の適切な管理を促進し、管理不全な空家等の防止・解消を目的とした条例案 

骨子の意見を募集しています。 

募集期間 令和 2年 10月 1日（木）～10月 30日（金） 

①意見募集のリーフレットの配布：市役所市民情報センター、

各区役所、建築指導課で配布するほか、

横浜市ホームページにも掲載します。

② 意見提出方法：ハガキの郵送、FAX、電子メールまたは

建築指導課へ持参

〇問合せ 建築局建築指導課 ☎671-4539 Fax681-2434 

E メール ka-anzen@city.yokohama.jp 

４ 令和 2年度高齢者インフルエンザ予防接種について（健康福祉局健康安全課より）

新型コロナウイルス感染症拡大を受け、横浜市では本年度の 

高齢者インフルエンザ予防接種について、費用の無料化を 

実施します、 

①実施期間 10月 1日（木）～12月 31日（木）

② 対象者：市内に住民登録があり接種日 65歳以上の方

接種日 60歳以上 65歳未満で 1級相当の障害のある方

〇近隣の協力医療機関 

椎橋医院 ☎401-9092 大豆戸町 200 菊名レジデンシアプラザ 101号 

山田医院 ☎421-5452 大豆戸町 212 

５ フードドライブの実施について（区役所窓口・資源循環局より）

フードドライブとは、「家庭にある未使用食品（手つかず食品） 

の有効利用として、食品ロスになる恐れがある食品を集め、 

食べるものを必要としている人に届ける活動です。 

①開始時期 10月 1日（木）午前１０時から 16時

②受付場所 1 港北区役所地域振興課（4階 47番窓口） 9時～17時

③受付場所 2 資源循環局港北事務所窓口 9時～16時

④対象食品：缶詰、乾麺、レトルト食品、お菓子、飲料など（アルコールは対象外）

⑤ 未開封かつ常温保存可能で、賞味期限が 2か月以上あるもの

〇問合せ 資源化推進担当 ☎540-2244 

６ らくらく健康づくり体操教室について（保健活動推進部より） 
らくらく健康づくり教室をつぎの日程で開催します。（無料） 

コロナ禍のため人数制限を設け 2回に分けて着席式で 

行います。参加希望の方は保健活動推進までご連絡ください。 
（各自、マスク着用・飲み物・汗拭きタオルはご持参下さい。） 

①日  時 10月 22日（木）

1回目 13：00～13：40  2回目 14：00～14：40 

②場  所 大豆戸地域ケアプラザ（２階）多目的ホール

③講 師 羽草洋子先生

mailto:Eメールka-anzen@city.yokohama.jp
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1507303744/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90MTgucGltZy5qcC8wMDkvNzk1LzEyOC8xLzk3OTUxMjguanBn/RS=%5eADBc0c86AwtqvLsOfWD5gBEuXampm4-;_ylt=A2RCKwHAT9ZZi3UA8Q.U3uV7
https://1.bp.blogspot.com/-Y8BvQOAWlJg/VETTTPqeg_I/AAAAAAAAonc/wKmt24KUcgE/s800/sick_vaccine.png
https://1.bp.blogspot.com/-Y8BvQOAWlJg/VETTTPqeg_I/AAAAAAAAonc/wKmt24KUcgE/s800/sick_vaccine.png
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☆保健活動推進部による 太極拳教室 参加者募集のお知らせ 

手軽で簡単にできる太極拳をやってみませんか？ 

高齢時代、体幹を鍛えてロコモ防止（無料） 

東洋医学のセルフケアー 

（検温 37.5度以上の方は参加できません） 

①開催日 １１月より毎月１回第３金曜日

第 1回目は 11月 23日（月）10:00～11:30

②場 所 大豆戸町内会館 2階

③募集人数 先着 15名（締切 10/26）

④ 持物  マスク、タオル、飲み物、上履き

〇問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり 

７ 「七五三祈願祭」開催のお知らせ（八杉神社より） 
例年の通り大豆戸町八杉神社において七五三祈願祭を 

行います。七五三祈願祭は、お子様の成長に感謝し,今後も 

一層幸せでありますよう祈願するものです祈願祭参加ご希望 

の方は下記へご連絡ください。当日、八杉神社でも承ります。 

①日  時 令和元年 11月 14日（土）10：00～15：00

②場  所 大豆戸町 八杉神社（大豆戸町 239番地）

〇問合せ  八杉神社 役員 吉屋 榮治 

８ ペタンク大会準優勝の報告（スポーツ推進部より）

ペタンク大会が、新横浜公園少年野球場で行われ大豆戸町内会の六十路会の方々が 

準優勝されました。選手の皆さんをご紹介します。 

監督：山本育紀さん 選手：椎橋美弥子さん、滝沢吉治さん、関主英さん 

おめでとうございました。 

〇問合せ ペタンク同好会 会長 山本育紀 

９ 大豆戸町内会館で憩いの場ができました。（町内会より）
体操・脳トレ・雑談を通じて気軽に集える時間ができました。 

ご参加をお待ちしています。六十路会の方も気軽にご参加ください。 
参加無料（定員 10 名程度）コロナ禍のため要予約 

①日 時 毎週火曜日予定 10：15～11：30（祝日は休み）

次回は 10/20・10/27 

②場 所 大豆戸町内会館 2階

〇問合せ 青木 

10 防犯パトロールの予定について（防犯部より） 

１０月の防犯パトロールはコロナ禍のため中止となります。 

〇問合せ 防犯部 部長 片岡博彰  

11 資源集団回収の奨励金について（環境事業推進部より） 
町内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 

８月分の奨励金額は、４５,４５０円でした。 

入金された貴重な収入は、町内会のために使用させていただきます。 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=129ekjap6/EXP=1378473796;_ylt=A7dPeCjEhShSzncAyP6U3uV7/*-http:/illpop.com/img_illust/school/community_a13.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475256828/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5tYWd0YXAuanAvaW1hZ2VzL3NvemFpL2pwZy9zeXVzeXVfcy5qcGc-/RS=%5eADB_IMNdq5rrIykzGmYKuoDULfqYI0-;_ylt=A2RCKwF8UO1XI1EAJBaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1567527849/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taXNha2kucmR5LmpwL2lsbHVzdC9raXNldHUvaXZlbnQvNzUzL3NvemFpdGV4dC8wODAzLmh0bQ--/RS=%5eADBdWbT.SIPd8w5In.hSuKmCS7brD8-;_ylt=A2RioucoQm1dW04AoiGU3uV7
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今後も皆様のご協力をお願いいたします。 

訂正：７月分の奨励金 58,800 円と報告しましたが正しくは 41,880 円でした。 

訂正しお詫び申し上げます。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子  

12 よこはまくらしナビ “月次相談リポート”（消費生活情報）  
悪質な「販売預託商法」によるトラブルにご注意ください！！ 

「販売預託商法」とは、販売と同時に商品を預かり、第３者に貸し出した運用費を還元す

ると告げて、高額な商品を消費者に購入させる商法です。 

●おいしい話はうのみにしない。

●必ずもうかる、楽して稼げることはありません。

●少しでも不安があれば、はっきりと断りましょう。

●家族など周囲の人の意見もよく聞いて。

お互いに一声かけて見守りを！ 

お気軽に横浜市消費生活総合センターに相談してください。 

◎消費生活相談 電話窓口：☎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/ 

13  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。

14 「11月」の常会について（町内会より）   
11 月の常会は、中止にします。回覧資料の配布は行いますので下記のご都合の良い時

間に会館へお越しください。11月は、3日間ですのでご注意ください。 

11月 14日（土） １３時～１９時まで 11月 15日（日）・16日（月） 10時～15時まで 

各組長さんには感染防止のため密集を避け、ランダムに会館へお越しいただき玄関にて 

回覧資料をお渡しいたします。 

12月の常会については、11月の「まめど」にてお知らせいたします。   

〇大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙  

◎大豆戸町内会館の運営について（町内会より） 
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。 

ただし、毎週水曜日と祭日は休館日になります。 

なお、会館が留守の時には留守電になりますが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頂きます。 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 田口 司  

http://www.yokohama-consumer.or.jp/
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570109438/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlZi5zYWl0YW1hLmxnLmpwL2IwMzA0L3FhbmRhL3FhbmRhLTE0MDEzMS5odG1s/RS=%5eADBggHCxRgAKxG_JyqU4XjW.WAZP60-;_ylt=A2RCK_t.ppRdUGYA7ziU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1570109438/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucHJlZi5zYWl0YW1hLmxnLmpwL2IwMzA0L3FhbmRhL3FhbmRhLTE0MDEzMS5odG1s/RS=%5eADBggHCxRgAKxG_JyqU4XjW.WAZP60-;_ylt=A2RCK_t.ppRdUGYA7ziU3uV7



