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※個人電話番号は削除しています 

PDF版 令和 3年 4月 10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     福崎 克代 

                               〃    田 口  司 

〃    牧野 竜一

１ 令和２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、下記のとおりに総会を開催します。３月号の

まめどだよりにてお知らせのとおり、昨年同様、総会をコロナウイルス感染症の

感染拡大防止の観点から、書面総会とさせていただきます。会員の皆様には、ご

理解ご協力をお願いいたします。 

総会開催日 令和 3 年 5 月 8 日（土）書面総会 

場 所   大豆戸町内会館 菊名七丁目 8-8番地（港北区休日診療所となり） 

議 案（１）令和 2年度 事業活動報告、決算報告、及び監査報告  
同審議 同承認の件 

（２）令和３年度 事業計画（案）および予算（案）の報告  
同審議 同承認の件 

（３）ＩＴ推進部新規設立について     同審議 同承認の件 

（４）大豆戸町内会役員改選（案）について 同審議、同承認の件 

（任期：令和３年４月１日～令和５年３月３１日） 

（５）その他（役員紹介・表彰） 

大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙 

〇書面総会の手順について（組長さんへ） 

委任を受けた組長さんへ総会議案書及び表決書を会館にてお渡しいたします。 

表決書に賛否と必要事項をご記入の上、町内会館へ提出をお願いいたします。 

総会議案書配布日時 4 月 25 日（日）～4 月 27 日（火）10時～15時 

（組長さんへ配布） 

総会議案書配布場所 大豆戸町内会館 1階（菊名七丁目 8-8） 

書面表決書提出日時 5 月 8 日（土）15時まで 

  提出場所  大豆戸町内会館もしくは、会館のポストへ投函 

〇議案書閲覧について（会員さんへ） 

総会議案書閲覧日時 4 月 25 日（日）～5 月 8 日（土）10 時～13 時 

ただし 4/28（水）～5/5（水）は（休館日） 

“安全は 心と時間の ゆとりから！” 
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 総会議案書閲覧場所 大豆戸町内会館 ２階（大会議室） 

〇感染症拡大防止のため会館へお越しの際には、検温、手指の消毒、マスク着用

をお願いいたします。 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 田口 司 

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、町内会たより「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。 

◎問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎克代  

２ 令和 2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 令和 3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 令和 3年度 大豆戸町内会役員改選名簿（案） 

  （任期：令和 3年 4月１日～令和 5年 3月 31日）  ※電子版では掲載割愛 

５ 令和 3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。 

新しい組長さんは、毎月 1回の常会には出席していただき 

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。 

（赤十字共同募金・赤い羽根共同募金・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！ 

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、ご協力をお願いいたします。また、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。 

また、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） 
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広報より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（会館に用意）

を町内会へ FAX 連絡をお願いします。町内会として弔問させていただく事と掲示板や広報

へのご案内をさせて頂きます。 

◎問合せ   防犯部      部長  高田秀典   

防災部      部長  片岡博彰  

交通安全部  部長  東 輝雄 

  町内会館   ☎（718）６５５８     fax（718）6548 

７ 新型コロナウイルスワクチンの高齢者接種の見通しについて（横浜市より）

横浜市では、5 月中旬から集団接種を開始します。事前に高齢者向け接種に係る個別通知

を、下記のとおり接種優先順位に基づき発送いたします。 

・4月下旬 接種対象者 75歳以上の方 

・5月中旬 接種対象者 65歳以上の方 

尚、港北区の集団接種会場は「港北公会堂」となります。 

◎問合せ 横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター 

☎0120-045-070 （9時～19時 全日対応） 

８ 令和 3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：区役所総務課（4階）☎540-2206 

９ 楽らく健康づくり体操/太極拳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おこなっています。どなたでも参加できます。 

（コロナウイルｽの影響により変更になる場合があります） 

参加希望の方は保健活動推進部までご連絡ください。 

【楽らく健康づくり体操教室】 

（参加費１００円、飲み物、上履き、汗拭きタオル、マスクは各自ご持参下さい） 

①日 時 令和 3年４月 22日（木） 13：00～14：00

②場 所 大豆戸地域ケアプラザ（２階）多目的ホール

③内 容 体幹エクササイズ、体をほぐし関節・脳を活性化する動き
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【太極拳教室】 

（参加費 1回１００円、飲み物、上履き、汗拭きタオル、マスクは各自ご持参下さい） 

①日 時 令和 3年 5月 10日（月） 13：00～14:00

令和 3年 5月 24日（月） 10：00～11:30 

②場 所 大豆戸地域ケアプラザ（2階）多目的ホール

③内 容 手軽に簡単にできる太極拳です。

◎問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり 

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 

募集しますので気軽にご参加ください。 

（用具は同好会で準備します、ルールは簡単です） 

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～１１時 30分）

場 所 大豆戸小学校・校庭

④大 会 港北区大会（樽町公園）菊名地区大会（菊名小）等への参加

⑤ その他 近隣町会クラブと親睦交換会、当同好会主催の大会、一泊旅行（千葉県白子

・芝コース体験）等を開催しています。 

  多くの方のご入会をお待ちしています。 

◎問合せ グラウンドゴルフ同好会 平 郁子 

11 港北区における土砂災害特別警戒区域の指定について（横浜市より） 
神奈川県では、がけ崩れなどの土砂災害から「いのち」を守るため、土砂災害防止法に  基づき、

土砂災害警戒区域等の指定を進めています。今回、神奈川県 3 月 16 日発表のとおり土砂災害特

別警戒区域が指定されました。なお、区内の全区域を示した土砂災害ハザードマップは令和 3 年 6

月ごろ発行されます。また、神奈川県土砂災害情報ポータルサイトでは指定された図面が閲覧でき

ます。神奈川県 土砂災害 で検索できます。 

◎問合せ 港北区役所総務課 ☎ 540-2206 

1２ 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、57,570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 

13 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） 
「新聞の定期購読契約に関するトラブルにご注意ください！」 
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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！ 

＊トラブルを避けるためには 

  ・玄関ドアを開けるまえに会社名や用件を確認！ 

  ・不要な契約は、きっぱり断る！ 

  ・契約書は契約期間が終わるまで保管！ 

ひとり暮らしや高齢者のみの世帯には周囲の見守りや声かけが大切です。 

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/  

14 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。

15 大豆戸町内会ホームページ開設のお知らせ（町内会より）

このたび「大豆戸町内会ホームページ」を下記の日時より 

開設いたします。ホームページより「まめどだより電子版」が 

閲覧できます、また町内会が主催する行事に関する 

お知らせの掲載を随時おこないます。  

＊URL https://mamedo.yokohama/ 

＊右の QR コードをスマートフォンで読み取るとご覧になれます。 

  開設日時 令和 3年 4月 10日（土）13：00～ 

◎問合せ 総務部 部長 秋山恭平  

16会館利用とゴールデンウイーク中の休館のお知らせ（町内会より）

◎会館利用の中止期間の延期 

令和 3年 5月 31日（月）までを利用中止期間といたします。
みなさんも報道等でご承知のとおりコロナウイルスに感染者が減らず、 

第 4波がきているとも言われております。さまざまなご意見があるかと 

思いますが、うつさない・うつらない の感染予防の観点にもとづき、 

もうしばらく状況を見させていただくことといたしました。どうかご理解を 

よろしくお願いいたします。 

尚、従来とおり会館当番は下記のとおりで管理のため役員がおります。 

・在席時間  10：00～13：00（休館日は毎週水曜・祝日・夏季および年末年始） 

・電話対応  在席時間は当番が応対いたします、それ以外の時間は留守番電話に 

   メッセージをお願い致します。メッセージを残される際には必ず、氏名と 

ご連絡先をお願いします。役員よりなるべく早めにご連絡をいたします。 

◎ゴールデンウイーク町内会館の休館について 

  令和 3年 4月 28日（水)～5月 5日（水）まで休館となります。 

◎問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎克代  
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https://mamedo.yokohama/
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