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PDF版 
令和 2 年 11 月 14 日

町内会だより『まめど』  １１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 

〇住み続けたい、安心で安全な町づくりを目指して （インターネット参考）

東日本大震災や熊本地震を機に、日頃の地域住民の連携・連帯の必要性が叫ばれて

きております。また、南海トラフ地震、首都圏直下型地震・三浦半島の活断層地震

の可能性も高まっているとの報道がされています。 そのような状況の中、私たち

が住むこの地域も、家族の絆、隣人との絆の大切さが改めて見直されてきておりま

す。そこで、防犯防災の向上の観点からも、ひとりでも多くの方の町内会への参加・

協力が不可欠です。  

◎町内会に加入すれば…加入のメリット  
① ふれあい・交流の場が広がります。

町内会の活動を通して連帯感が生まれ大豆戸町への 

愛着が生まれます。（深まります）  

② 地域に密着した情報が得られます。

回覧板、掲示板、町内会だより「まめど」、町内会 

ホームページ（準備中）、広報よこはま、議会だより、 

その他各種団体の広報誌  

③ 安心・安全な町づくりに貢献できます。

防犯活動により事件・事故の未然防止に役立ちます。（防犯パトロール、子供の見守

り活動、防犯灯の維持管理など） 

④ 住民の願いや思い等単独では解決できない課題を、町内会が地域課題として関

係行政機関等に要望し解決を図ることができます。 隣近所と顔見知りになり、災

害時に協力・助け合いにより迅速な救援・救護が可能になります。 

⑤ 環境美化活動 町内をきれいにすることで 防犯効果が上がります。

⑥福祉活動の充実が図れます。

＊要援護者（一人暮らしのお年寄りや障がい者等）への見守り支え合いに協力できます。  

＊子育て支援に協力できます。  

※ 町内会組織は前記①～⑥の個人ではできないこと、面倒なこと等を会員が応分

な費用負担と役割分担で諸問題を処理しています。全てのことは縁の下の力持ち

のように、見えないところで活動し町内の暮らしを支えています。  

町内会に入って助け合い！ 

※個人電話番号は削除しています。
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町内会加入は見えない形で皆さんの利益につながっていますので、みなさんも 

互助の精神で住みよい町づくりに参加してください。 

◎町内会ではこんな活動をしています。  
① 親睦・交流活動 お祭り、盆踊り大会、餅つき大会、健民祭（菊名地区連合町内会の

運動会）、らくらく健康づくり体操教室、高齢者一人暮らし昼食会、グラウンドゴ

ルフ大会、ペタンク大会、子供会・女性部・六十路会（敬老会）健康麻雀等の活動、

その他町内会館の会議室や多目的ホールの貸し出し 

② 防犯・防災活動 防犯パトロール実施、防犯カメラの設置、地域防災訓練開催、

消防部防災訓練・防災広報活動、学童の見守、防犯灯の維持管理、町内の美化、

交通安全の向上等

③福祉・助け合い活動 町内会役員や民生委員・児童委員等による地域住民の見守り

や支援などの福祉活動、要援護者名簿の作成、近隣同士の共助活動、車いすの無料

貸し出し、災害備蓄品の備蓄・管理等

④環境美化活動 ごみ集積所の管理、路上のごみ収集

ごみネット・ごみボックスの配布、資源集団回収等 

⑤広報（情報伝達）活動 地域や町内に密着した

広報「まめど」の配布、回覧板や掲示板,ホームページ 

（準備中）を活用しての情報伝達、県・市の広報誌や 

議会だより、各団体の情報誌の配布等  

◎加入方法 
町内会の役員や総務部または組長さんに申し出てください。あなたのご近所で大豆戸町

内会への加入をしていない方へ加入参加のお声かけをお願いいたします。 

〇問合せ 大豆戸町内会 総務部 秋山恭平 

１ 令和２年度 赤い羽根共同募金について （町内会より） 
令和２年度 赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとう 

ございました。おかげさまで 429,311 円の寄付金が集まり 

令和 2 年 10 月 31 日に神奈川県共同募金会へ寄付をさせて 

いただきましたのでご報告致します。 

〇問合せ 民生部 部長 蜂谷 隆 

２ よこはま地域包括ケア計画素案に関する市民意見募集について 
  （市、高齢・障害支援課より） 

令和３年度から５年度までの３年間を計画期間とし「第８期高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画」を策定します。新たに「認知症施策推進計画」を加え一体的に

策定します。策定にあたり、市民から広くご意見・要望等を伺うため、素案をもと

に意見を募集しています。 

① よこはま地域包括ケア計画の目的

団塊の世代が後期高齢者となる 2025年に向け、地域で支え合いながら、介護・

医療が必要になっても安心して生活でき、高齢者が自らの意思で自分らしく

生きることができることを目的とします。また、2040 年に向け、効率的・効

果的な高齢者施策を実施し、老後に対する不安を「安心」に変えていきます。 

②意見募集期間 10月 30日（金）～12月 4日（金）まで
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③ リーフレット配布場所 市民情報センター、区役所広報相談係、地域ケアプラザ、

老人福祉センター、地区センター、市ホームページ

④提出方法 郵送、ＦＡＸ、電子メール

⑤提出先（問合せ先）

健康福祉局高齢健康福祉課 ☎671-3412 FAX550-3613

Ｅメール kf-keikaku@city.yokohama.jp

３ 港北区のゴミの排出量について （資源循環局・環境事業推進部より） 

港北区の４月から９月の燃やすごみ量の状況は、新型コロナ感染拡大に伴い、外出

を自粛する方や在宅勤務の方が増え、自宅で過ごす時間が増加したことが影響した

と考えられ目標値に届かない結果となりました。 
〇燃やすごみ量               （単位：トン） 
４月から９月 目標 実績 増・減 増減率 

港北区 24,154 25,815 ＋1,661 ＋6.9％ 

全市 277,819 295,064 ＋17,245 ＋6.2％ 

〇燃やすごみ量（1 人 1日あたり） 

4月から 9月 目標 実績 増・減 増減率 

港北区 376 396 ＋20 ＋5.4％ 

全市 406 429 ＋23 ＋5.7％ 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子 

４ 第９回港北区オープンガーデン参加会場募集について（港北区より）

新型コロナウイルス感染状況に配慮し、動画撮影・配信や 

会場の公開期間を長めに設定するなど、これまでとは異 

なる手法で開催いたします。お庭・花壇の現地公開 

動画撮影（春に撮影）の公開など。 

①募集期間 令和 2年 11月 30日まで

②公開期間 令和 3年 4月 12日（月）～5月 23日（日）まで

③応募方法 区ホームページの申請フォームに入力し写真データーを添付

郵送または、ＦＡＸで所定の申込書と写真を送付 

④申込（問合せ） よこはま区報１１月号掲載

港北区オープンガーデン運営委員会事務局（区政推進課企画調整
係）〒222-0032 大豆戸町 26-1 ☎ 540-2229   FAX 540-2209

Ｅメール ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp

５ 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） 
保健活動推進部による、らくらく健康づくり体操教室をつぎの通り 

開催します。どなたでも参加できます。参加希望の方は 

保健活動推進員へご連絡ください。参加無料。 

（飲み物、汗拭きタオルは各自ご持参下さい） 

①日  時 11月 26日（木）13時～14時

②場  所 大豆戸地域ケアプラザ（2階）多目的ホール

③内  容 「脳活性化トレーニング」、血流促進

④講  師 羽草 洋子先生

⑤問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり

mailto:kf-keikaku@city.yokohama.jp
mailto:ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA0h4BzjZWWwgAkEuU3uV7/SIG=13ioo7vv1/EXP=1446518657/**http:/www.my-kaigo.com/pub/carers/otasuke/illust/assets_c/2012/11/w_08-thumb-300x300-2551.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1509851302/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2Jsb2cuc3V6YWthLm5lLmpwL21lZGlhLzEzMDk1MjgwODIuanBn/RS=%5eADBiLxnvVOdU2L7S09PXz.kRrczLts-;_ylt=A2RCA9wlL_1ZMx0A5QaU3uV7


4 

６ 新成人の調査にご協力お願いします（町内会より）

新成人になられる方の調査のご協力を願いします。 

令和 3年 1月に成人式を迎えられる方へ大豆戸町内会より 

ささやかな記念品を贈呈します。組長さんはそれぞれの組内で 

成人を迎えられる方を調査して、成人調査用紙（7ページ）に 

必要事項を記入の上、次回の常会（回覧資料配布のみとなります）の 12月 12日以降会館

へ提出をお願い致します。「成人の日」を祝うつどいについては、新型コロナ感染防止対策

を講じたうえ、横浜アリーナ及びパシフィコ横浜ノースの 2会場でそれぞれ 4回ずつ計 8回

に分けて式典が開催されます。 

①対象者 平成 12年（2000年）4月 2日～平成 13年（2001年）4月 1日生まれの方

②成人の日（港北区の方）

開催日時 令和 3年 1月 11日（月・祝） 9：30開場 10：30～10：45開催

場 所 横浜アリーナ 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 田口 司 

７ 年末助けあい募金のお願い（社会福祉協議会より・支援民生部）

毎年 11 月、12 月は、社会福祉の一環として「年末助けあい募金運動」を行っています。 

この募金は、主に地域の福祉のために分配されます。 

組長さんに、共同募金の封筒をお渡ししますので年末助けあい 
協力

募金集計表（8 ページ）に集金額その他、必要事項をご記入の上、 
現金と一緒に、次回の回覧資料配布日の 12 月 12 日以降会館へ 

提出をお願い致します。 

皆様のご協力をお願いいたします。 

〇問合せ 民生部 部長 蜂谷 隆 

８ 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 

9 月分の奨励金額は、４８,４５０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。 

今後も皆様のご協力をお願いいたします。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子 

９ よこはまくらしナビ “月次相談リポート”（消費生活推進部より）  

お試しのつもりが定期購入！ 

注文前に総額・期間の確認を 
「1 回のお試しで注文したのに定期購入になっていた」 
「2 回目以降の商品がまとめて送り付けられ高額請求された」という相談が増えています。 

●通信販売にクーリング・オフは適用されません。

●注文前に定期購入が条件になっていないか、支払総額、

解約条件などの規約を確認しましょう。 

●注文時の契約内容や業者への連絡先など記録を残して

おきましょう。 

◎地域で一声かけて、あなたも見守りの担い手に！ 

個人情報の流失も、不審な時は・・・まず相談！ 

◎消費生活相談 電話窓口：☎845-6666  

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTigWIzZW83YAagaU3uV7/SIG=12ltebp01/EXP=1446474902/**http:/www.misaki.rdy.jp/illust/kisetu/ivent/seijin/sozai/103.jpg
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1572669474/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly90ZWNobm9sb2d5LWlsbHVzdHJhdGlvbi5jb20vMDUtc2ltcGxlLXBpY3R1cmUvMDQ5LWZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9uLmh0bWw-/RS=%5eADBKkzBOKZu5TQAHcEPWq9xVsnc0HQ-;_ylt=A2RinFmitrtdy0cA8xGU3uV7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1475256828/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5tYWd0YXAuanAvaW1hZ2VzL3NvemFpL2pwZy9zeXVzeXVfcy5qcGc-/RS=%5eADB_IMNdq5rrIykzGmYKuoDULfqYI0-;_ylt=A2RCKwF8UO1XI1EAJBaU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy


5 

  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/  
※注意：家族や友人・知人、消費者センターに相談するなど慎重に対応をしてください。 

10  防犯パトロールの予定について（防犯部より） 

11 月の防犯パトロールはコロナ禍のため中止します。 

〇問合せ 防犯部 部長 片岡博彰 

11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 スリッパをご持参ください。 

①日 時 毎週火曜日 10：15～11：30（祝日は休み）

② 場 所 大豆戸町内会館 2階

〇問合せ 青木 

12 年末年始の会館休館について （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。 

年末年始の会館休館のお知らせ 
令和 2 年 12 月 27 日（日）から令和 3 年 1 月 8 日（金）は町内会館を休館します。 
〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 田口 司 

13 大豆戸町内会・常会とクリスマス祭りオンライン配信について（町内会より）   
常会は、密集が避けられないためしばらくの間中止にします。大豆戸町内会では、会員さ

んに情報をいち早くお伝えするために現在ホームページを立ち上げる準備を行っていま

す。開設できましたらご案内いたします。12月の常会も回覧資料の配布のみとなります。 

下記のご都合の良い時間に会館へお越しください。資料配布日（3日間） 

12月 12日（土） 13時～19時 12月 13日（日）・14日（月） 10時～15時 
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。1月の常会については、12月の「まめど」にてお知らせ 

いたします。会館にﾜｲﾌｧｲの利用が可能になりました。ＩＤとパスワードは、会館に掲示し

てありますのでご利用ください。 

ＺＯＯＭ（ズーム）を利用した大豆戸町内会クリスマス祭り 

（リモート祭り）を開催しオンライン配信します。 
会員の皆様はリモートにて配信いたしますのでふるってご参加ください。 

すばらしい参加賞を用意しています。盆踊り配信中に合言葉をお伝え 

しますので下記、来館時に合言葉を言われた方に差し上げます。  

①開催日時 令和 2年 12月 19日（土）13時～約 1時間 

②パソコンやスマートフォンからＺＯＯMにてご参加ください。
https://us02web.zoom.us/j/87138723066?pwd=ODRrZkNydG1UWFBCMDhoa2djWUpS

QT09

③参加賞お渡し日 令和 2年 12月 20（日）～25日（金）10時～13時 町内会館にて

〇問合せ 子供会 会長 瀧 真砂里

〇大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙 

http://www.yokohama-consumer.or.jp/
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