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～福祉防災連絡会、深谷台地域運営協議会で話し合いました～
2 月に起こった火災、10 月に襲ってきた台風 15 号・19 号。これまでドリームハイツ地域は水
害や土砂崩れもなく、地震も震度 5 弱までは大丈夫、と安心できる地域でした。が、今年は大きな
火災が起こり、県ハイツ自治会・管理組合・防災隊は、様々な注意喚起の情報を発信しました。
★「防災通信」読んでいますか、役立てていますか
県防災隊が発行している通信です。これまで 30 号発行され、最新号では
火災保険について詳細な情報が紹介されています。
火災の際の注意点
① 火災発生時はまず初期消火（簡易消火器が有効、周りに知らせて協力
を乞う）
② 天井まで火が回ったら避難する（その時、窓や入り口は閉める）
③ 避難時はエレベータを絶対に使わない
深谷台地域運営協議会とは
2007 年に横浜市の「エリアマネジメント」のモデ
ル地域としてスタートした「ドリームハイツ地域運営
協議会」が、2011 年よりエリアを小学校区に拡大し
て、現在の名称になりました。
地域の課題を地域の諸団体のネットワークで解決
していこうという団体で，毎月定例会開催、隔月に
広報紙発行（本号）。現在の構成団体は、市・県ハ
イツ自治会、アークプラザ自治会、横浜深谷台小
学校、同ＰＴＡ、民生児童委員及び 7 市民活動団体
(オブザーバー：戸塚区役所)

福祉防災連絡会とは
県ハイツの防災隊、自治会、管理組
合、民生児童委員、ふれあいドリーム、
いこいの家夢みん、ふらっとステーショ
ン・ドリームが必要に応じて会議を開催
しています。
これまで、災害についての情報交換、
県ハイツ自治会で全戸配布した「本人
情報シート」の作成、今年度起こった
「身近な火災や台風への対応」などを
テーマとしました。

―9 月 3 日 福祉防災連絡会ー
★啓発活動の役割と、必要な人まで情報を届け、実行をサポートする役割と
防災隊は啓発活動が中心で、自分で出きる事について有効で詳細な対策を
発信している。が一方、高齢化が進む地域では、防災通信（情報）を読み、実
行できない人もいる。そのつなぎ役は民生委員や福祉団体の役割では、と役
割分担が明確になって来た。
また、非常時に緊急連絡先が必要になるが、自治会などはそこまで把握でき
ない。その部分も福祉団体のほうが把握しており、実際に団体同士の連携
で、鍵を開けることができ助けることができた事例も紹介された。
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―10 月 25 日 深谷台地域運営協議会ー
★台風 15・19 号の被害と対策
県管理組合の理事長・事務局長が出席され、主に台風 15 号の被害と復旧状況について、詳細
な報告を受けることができた。
15 号では建物破損、浸水、エレベータ停止、
電話が通じないので、福祉団体も関係者への
樹木や垣根の倒壊等多くの被害があり、業者だ 連絡ができなかった。
けでなく垣根の復旧などは管理組合で実施し 団体同士が連携すると、ガスや電気がなくても
た。（23 棟から順々に実施したが、住民の方た 炊き出しなども行うこともできる。
ちに伝えていなかったため不満の声も出た）
日頃地域とのつながりが少ない人へのサポー
19 号の際の停電は、早朝から東電へ電話した トが課題だ。
が、昼過ぎまで通じず、原因や復旧の見通しも 今回の火災や台風で安否確認をしたり、エレベ
立たず、苦労した。
ーターが止まったりした時、班ごとの繋がりの
防災隊が発電機によるスマホ充電を実施し、 必要性を痛感した。
自治会は広報を行なった。
区役所より、災害に関する多くの情報が紹介さ
アークプラザは停電も被害もなかった。スマホ
れた。
充電など協力できる。
シリーズ

いろんな世代

30 歳女性

生活していて『感じたり』『考えたり』している事

ドリームハイツで生まれ育ち、就職で都内に出ましたが結婚・出産を経
てハイツに帰ってきました。今は 3 歳を頭に 3 人の子育てに奮闘してい
ます。
子供と歩いていると、大勢の方に声をかけていただきます。知り合いは
もちろん、公園でよくお会いする方、道ですれ違う方、店員さんなどなど。
皆さん「今が一番可愛い時だね。」や、「お母さん大変だけど頑張って
ね。」や「うちも大変だったわよ。」と、笑顔で話してくださいます。家の中
にいるとイライラしてしまうので、一歩外へ出て温かい言葉をかけられる
と、私の心も優しくなれます。〝子供は地域への通行手形〟だそうで、
子供のおかげで顔見知りの方も増え、少しずつ地域に馴染んできたよう
に思います。これからも周りの人や環境に助けてもらいながら、子育てを
楽しんでいきたいです。
気になる事
『もう 60 歳になるんだ』と意識してから「人生 後どれくらいかな」と、
これからの事を考えてしまう。
♦キャッシュレスの世の中、情報が流出しないのかな、信用して良い
のかしら。
♦病気になったらロボットに手術をしてもらうのかしら
♦横浜環状南線（田谷のバス停の辺の建設中の道路）、後どれくら
いで完成なのかな、間に合い、ドライブできるかしら
♦わが家もあっちこっち傷んできて直さなければと思うけど、後どれく
らい住むのかしら・・・リフォーム
まだまだ「気になる事」がいっぱいあるけど・・・・同世代や人生の先
輩たちは、どんなことが気になるのかなぁ。
時代の流れに身を任せつつ、ゆっくりと考えながら、世の中を見ていこ
うっと。
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シリーズ ひとり暮らし➄

たまや深谷店

クリエイト戸塚俣野店

858-5071

受付時間 12 時までは当日配達（18 時以降配達）
（地域により翌日から）
15 時までは翌日配達
宅配時間と地域 配達時間は店舗に確認
戸塚区の一部地域・泉区・藤沢市
配送料
3.000 円以上は 700 円(税抜)/箱
3.000 円未満は 1.000 円(税抜)/箱
その他
・ポイントカード会員限定
・配達できる商品は店舗に確認
・同店舗処方薬局の薬の配達も可能
・1 箱あたりの重量は商品のみで約 21 ㎏
・箱は専用 BOX で商品お届けし回収
・お届けできない商品もあります

受付時間 12 時まで(当日便)
宅配時間と地域 店舗に確認
14 時～21 時：深谷・俣野・原宿・小雀・東俣
野・汲沢・汲沢町
18 時～21 時：和泉・下飯田・上飯田
配送料
5.000 円以上 200 円(税込)/箱
〃
未満 400 円(税込)/箱
その他
・配達できる商品は店舗に確認
・１回の荷物重量は２０㎏まで

ヨークマート戸塚深谷町店

858-5271

859-2511

受付時間
15 時までは当日・翌日配達
15 時以降は翌日・翌々日配達
宅配時間と地域 店舗に確認
横浜市・鎌倉市・藤沢市
横浜市一部・鎌倉市一部・藤沢市一部は翌日
配送料
3.000 円以上は常温 200 円(税込)
3.000 円未満は常温 400 円(税込)
クール便は大きさ重さによって違うので店舗に
聞いてください
その他
・配達できる商品は店舗に確認
・店舗で購入された商品に限ります
・1 回の荷物の重量は、常温は商品のみ 22 ㎏
まで、クール便は 15 ㎏まで

お買い物宅配サービス
「たくさん買いたいけど重たい・・・」
「雨の日など両手がふさがって困った・・」
買い物を家まで運んでくれるサービスがあります。
利用方法は、サービスカウンター、
レジやスタッフに声をかけてください

詳細は店舗に確認してください。
A コープ原宿店
受付時間
851-5631
13 時までは当日配達
13 時以降は翌日配達
宅配時間・地域 店舗に確認
14 時～17 時で深谷・俣野・原宿・影取・小雀・
東俣野・汲沢・汲沢町
配送料
一般会員
3.000 円以上は無料
3.000 円未満は 300 円（税抜）/回
シニア会員
2.000 円以上は無料
2.000 円未満は 300 円(税抜)/回
その他
・配達できる商品は店舗で確認
・冷蔵車で配達

ハーモス深谷店

受付時間
853-1141
12 時までは当日・翌日配達
12 時以降は翌日配達
宅配時間・地域 店舗に確認
当日は 18 時～21 時
(当日の 18 時～21 時の配達は深谷町と原宿
町のみ。他の地域はお問い合わせください)
翌日は 9 時～21 時
戸塚区・泉区・藤沢市・瀬谷区
配送料 300 円/箱
その他
・配達できる商品は店舗で確認
・クール便か常温便で選択可能
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美味しいもの見ーつけた②
東海道原宿もなかと塩豆大福
菓匠 亀福
こんな近くに『おいしいものとつかブランド』のお店を
見つけました
「東海道原宿もなか」は平成 26 年
11 月に、「塩豆大福」は平成 31 年
1 月に『おいしいものとつかブラン
ド』に認定されたそうです。
これからも、美味しいもの
見つけに出かけますよ。

また買いに行こうっと

塩豆大福

ほっと理容室

あとがき

（予約優先）

P 有り

先日、保育園と近隣２施設合同の避難訓
練に参加した。
園庭に集まった、普段は元気に飛び回っ
ている子たちが、先生たちの話を真剣に聞
き、消火の様子を見、きちんと発言してい
る。〝大事な時〞が分かり、集中できるこ
の子たちは、きっと自分の命も友達の命も
守れる人に育つ!と思った。（70 代）

TEL 045-852-8550

定 休 日：毎週火曜日、第２、３月曜日
営業時間：８：３０ ～ １９：００
横浜薬大南門（旧ランド坂下）バス停のすぐそば
大人 3000 円
中学生 2200 円

大学生 2800 円

高校生 2500 円

女性顔そり 1800 円

小学生以下 1300 円(ｶｯﾄのみ)

東海道原宿もなか

出張理容 3500 円(ｶｯﾄのみ)
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