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町内会だより『まめど』  12 月号 
 大豆戸町内会 ☎（718）6558 Fax（718）6548   発行責任者  

          住所 菊名七丁目８－８番地        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 

 

「危険運転・あおり運転・飲酒運転」はやめましょう 
 

Tweet  

 

 「あおり運転」（妨害運転）は、重大な交通事故につながる 

極めて悪質・危険な行為です。 

 車を運転する際は、周りの車等に対する 

「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って、安全な速度・ 

方法での運転を心掛け、十分な車間距離を保つとともに、 

不必要な急ブレーキや無理な進路変更等は絶対に 

やめましょう。 

◎飲酒運転させない！家庭・地域・職場から  
飲酒の機会が増えるこの時期は、飲酒運転が原因の重大交通 

事故が心配されます。飲酒運転は自分の意思です！  

飲酒して運転することに「つい」や「うっかり」はありま 

せん。また、アルコールは正常な判断を狂わせます。 

「お酒を飲む前」に考えてください。飲酒運転の代償が 

大きいことを体験してからでは遅いのです。 

「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」を自分自身に徹底させてください！ 

「職場の同僚・友人と飲酒し運転」「帰宅途中にコンビニ等で購入したお酒を 

飲酒後運転」「自宅で飲酒の上、家族を迎えに行くために運転」「深酒をした 

翌朝に運転」・・・などなど、飲酒運転を行う背景は様々です。身近な家族・ 

同僚が、飲酒運転を常習としていませんか？アルコールで正常な判断を失ってい

る運転者には、周囲の制止が必要です。飲酒運転は人ごとではありません！ 

みんなで監視し飲酒運転を根絶しましょう。 

◎飲酒運転根絶の取り組み方（神奈川県交通安全対策協議会より） 

① 飲酒運転は絶対にしない・させない！を徹底しましょう。 

② 飲酒を伴う会合等には車両を運転していかないようにしましょう。 

③ 飲酒運転の危険性、悪質性、責任の重大性を認識しましょう。 

“無事故で年末 笑顔で新年” 
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１ 令和 4年１月の常会について（町内会より） 
来年 1月の常会（組長会議）は、二年ぶりに開催すること 

としました。1/8（土）13時に会館へお越しください。 

当日、1階小会議室にて回覧資料をお渡ししたのち、2階 

大会議室へお集まりいただき新年のごあいさつの後、厄除 

けを兼ねたおめでたい獅子舞を約 30分ご観覧いただきたいと考えて 

おります。組長さんには、お正月の雰囲気を感じていただける様ささやか 

な贈り物をご準備させていただきます。コロナ感染には、十分注意して

開催しますが、自由参加とさせていただきます。また、獅子舞をご覧になりたい方へお声

掛けいただき、ご一緒に参加いただいても大丈夫です。（注意：当日、熱がある方、咳が

出る方はご遠慮いただきます。入館される方は足が冷たいのでスリッパをご持参ください） 

① 日 時 令和 4年 1月 8日（土） 13：30～約 30分 常会開催 
② 場 所 大豆戸町内会館 （2階）菊名七丁目 8-8 ☎718-6558 

③ 資料配布については翌日 1/9（日）10時～15時まで行います。 
 

◎大豆戸町内会館の年末年始の運営について 

令和 3年 12月 27日（月）～令和 4年 1月 7日（金）まで休館になります。 
年始は、令和 4年 1月 8日（土）からになります。 

通常は、毎日 10時～13時まで会館に役員が交代で管理しています。 

ご用のある方は、上記のお時間にお越しください。ただし、水曜・祝日は休館になります。 

〇問合せ 大豆戸町内会 会長 𠮷田 亙  
 

２ 年末年始のゴミ収集日について（資源循環局・環境事業推進部より） 

〇燃やすごみの収集日が月曜日・金曜日の地域は臨時収集を行います。 
 

 

月 

 

 

日にち 

燃やすごみ プラスチック

製容器包装 

缶・びん・ 

ペットボトル 

小さな金属類 
月・金曜日が 
収集の地域 

火・土曜日が 
収集の地域 

 

12

月 

27（月） 通常収集  通常の曜日どおり収集します 

 

※分別されていないものは 

収集できません 

28（火）  通常収集 

29（水） 臨時収集日  

30（木）   

12/31（金）～令和 4年 1/3（月）まで収集はお休みです 

※この間ゴミは絶対に出さないでください。 

 

1

月 

4（火）  通常収集 通常の曜日どおり収集します 

 

※分別されていないものは 

収集できません 

5（水） 臨時収集日  

6（木）   

7（金） 通常収集  

8（土）  通常収集 

 

○年末年始の粗大ゴミ受付（年末は 12/30まで・年始は 1/4から） 
12月のお申し込みは特に混み合い、年内に収集できない場合があります。 

ナビダイヤル（固定電話から）     ☎0570-200-530 

一般回線（ＩＰ電話、携帯、ＰＨＳから） ☎045-330-3953 
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Fax（聴覚・言語に障害のある方専用）Fax045-662-1225 
注意：年末・年始は、収集時間が変わることもありますが、 

朝８時までにゴミを決められた収集場所に出してください。 

放置されたゴミは放火の要因になることもあります。休みの 

期間はゴミを絶対に出さないようご協力ください。 

放火されない環境づくりに、ご協力ください。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子  
 

３ 年末の交通事故防止運動について（神奈川県警・交通安全部より） 
年末は交通量や飲酒の機会が増えることにより、交通事故の多発が懸念されることから、

県民一人一人が交通安全について考え、交通ルールの遵守と交通マナーの向上に取り 

組むことを目標にして、交通事故防止の徹底を図ります。 

「無事故で年末 笑顔で新年」をスローガンに、 

年末の交通事故防止運動を実施しています。 

① 実施期間 12月 11日（土）～12月 20日（月） 

② 重点項目 飲酒運転の根絶、歩行者（特に高齢者） 

と自転車の交通事故防止、全ての座席の 

ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄとﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの正しい着用の徹底 

〇問合せ 交通安全部 部長 東 輝雄  
 

４ 年末 消防特別警備の実施について（消防団・消防部より） 

寒さが本格化し、火災発生の危険性が高まる年末年始の時期 

に警備体制を強化し、防火・防災意識の高揚と火災の未然 

防止を図ります。港北消防団では、年末夜間火災特別警備を 

実施します。最近港北区では、放火が増えています。 

「火災を出さない。放火されない環境づくりにご協力下さい。 

〇現在消防団では、団員を募集しています。 

我こそはとお考えの方は下記までご連絡ください。 

① 実施期間：12月 28日（火）～12月 31（金） 

② 警備内容：初動体制の確立、巡回警備の実施、関係機関との連絡体制の確立、 

市民の防災意識高揚、その他 

〇問合せ：消防部（消防団）部長 二川 栄一  
 

５ 民生委員のご紹介（民生部より） 

大豆戸地区の民生員さんをご紹介します。何か生活でお困りの方はご相談ください。 

ご自分の担当地区が分からない場合には、民生部長 蜂谷までご連絡ください。                                                                      

第 1区 吉田 清子 - 第 7区 杉山 義之 - 

第 2区 中村登代子 - 第 8区 岡  和雄 - 

第 3区 久保田香代子 - 第 9区 西田 純子 - 

第 4区 小澤 康子 - 第 10区 青木 光子 - 

第 5区 福馬 政晴 - 第 11区 蜂谷  隆 - 

第 6区 阿部 和子 - （敬称略）  

主任児童委員 國丸 香織 - 

〇問合せ 民生部 部長 蜂谷 隆  
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６ 楽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） 

太極拳教室と楽らく健康づくり教室をつぎの日程で開催します。どなたでも自由に参加 

できますので、ご希望の方は保健活動推進部まで連絡ください。 

〇楽らく健康づくり体操教室（飲み物、汗拭きタオルは各自ご持参下さい） 

① 日 時 12月 23日（木）13:00～14：00 （参加費 100円） 

② 場 所 大豆戸地域ケアプラザ（2階）多目的ホール 

③ 内 容 スクワットと身体の柔軟性を高める運動 

④ 講 師 羽草洋子先生 

〇太極拳教室（飲み物、汗拭きタオル、上履きは各自ご持参下さい） 

① 日 時 1月 10日（月）10：00～11：00（参加費無料） 

② 場 所 大豆戸町内会館 （2階）大会議室 

③ 内 容 練功、二十四式太極拳 

④ 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  
 

7 書初め大会の作品募集について（青少年指導部・子供会より） 

菊名地区連合町内会では、小学生・中学生を対象に第 37回 

新春書初め大会を開催します。規定の半紙を子供会で用意して 

いますのでお問い合せください。力作をお待ちしています。 

参加賞も用意しています。 

① 募集締切 令和 4年 1月 14日（金） 

② 選考会   令和 4年 1月 16日（日）（非公開） 

③ 表彰式   コロナ禍のため入賞者には後日、郵送いたします。 

入選作品は、選考会のあと菊名地区センター（菊名六丁目 18-10）に展示します。 

展示期間 令和 4年 1月 18日（火）から 1月 29（土）日まで。 

大豆戸町内会では、残念ながら入選されなかった作品について、大豆戸町内会長賞と

努力賞を設け、大豆戸町内会館（菊名七丁目 8-8）の 2階に展示します。 

展示期間 令和 4年 1月 17日（月）から 2月 19日（土）まで。 

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   
 

８ 令和 4年度「成人の日を祝うつどい」について（横浜市より） 

成人を迎える皆様、おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。来年の横浜市の

式典対象者（新成人）は、36,373名です。そのうち港北区の新成人は、3,112名となって 

おります。「成人を祝うつどい」（成人式）の日程をご案内します。 

① 日  時 令和 4年 1月 10日（月・祝）成人の日 

    （第 2回）港北区在住者青葉区・緑区・西区在住者 

開場 午前 11時 10分 

    開演 午前 12時 10分～12時 40分 

② 場  所 横浜アリーナ 内容：式典・新成人の誓いなど 

③ 対象者 平成 13年（2001年）4月 2日から平成 14年（2002年）4月 1日までの 

出生者で横浜市内に住民登録をされている方。 
※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
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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。 

〇問合せ 横浜市教育委員会 総務部 ☎045-671-3282 
 

９ 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 

10月分の奨励金は、49,260 円でした。入金された 

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。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子  
 

10 よこはまくらしナビ “月次相談リポート”（消費生活総合センターより） 

鍵開けを依頼したら想定外の作業をされた！！ 

「鍵開け〇〇円～」と広告している事業者に連絡したら作業内容や料金の説明なく新しいカギに

取り替えられ、高額請求された。 

●依頼時に見積もり費用／出張費など確認しましょう。 

●高額で納得できない場合は、作業を断りましょう。 

●緊急時に備えて、信頼のおける事業者の情報を調べておくと安心です。 

困ったときは、消費者生活センターにご相談ください。 

◎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/  
 

 

11 笑顔あふれる憩いの場が再開しました。（アトリエおからさんより） 

お待たせしました。大豆戸町内会館での定期開催が再開されました 

のでお知らせします。今まで同様、楽しい時間を過ごせるよう、 

プログラムを準備して、皆様の参加をお待ちしています。 

定員 10名・参加費無料（内容により材料費をいただく場合があります） 

① 日 時 毎週金曜日 13：00～14：00 

② 場 所 大豆戸町内会館 

〇申 込 おからさん（青木） ☎859-9960 
 

12 コロナ禍の事業予定について（町内会より） 

① 令和 4年度 港北区消防出初式（縮小開催）1/8（土）港北公会堂（表彰式のみ） 

② 令和 4年度 港北駅伝大会（中止） 

③ 大豆戸町内会餅つき大会（中止） 

〇問合せ 大豆戸町内会 副会長 福崎克代  
 

令和 3年も町内会の運営および各種事業にご支援ご協力いただきまして誠に 

ありがとうございました。皆様にとって素晴らしい新年でありますよう心より 

お祈り申し上げます。          大豆戸町内会 役員一同 
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～ 年末・年始 救急医療機関ガイド ～ 

急な病気やけがで困ったら 

●横浜市救急相談センター （TEL：♯７１１９ または 045-232-7119） 

音声ガイドに従って「救急医療情報センター」を選択すると、受信可能な     

医療機関を調べてくれます。 また「救急電話相談」を選択すると                           

症状に基づく緊急性や受診の必要性について助言してくれます。 

＊年中無休・24時間対応。 

●小児救急電話相談 (TEL：♯８０００ 全国共通電話番号) 

お子さんの急病時などに、家庭での見守り方や応急処置などの対応方法をアドバイスしています。 

 ＊受付時間：毎日 18時～24時 

夜間の急病：夜間の急病時には、市内３方面の夜間急病センターで毎夜間、診療を行っています。  

●横浜市夜間急病センター  （桜木町駅下車、TEL：212-3535） （桜木町夜間急病センター） 

  内科・小児科・眼科・耳鼻いんこう科： 毎日２０時～２４時  所在地： 中区桜木町 1-1 

●北部夜間急病センター  （地下鉄センター北駅下車、TEL：911-0088） 

  内科・小児科： 毎日２０時～２４時 （受付開始１９時３０分）  所在地： 都筑区牛久保西 1-23-4  

●南西部夜間急病センター  （地下鉄立場駅下車、TEL：806-0921） 

  内科・小児科： 毎日２０時～２４時 （受付開始１９時３０分）  所在地： 泉区中田北 1-9-8 

休日急患診療所：日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）の救急診療は各区の休日急患診療所へ。  

●港北区休日急患診療所   (TEL：433-2311) 

 

 内科・小児科： １０時～１６時  所在地： 港北区菊名 7-8-27 （大豆戸町内会館となり） 

交通： 東横線・ＪＲ 菊名駅 徒歩 10分  駐車場： 11台 

休日・夜間の歯痛：急な歯痛には、休日・夜間診療を行っています。  

●歯科保健医療センター （桜木町駅下車、TEL：201-7737） 

 日曜・祝日・年末年始（12月 29日～1月 4日）： １０時～１６時 毎夜間： １９時～２３時 

所在地： 中区相生町 6-107 

詳しい情報は、横浜市の HPをご覧下さい。 

救急医療機関のご案内ページ  http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/14248.html  
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