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※個人電話番号は削除しています 

PDF版                令和 3 年 6 月 12 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８-８       会 長 𠮷田  亙 

                           副会長 福崎 克代 

                            〃  田口  司 

                            〃  牧野 竜一                         

-港北区地域防災拠点運営委員会連絡協議会資料参考- 

発災時に、まずは安全で安心できそうな地域防災拠点へ 

行こうと決めている方は、多いと思います。しかし、地域 

防災拠点の収容人数は 1,000人足らずの収容能力です。 

近年のウィルス感染症の感染拡大等を考えると人々の 

密集を避けるため、避難場所の一人分のスペースが従来より 

多い 4㎡が必要となり、収容人数の限界が出てきます。 

当然、地域のすべての皆さんを受け入れることは不可能です。 

地域防災拠点は、自宅が倒壊・半壊してしまった、あるいは火災で焼け出されたなど 

自宅で生活できない方々のため開設されます。皆さんが一旦学校（防災拠点）に避難して

も、自宅で居住が可能な場合、避難所生活ではなく、在宅での避難生活をお願いい

たします。（避難者カードを防災拠点に提出することにより、在宅でも避難者として登録され

ます。）自宅という慣れ親しんだ空間での在宅避難に備え、食料・水の備蓄や家具の転倒

防止などは行っておきましょう。一つひとつの小さな備えがきっとあなたを守る盾になってく

れるはずです。 

地域防災拠点（避難所）の現実をご理解ください！ 

〇地域防災拠点の収容人数には限界があります！：1,000人足らずの収容能力です。 

〇避難生活環境は決して良好とは言えません！：居住スペースは 1 人約一畳分です。拠点での

共同生活は、心落ち着かせることが難しく、環境の変化による体調不良やなれない避難所生活の

不安から、被災者同士のいさかいも発生する可能性が高いとされています。 

〇防災拠点に備蓄している食料・物資は限られています！：備蓄食料は、クラッカー・缶入りパン

など約 2,000食分で、受け入れ可能人数に対して一日分あるかないかです。 

〇地域防災拠点の運営は皆さまです！：地域防災拠点の運営は、自治会・町内会など地域と学

校、そして行政により構成する「地域防災拠点運営委員会」を中心に、避難者の方々も一体となっ

て行います。被災者は地域防災拠点のお客様ではなく拠点の運営者でもあります。 

『在宅避難』を考える！ 
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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。 

    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 ：避難指示  全員避難（対象区域の方々） 

※避難勧告は廃止、避難指示に一本化されました。 

    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。 

 

◎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。 

新型コロナ感染症感染拡大の終息がまだまだ見通せません。神奈川県では、まん延防止

等重点措置が 5月 31日まで発令されていましたが、さらに 6月 20日まで延長されることに

なりました。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。昨年に続き大豆戸町内会定期総会を書面にて開催させていただいたところ多くの会

員の皆様にご協力をいただき無事開催することができ心より感謝申し上げます。ありがとうご

ざいました。 

今年度も 8月末までのイベント等が行政からの町内会活動の実施方針（5/11通知）に基づ

き町内会として残念ながら中止と判断させていただきました。その中で町内会として大切な

ことは、皆様に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「密

閉・密集・密接」を避けるため行いませんが、情報発信の広報・回覧は、先月同様行いま

す。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を起こさないようご協力を 

お願いいたします。ワクチンも集団接種やかかりつけ医でのワクチン接種も始まっていま

す。2回の接種により 90％近い感染防止がされるといわれています。 

近い将来には新型コロナウイルスの治療法も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 

市
長
が
発
令 
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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 

○問合せ 大豆戸町内会 副会長  田 口 司 

                  〃  福崎克代 

参考 

① 横浜市の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） 
 

１ 令和 2年度 大豆戸町内会定期総会の報告について（町内会より） 

令和 2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、書面により議決することとしました。 

4月 25日から 5月 8日まで書面総会資料の配布・閲覧を行い、 

書面表決（表決書の提出〆切日：5月 8日、15時まで）を求め開催しました。 

１ 開催日時  令和 3年 5月 8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 3,351名（うち当日出席者 10名、書面表決者 3,341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、議事録署名人に議長、𠮷田 亙、 

監事 仁司信夫、書記の牧野竜一を選出し開会しました。 

 議案 

（1）令和 2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 3,303名、反対 48名   

  （2）令和 3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 3303名、反対 48名 

  （3）ＩＴ推進部新規設立について 
  賛否確認の結果、賛成 3,351名、反対 0名 

（4）大豆戸町内会役員の改選（案）について 
   賛否確認の結果、賛成 3,351名、反対 0名 
 （５）その他 

    永年、町内会に役員として貢献していただいたお二人に感謝状と記念品が贈られました。 

元副会長：中島登志雄様 元書記：山崎房之亮様 

お二人のご貢献に心より感謝申し上げます。 

令和 2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。 
尚、総会にていただいたご質問を町内会だより「まめど」にてご紹介いたします。 

      大豆戸町内会 会長 吉田 亙 役員一同 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/
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〇令和 2年度書面総会での 40-1組（48世帯）からのご質問と回答 
下記、ご質問について令和 3年 6月 1日の役員会にはかりお答えさせていただきました。 

① 質問：項目 8 防犯灯修繕 180,000円は、どこの防犯灯ですか？ 

回答：大豆戸町尾根道の大豆戸Ｎｏ113番の危険な鋼管ポールの撤去費用です。これは補助金対象経費
となります。（支出項目 8） 

② 質問：掲示板修理 630,000円は、どこの場所でどんな整備をしたのでしょうか？ 

回答：塚田公園前・大豆戸坂下・大西地区（消防隊訓練所横）の 3 台をガラスドア付き掲示板に交換しま
した。旧掲示板の撤去費用等含めてこの金額になります。近年の台風大型化により今後、残り 9 基
の掲示板交換も予定しています。 

③ ゴミ集積場整備 550,000円は、どこの場所でどんな整備をしたのでしょうか？ 

回答：大豆戸中央通りの坂下側の集積場所 2 ヶ所を１か所にまとめました。土木事務所との施工打合せに
基づき、工事申請・花壇撤去及び緑地減面積の樹木移植・歩道舗装・工事完了検査を経て設置
を完了しております 

④ ゴミネットボックス購入費 205,440円は？ 

回答：ゴミ集積場の美化のため資源集団回収積立金よりゴミネットボックスを希望される組に毎年配布を行
っています。令和 2年 7/29・8/26・10/21中型 40,700円×3基 令和 3年 2/3小型 27,780円×
3基を購入し配布しました。 

⑤ 防犯灯修繕費 148,022円は項目 8防犯修繕 180,000円とダブっていませんか？ 

回答：町内会所有の防犯灯には、1 灯につき 2,200 円の補助金をいただいていますので町内会所有の防
犯灯修理に関しては補助金対象外となります。項目 15 の町内会所有の防犯灯修理費 148,022 円
は防犯灯の蛍光灯修理とＬＥＤ化のため交換した費用です。修理防犯灯は以下です。Ｎｏ306  
Ｎｏ26Ｎｏ217・Ｎｏ3・Ｎｏ174・Ｎｏ273・Ｎｏ112・Ｎｏ27・Ｎｏ196・Ｎｏ200Ｎｏ161・Ｎｏ133・Ｎｏ198・Ｎｏ
197・Ｎｏ15 

⑥ 防犯カメラ 363,000円はいつどの場所に設置したのでしょうか？ 

回答：令和 2 年 12 月 16 日に町内会館入り口に 3 か所防犯カメラを設置しました。この設置費用につきま
しては、横浜市防犯灯設置補助金 325,000円を利用していますので町内会の防犯カメラ設置費用
の負担額は差額の 38,000円ということになります。  

⑦ 事業部連絡費 26,511円昨年も指摘しましたがこれは何でしょうか？ 

回答：昨年は、コロナ禍のため常会の開催方法・事業部の活動・総会の開催様式・オンラインクリスマス会
等の打ち合わせ等がつづきました。その時のテイクアウトのお弁当とお茶代です。今後も執行部と
事業部の連絡等の必要経費については計上させていただきます。 

⑧ 繰越資産 10,988,860円は、高額なコロナ対策機購入と誤解されるのでは？ 

回答：備考に新型コロナ対策機購入と書かれていますが若干説明不足でした。10,988,860 円は、繰越資
産の防災対策費積立金です。新型コロナ感染症も災害と判断し、令和 2 年度にこの対策費積立
金からコロナ対策機と除菌剤（次亜塩素酸空気清浄機・アルコール除菌剤・次亜塩素酸除菌剤な
ど）330,000円分を購入させていただき、除菌剤は、組長さんに配布いたしました。 

⑨ この 2年間コロナ禍のため町内会員や賛助会員の皆さんは、精神的にも経済的にも大変なご苦労をさ
れましたその苦労に対して少しでも報いるため町内会費の免除・減額を検討されたらいかがですか、ま
た役員手当、特に 3役の（活動費）返上・減額も検討課題の一つです。 

回答：町内会費免除・減額・返上については、町内会として考えておりません。町内会の運営は、平常時も
非常時も変わらない運営経費がかかります。（会館修繕積立金・防災対策積立金・地域活動分担
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金・事業部活動費・水道光熱費・会館借地代・その他）恒久的に町内会活動を行っていくためには
皆様に最小限のご負担をお願いしたいと考えています。確かに、コロナ禍のため約 2 年間、会員の
皆さんは、精神的・経済的にも大変にご苦労されたと思います。町内会の役員も皆さんと同じように
共に苦労されています。この期間、町内会の役員は感染リスクがある中、町内会のため会員さんの
ために一生懸命に働いております。たとえば、広報や回覧資料等がいつもと変わらず皆様の手元に
届き情報を得られるのもそういった役員たちにより確実に町内活動が行われている事例だと思いま
す。ご理解いただけないのはとても残念です。町内会としても伝わる努力を重ねてまいります。  
会長としては、すべての役員をねぎらいたいくらいの気持ちでおります。 

 

２ 令和 3年度 日本赤十字共同募金について （民生部・社協より） 

日本赤十字社の募金にご協力をお願い致します。 

各組長さんに赤十字社の募金の封筒（組数が書かれた封筒） 

を配布します。共同募金集計表(回覧板付録)に募金額その他必要事項 

をご記入の上、現金と一緒に封筒に入れて次回の常会資料お渡し日 

7/10に提出をお願いいたします。皆様にご協力いただいた募金は、 

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、献血事業や世界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 楽らく健康づくり教室と太極拳教室のお知らせ （保健活動推進部より） 

 楽らく健康づくり教室（持ち物：タオル・飲み物） 

① 日 時 6月 24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（参加費 100円） 

③ 講 師 羽草 洋子先生 

④ 内 容 リズム体操、口腔ケア、血流改善運動 

太極拳教室（持ち物：上履き、タオル、飲み物） 

① 日 時 6月 28日（月）10時～11時 30分 

② 場 所 大豆戸地域ケアプラザ 2階多目的ホール 

③ 講 師 佐藤 泰子先生 

〇問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり  

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCKwFMbVBXTk0AVmWU3uV7/SIG=132uqudqo/EXP=1464975052/**http:/blogimg.goo.ne.jp/user_image/23/e5/68f1d356d2d86a0ee05dc8d10aad13fb.png
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５ 子供のためにも禁煙を（市健康福祉局・保健活動推進部より） 

子供が受ける受動喫煙の影響について！受動喫煙って知っていますか？ 
タバコから出てくる煙や、吐き出された煙を吸い込んでしまうことを受動喫煙と 

いいます。タバコの煙には約 5,300種類もの化学物質が入っており、発がん物質は 

約 70 種類にも及びます。周りの大人がタバコを吸うと、子供も病気にかかりやす

くなります。 

子供が受ける受動喫煙の影響 
タバコを吸うとニコチンという有害物質が体の中に取り込まれます。ニコチンは、

心拍数の増加、末梢血管の収縮、血圧の上昇を起こし血管を損傷させます。 

このニコチンは身体の中でコチニンという物質になって、尿から排出されます。 

子供の周りの大人の吸うタバコの煙の影響（受動喫煙） 

を受けていることで子供のコニチン濃度も 

高くなることが分かっています。 

～主な禁煙方法～ 

① 自分で頑張って禁煙する 

② ニコチンガムを使う 

③ ニコチンパッチを使う 

④ 飲み薬を使う 
 

〇ご存じですか？ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞肺疾患）は、肺の機能が低下し、呼吸困難を招く病気です。 

中高年に多く、別名「タバコ病」ともいわれ、喫煙者の 2割がかかるとされ、進行

すると体を動かすのもままならない状態になります。重症化した場合には、酸素療

法がおこなわれることもあります。早いうちに禁煙するほど、ＣＯＰＤの発症や 

進行を遅らせます。 

〇問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり  

 

６ 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・身体測定・血圧測定・血液検査及び尿検査 

② 自己負担：無料 

③ 申込手順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 

申込手順 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  
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７ 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  

 

８ 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 3年 4月分の奨励金額は、５０，９７０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、環境事業推進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  
 

９ よこはまくらしナビ “月次相談リポート”  

当選メール詐欺に要注意！！ 
メールで“プレゼント”や“高額な宝くじに当選した” 

などと知らせて、個人情報の不正取得や手続き費用を 

支払わせるものです。 

●被害にあわないためにそもそも応募していないのに当選 

 メールが来ることがおかしいと疑いを持ちましょう。 

●冷静になり、身近な人に相談をしましょう。 

 
 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554269024/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qcC5kZXBvc2l0cGhvdG9zLmNvbS82MjA5ODY5NS9zdG9jay1pbGx1c3RyYXRpb24tbG9uZy1ub3NlLXBpbm9jY2hpby5odG1s/RS=%5eADBDOqAeISsTVa5JzMZpSn_XJXsEzc-;_ylt=A2Riolzg8aJc.ysA1xSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1556454795/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9qYS5wbmd0cmVlLmNvbS9mcmVlcG5nL2xvdmUtdG8taGVscC1vdGhlcnNfMjg1MTI1Mi5odG1s/RS=%5eADBsiByjnNi7Pv7ae3DEO_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=%5eADBpowRKoZVP4.CLF7iVmS5Qexs5wk-;_ylt=A2Rivbii7tVe6QQAzCCU3uV7
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●不審なメールのＵＲＬにアクセスしない。 

周囲の方の異変に気付いた場合、消費者センターに相談する 

よう本人に促して下さい。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！ 
 

10 （再）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4月10日より開設をいたしました「大豆戸町内会ホームページ」の  

URL・QRコードのご案内をいたします。  

いつでも「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。 

 

11 町内会館 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7月31日（土）までを利用中止期間といたします。  

横浜市では県の方針に基づき「4月20日～6月20日」まで  

新型コロナウイルスまん延防止措置を実施しております。これにより  

感染拡大が少しでも抑えられるように、さまざまな自粛をみなさんも  

おこなわれていると思います。・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、会館は従来通り役員が交代で管理をしています。  

・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いたします。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。  
 

12 組長さんへ 常会について（町内会より） 

7月の常会は中止とします。回覧資料の配布は下記の通り行います。 

令和 3年 7月 10日（土）13時～17時 

       7月 11日（日）10時～15時 

       7月 12日（月）10時～15時 

ご都合の良いお時間に会館へお越しください。来月の常会については 

町内会だより「まめど」 7月号にてお知らせいたします。 

◎問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎 克代  

 

 

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

