
  - 

1  

 

 ※個人電話番号は削除しています 

PDF版              令和 3年 11月 13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 福崎 克代 

                            〃  田口  司  

                            〃  牧野 竜一  

 

 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、 

広報「まめど」、町内会ホームページ、広報よこはま、 

広報こうほく、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 

町内会活動のご案内！ 
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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、 

地域の草むしり清掃（通称マメピカ）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 

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  

◎加入促進のお願い  
あなたのご近所に新しく引越しをされた方や大豆戸町内会へ未加入の方がおら

れましたら加入のお声かけをお願いいたします。ご加入される方が有りましたら

町内会または組長さんにお知らせください。 

〇問合せ 大豆戸町内会 総務部 秋山恭平  

 

１ 令和 3年度 赤い羽根共同募金について （町内会より） 
令和 3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 400,100 円の寄付金が集まり 

令和 3年 10月 20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。集計表(電子版割愛)のとおりご報告致します。 

〇問合せ 民生部 部長 蜂谷 隆  

 

２ 体操教室・太極拳教室と秋のウォーキングについて（保健活動推進部より） 
保健活動推進部による、体操・太極拳・ウォーキングを 

つぎの日程で開催します。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。 

◎らくらく健康づくり体操教室 （持ち物：飲み物、タオル） 

① 日 時 11月 25日（木） 13：00～14：00（参加費 100円） 

② 講 師 羽草 洋子 先生 

③ 内 容 体を使った脳の活性化、老廃物を体外へ排出 

◎太極拳教室 （持ち物：飲み物、タオル、上履き） 

① 日 時 12月 6日（月） 10：00～11：00 
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② 講 師 佐藤 泰子 先生 

③ 内 容 練功、二十四式太極拳 

◎秋のウォーキング 

① 目的地 戸塚区舞岡公園 

② 集 合 11月 26日（金） ９：30  

新横浜駅 横浜銀行前集合 

③ 服 装 歩きやすい服装 

〇問合せ 保健活動推進部 部長 藤井みどり  

 

３ 令和 4年 1月に二十歳になられる方の調査をお願いします（町内会より） 

大豆戸町内会では、毎年、成人式を迎えられる方へ記念品を 

お送りしています。組長さんは、令和 4年 1月に二十歳（成人式） 

を迎えられる方を調査して、調査用紙（電子版割愛）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 11日（土）以降会館へ提出をお願い致します。 

ご協力を願いします。 

対象者 平成 13年（2001年）4月 2日～平成 14年（2002年）4月 1日生まれの方 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 田口 司  
※民法改正により、令和４年４月から成年年齢が 18 歳に引き下げられます。横浜市では、改正民

法施行後の「横浜市『成人の日』を祝うつどい」（以下、成人式）について、市民アンケートや関係

団体の意見聴取等を行い、検討をすすめてきましたが、成年年齢引き下げ後の成人式は、「成

人としての社会的責任を改めて自覚し、横浜への愛着を深める等の重要な場」として、「現行どお

り二十歳を対象とする」こととしました。 

 

４ 年末助けあい募金のお願い（社会福祉協議会・支援民生部より） 

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 

年末助けあい募金集計表（電子版割愛）を利用して 

募金活動をお願いいたします。 

集まった募金を来月の回覧資料配布日の 

12月 11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  

 

５ 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、 42,810 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  
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６ ふるさと港北ふれあいまつり（オンライン）開催中について（港北区・町内会より） 

港北区の区民まつり「ふるさと港北ふれあいまつり」は、新型コロナウイルス感染症防止対

策として、昨年に引き続き、オンラインで開催します。 

コロナ禍においても少人数、かつご自宅でも楽しんでいただける場を創出します。 

今年 8月 15日に大豆戸町内会館で開催された大豆戸町内会オンライン盆踊り大会が 

紹介されます。下記のアドレスよりご覧ください。 

① 開催期間 令和 3年 11月 6日（土）～11月 21日（日） 

2021ふるさと港北ふれあいまつり on-line ＵＲＬ https://kohoku-matsuri.net/ 

〇問合せ 2021ふるさと港北ふれあいまつり事務局 ☎661-1415 

 

７ 11月以降の新型コロナウイルスワクチン集団接種会場について 
                          （市、健康福祉局健康安全課より） 

11月から 2回接種ができる集団接種会場は 18か所から 5か所になります。 

港北区、鶴見区、南区、戸塚区、瀬谷区の各区に 1か所です。 

① 港北区の接種会場：慶應義塾日吉キャンパス協生館２階 

② 予約開始日   ：10月 25日（月）から 

③ 1回目の接種日時（2回目は 1回目接種の 3週間後）  

11月 3日（水）4日（木）10日（水）11日（木）16：45～19：30 

11月 6日（土）13日（土）13：45～16：30 

※ワクチン供給量等の理由により、大規模接種会場の予約は最後となります。 

◎個別接種について 

11月以降に接種が見込まれる対象者に合わせて、一時的に接種医療機関を集約し、

12 歳～15 歳の接種を積極的に行う医療機関等、約 450 か所を中心に接種を進めて

いきます。医療機関の情報は、市のウエブサイトでご確認ください。 

11 月以降も 1 回目の接種を行えます。個別接種ではファイザー社製のワクチンを

使用します。 

〇問合せ 横浜市新型コロナワクチン接種コールセンター ☎0120-045-070 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/vaccine/vaccine-portal/kobet

su-other.html 
 

８ 災害時要援護者名簿の提供について（区役所高齢・障害支援課より） 

日頃から地域での支え合い等の取り組みによって、 

災害発生時に要援護者の安否確認・避難支援など 

迅速に行われるよう、協定を締結している町内会に 

名簿が提供されます。今年も要援護者 

あてに、町内会に提供する名簿への掲載に関する 

意向確認を行います。 

 12月上旬 同意確認書（不同意書）の送付 

 12月下旬（締切）同意確認書（不同意書）の返送 

 令和 4年 2月下旬 令和 3年度名簿の提供 

〇問合せ 高齢障害支援課 高齢・障害係 担当：脇、浜崎、大和田 ☎540-2317 

 

 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kuras
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９ 第 10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） 

港北区民の皆さんが心を込めて育てているお庭や花壇を公開するイベント「第 10 回港北

オープンガーデン」開催が決定しましたので参加会場を募集いたします。 

① 募集期間 令和 3年 11月 30日まで 

② 開催日時 10：00～16：00 まで 

令和 4年 4月 15日（金）16日（土）17日（日） 

令和 4年 5月 13日（金）14日（土）15日（日） 

③ 申込方法 港北区ホームページ又は所定の用紙 

（区役所・地区センターで入手） 

〇問合せ  区政推進課長 田中郁雄 ☎540-2220  

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

10 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）  

総務省をかたったフィッシングメールに要注意！！ 
総務省をかたり「二回目の特別定額給付金の特設サイトを開設しました」というフィッシング

メールの送信が、再び確認されています。 

「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。 

 ●特別給付金について、関係省庁からメールで 

お知らせすることはありません。 

 ●メールリンク先にはアクセスしないように。 

 ●個人情報は決して入力しないでください。 

◎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  

  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。 
 

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

令和 3年 12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。 

12月 11日（土） 13時～19時 

  12月 12日（日）13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。 

1月 8日（土）の常会については、会館 2階大会議室にて新年のご挨拶や獅子舞等をご覧

いただきたいと考えています。詳しくは、「まめど」 12月号にてお知らせいたします。 
 

12 町内会館貸し出しについて 
会館の利用につきましては 11月 1日より人数を制限して 

ご利用が可能となりました。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。 

 

 
 

mailto:ko-kohokuopengarden@city.yokohama.jp
http://www.yokohama-consumer.or.jp/
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町内会管理者決定後、使用の可否をご連絡します。 

（ただし町内会活動・事業部の使用を優先とします） 

神奈川県でも 11/３０までを「基本的対策徹底期間」と 

しています。会館使用中の飲食等を禁止とさせて 

いただきます事と感染対策として、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。 

（非接触体温計は入り口にアルコール消毒は入口・館内に常備） 

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（冷暖房は有料） 

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  

13 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。  

いつでも町内会のお知らせや広報「まめど」の電子版を見ることが 

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  
 

14 ご不幸のお知らせ（町内会より） 

※個人情報を含むため、 

  電子版では掲載を割愛しています。 

 

15 年末年始の会館休館について （町内会より） 
令和 3年 12月 27日（月）から令和 4年 1月 7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  

 

 

 

 


