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※個人電話番号は削除しています 

PDF版 
                        令和 3年 10月 9日 

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 福崎 克代 

                            〃  田口  司 

                            〃  牧野 竜一 

 

◎災害に共通する備えとは！（神奈川県ホームページ参考） 

阪神・淡路大震災の時、人々がどういう行動をとったのかについてのアンケート（阪神・ 

淡路大震災における消防活動の記録：神戸市消防局編）によると「何もできなかった」と 

約 40％の人が回答しています。いざというときにあわてないように、あらかじめ身近な方と 

相談しておくことや地域の防災訓練に参加する 

ことが必要です。また、普段から次のようなことを、 

ご家族や親せき、身近な友人、会社の同僚と、 

話し合っておきましょう。 

〇一人ひとりの役割分担を決めておく！ 

➀日常の予防対策上の役割と、地震などの災害 

発生時の役割分担の両方について決めておく。 

➁高齢者や乳幼児など手助けが必要な人がいる 

場合は、誰が助けるのかを決めておく。 

〇危険個所をチェックしておく！ 

➀ブロック塀や門柱をチェック、老朽化したものや問題がある場合は補強する。 

➁屋根瓦やアンテナをチェック、危険なものは修理・交換をする。 

③ベランダの植木鉢などは落下しないよう固定する。 

④プロパンガスのボンベは、クサリでしっかり固定する。 

〇非常時持出品のチェックしておく！ 

➀必要なものがそろっているかをチェック。 

貴重品：現金（公衆電話用の 10円硬貨）、通帳類、証書類、身分証明書、健康保険証 

免許証、印鑑等   

“災害に共通する備え” 
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携帯ラジオ：小型で軽く、FM と AMの両方聴けるものを用意。予備電池も多めに用意 

懐中電灯 ：できれば一人にひとつ用意。予備の電池と電球も用意  

救急薬品 ：ばんそうこう、ガーゼ、包帯、消毒薬、解熱剤、胃腸薬、風邪薬、鎮痛剤、 

とげ抜きなど※ 持病のある人は、常備薬も忘れずに！  

非常食料・水：カンパンや缶詰など火を通さないでも食べられるもの、水、水筒、紙皿、 

                                                                コップ、ナイフ、 缶切り、栓抜きなど  

その他 ：めがね、入れ歯、上着、下着、靴下、ハンカチ、タオル、ティッシュペーパー、 

ビニールシートなど 

  ※ 乳幼児がいる場合…ミルク、ほ乳ビン、おむつ、バスタオルなど 

  ※ 要介護者のいる場合…着替え、おむつ、障害者手帳、常備薬など  

◎災害時に必要なものは、一人ひとり、異なります。事前に考え準備し用意をしておく。 

定期的に保存状態や使用期限を点検し、必要に応じて交換する。 

〇防災用具などの確認をしておく！ 

➀消火器や救急箱の置き場所を確認しておく。 

➁消火器の使い方、応急手当の方法を覚えておく。 

〇連絡方法や避難場所を確認しておく！ 

➀離れ離れになったときの連絡方法（災害ダイヤル１７１等）や 

避難場所を確認しておく。 

➁休日等を利用し、避難場所への避難経路を下見しておく。 

〇大地震を想定して、安全な空間を確保しておく！ 

➀部屋の中に家具の無い安全なスペースを確保しておく。 

➁出入口や通路には物を置かない。 

③重いもの、割れるものは下の方に置く。 

④家具の転倒防止や落下を防ぐ対策をとる。 

⑤寝室・子供部屋には大型の家具を置かない。 

⑥窓ガラス・家具のガラスに飛散防止フィルムを貼る。 

地域防災訓練 

◎菊名小学校拠点地域防災訓練 10月 24日（日）延期 

◎大豆戸小学校拠点地域防災訓練 11月 14日（日）（運営委員のみの開催予定） 
 

1 らくらく健康づくり体操・太極拳教室について（保健活動推進部より） 
保健活動推進部による、ふたつの教室をつぎの日程で開催します。 

コロナ禍の中ですが、万全の感染対策を講じ、従来とは 

異なる新様式で開催します。両教室の会場は、大豆戸地域 

ケアプラザ 2階多目的ホールです。参加希望の方は保健 

活動推進部までご連絡ください。 

〇らくらく健康づくり体操教室 （持ち物：飲み物、汗拭きタオル） 

① 日 時 10月 28日（木） 13：00～14：00（参加費 100円） 
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② 講 師 羽草 洋子 先生 

③ 内 容 呼吸と体幹の基礎、目の筋肉のストレッチ、 

         脚トレーニング 

〇太極拳教室 （持ち物：飲み物、タオル、上履き） 

① 日 時 11月 1日（月） 10：00～11：00 

② 講 師 佐藤 泰子 先生 

③ 内 容 練功、二十四式太極拳 

〇問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり  
 

 

２ 「七五三祈願祭」開催のお知らせ（八杉神社より） 

コロナ感染症の感染拡大が落ち着いて町の賑わいも少し戻ってきたようです。八杉神社

では、下記の通り、宮司をお迎えして大豆戸町八杉神社本殿において七五三祈願祭を

行います。開催にあたっては、感染予防（手洗い・消毒・マスク着用等）に努めて開催い

たします。七五三は、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。祈願料は、5,000円になります。参加希望の方は、神社役員までご連絡ください。 

なお、当日八杉神社でも承ります。 

① 日  時 令和 3年 11月 14日（日）10：00～15：00 

② 場  所 大豆戸町 八杉神社本殿（大豆戸町 239番地） 

〇問合せ  八杉神社 役員 小谷田  

吉屋      

 

３ ペットボトルロケット大会開催のお知らせ（青少年指導部・子供会より） 

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大によりペットボトルロケット 

デザイン部門のみの開催と変更させていただきます。自由にデザイン 

したアイデアいっぱいのオリジナルペットボトルロケットを募集します。 

（広報よこはま 9月号・港北区役所ホームページをご覧ください） 

① 参加資格 小学生（作品の写真・作者名をインターネット上に 

          掲載するため保護者の承諾が必要） 

② 参加費  無料 

③ 申込方法 お名前（ふりがな）・住所・電話番号・学年・Ｅメールアドレスを記入し、 

港北区のホームページまたは、ＦＡＸにて、港北区役所地域振興課 

生涯学習支援係へお申し込みください。 

④ 申込期限 令和 3年 10月 17日（日）。 

作品は、10月 29日（金）まで区役所へお持ちください。 

⑤ 注意事項  

〇使用するペットボトルロケットの大きさは自由です。 

〇「ペットボトルポケット本体」のデザインに限ります。 

〇作品を撮影した写真のインターネット、新聞、広報誌等への掲載権は主催者及び
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主管者に属します。（写真は広報誌・ホームページ等で使用することがあります） 

〇問合せ 青少年指導部 部長 小澤 純子  

子供会     会長 瀧 真砂里  

４ 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、４９，９２０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  

 

５ よこはま くらしナビ “月次相談リポート”（消費生活情報）  

「電気・ガス料金が安くなる」といった勧誘に要注意！！ 

「基本料が安くなる」などといった勧誘にご注意ください。 

●現在契約中の事業者らしきところから電話があり 

新規の勧誘の可能性が！ 

●数年縛りで解約時に解約金が生じるケースも 

あります。解約条件をよく確認を！ 

●勝手に契約が切り替わっていた→安易に検針票の 

情報を教えないように！ 

お互いに一声かけて見守りを！困ったときはお気軽に 

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/ 

６ 常会（組長会議）について（町内会より）                                       

令和 3年 11月の常会は中止です。回覧資料の 

配布は下記の通り行います。 

11月 13日（土） 13時～19時 

  11月 14日（日）・15日（月） 10時～15時 

上記のご都合の良いお時間に会館へお越しください。 

12月の常会については「まめど」 11月号にてお知らせいたします。 

◎町内会館貸し出しについて 

神奈川県の緊急事態宣言が 9 月 31 日をもって解除されましたが、個々の行動について

は段階的に緩和するようにいわれています。町内会としては、状況を判断させていただく

ために 10月 31日まで会館の使用を中止とさせていただきます。 

利用につきましては 11月 1日より人数を制限してご利用可能とさせていただきます。 
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  - 

5  

 

また、利用時間につきましては、しばらくの間午後 7時までとさせていただきます。 

新型コロナ感染状況により制限の内容が変わる場合がありますのでご了承ください。利用

ご希望の方は、１ヶ月前までに利用申込書に必要事項をご記入の上、町内会へご提出く

ださい。町内会管理者決定後、使用の可否をご連絡します。 

（町内会活動・事業部の使用を優先します。また、 

しばらくの間、飲食を禁止とさせていただきます） 

新型コロナ対策として、ソーシャルディスタンス 

（一人 4㎡）維持のため利用人数を下記に 

変更させていただきます。代表者は入館時に 

参加者全員の検温・手の消毒・名簿作成を 

お願いいたします。 

（非接触体温計・アルコール消毒は入口に常備） 

利用時間  午前 10時～午後 7時まで（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（40㎡）10名以下  2階（80㎡）20名以下  3階（50㎡）10名以下 

名簿提出  利用者全員の住所・氏名・年齢・連絡先を記帳し、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） 

◎大豆戸町内会館の運営について 

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。（注意：水曜日と祝日は休館です） 

なお、会館が留守の時には留守番電話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 福崎克代  

                   〃  田口 司   

                   〃  牧野竜一  

７ 大豆戸町内会ホームページのご案内（ＩＴ推進部より） 

大豆戸町内会ＨＰ（ホームページ）の URL・QR コードをご案内します。  

いつでも町内会だより「まめど」電子版が閲覧できます。 

＊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。 

港北区連合町内会ＨＰ（ホームページ）とリンクしました。 

〇問合せ 大豆戸町内会 ＩＴ推進部 部長 望月 亮  

 

８ 中止の事業（町内会より） 

下記の事業は、コロナ禍のため中止となりました。 

健民祭・一人暮らしふれあい昼食会（秋）・敬老会・港北区駅伝大会・ほくほくフェスタ 

 

 


