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世代共生の 住みよい街づくり 北野台

《 役員会便り №64 》

「令和 2 年庚子 北野台自治会 41 年目に向かって」
北野台自治会 会長 篠原由紀子

皆様、年明けはいかがお過ごしでしたでしょうか。今年が健康で心穏やかな日々でありますよう心より願っております。
さて、昨年は 40 周年ということで、自治会活動に多くの方々の参加を戴き、活気溢れた一年でもありました。
また、西武の跡地の問題も動き始め、地域内で助け合うボランティア活動も始動しました。
ここ一番という時の底力に圧倒された場面は多々あり、「北野台は凄い！」と驚くばかりでした。
ただ一方では、40 年という歳月は「まち」のメンテナンスを本気で考え実行しなければならない時でもあります。
皆様のお宅を少しずつ改修するように、この「まち」も出来ることから少しずつ、改修し住み易い環境づくりを維持していか
なければなりません。目の前に置かれたハードルはやや高いかも知れませんが、本気でこのまちと向き合い、諦めず知恵と
総力と勢いを以て、このハードルを越えていきましょう。
また、今年は若い世代の皆さんの感性と経験値を、地域に活かしてほしいと思っています。そして、地域の先輩方の声
と合わせて、「我がまち」を考え、若い力を大いに発揮してほしいと切に願い、新年の挨拶とさせて頂きます。
令和 ２年度自治会選挙管理員会 名簿

会員原簿の更新について
自治会役員会

区

班

氏名

住所

委員長

16

77

橋本 和浩

4-11-10

副委員長

7

31

井上 平

2-14-10

15

70

大森 陽子

4-1-21

1

3

中村 佳代

1-5-6

2

6

杉本 洋子

1-15-7

3

11

安井 紀久子

1-23-7

自治会に入会の折に提出していただきました入会申
込書（世帯主、家族の氏名・続柄・生年月及び連絡
先としての電話番号記入のもの、会員原簿という）が
40 年を過ぎ、紙の劣化が進んでいます。この機会に更
新することとしました。
北野台自治会は地縁団体法人として、会員の転出
入、出生死亡に伴う会員数の把握は重要要件となって
います。また、法令に基づき関係機関の要請によりこれ
を開示することもあります。会員原簿は従前通り、自治
会長が厳重に保管管理し、個人情報を保護します。
1 月 26 日（日）以降、班長から大型封筒にいれた
書類が各戸に配布されます。記載例を参照され、会員
原簿用紙にご記入のうえ、三つ折りし同封の返信用封
筒に封入糊付け後、2 月 22 日(土)まで班長宅にお渡
しください。ご協力よろしくお願いします。
なお、詳しくは同封「会員原簿の更新について（お願
い）」をご覧ください。

委員

4

選任中

5

23

河西 史子

1-47-6

6

29

田中 悦子

2-8-15

8

39

9

41

高梨 和孝

2-31-7

10

49

青柳 順子

3-9-14

11

54

熊坂 栄子

3-17-17

12

55

平間 明枝

3-21-1

13

64

中島 秀子

3-37-13

14

69

田中 範夫

3-47-10

17

84

乗松 三佳

4-28-1

椿

晶子

2-27-11

令和 ２年度自治会役員選挙にむけ準備を行い始めました。
大切な自治会活動における役員選挙です。ご協力ください。
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『赤い羽根共同募金』
『歳末たすけあい募金』
ご協力ありがとうございました。
10 月末から行った募金活動では、総
額 212,953 円が集まり、赤い羽根共
同募金へ 20,000 円、歳末たすけあい
募金へ 192,953 円（うち 8%は小地
域福祉活動費として自治会に交付）
を寄付致しました。

副会長 杉本 昌明
和風の街並みに洋風の家がどんどん建ってきた。新たに
北野台にやってくる若手が個性ある家を構え、やがては 40
年前の均一な家屋と入れ替わる。共働きの彼らは、どんな
コミュニティーを求めるのか。自治会館は楽しいね、などその
センターとしての機能を増強し、存分に利用していただくこと
はもちろん、災害時における安否確認など緊急連絡システ
ムの提供は待ったなしです。新世代へはそんな魅力あるハー
ドをまず提供したい。
副会長 佐々木美幸
子どもも大人も、優しい人たちに囲まれて、標準を求めら
れないで、自分らしく日々を積み重ねていかれれば～と、日

ベビー&キッズわくわく広場の大イベント『クリスマス会』
子ども支援部
大人 33 名、子ども 38 名が参加し、楽しい時間を過ごし
ました。 Bee ネットのみなさんによるハンドベル演奏の後に
はママふたりの美しいピアノ連弾とクリスマスソングを鑑賞して
いたら、軽やかな鈴の音とともにサンタクロースが登場！！
パプリカダンスを一緒に踊った後で、こどもたちひとりひとりにプ
レゼントをくれました☆
ご参加いただき、ありがとうございました。
冬休みも北野台自治会館においでよ！！

頃より思っておりましたが、加えて先日、人一人の一生は、

1/7(火)に映画上映会&みんなでランチ&洋室解放のイ

人類の長い歴史にあってはケシ粒みたいだけれど、周りの人

ベントを行いました。ランチのメニューはさつまいもご飯と豚汁

と時間を共にしたり、時には一人で黙考したりして積み重な

です。ランチの参加者は、こども 25 名、大人 22 名(スタッ

っていく、かけがえの無い大きな一粒なのだと感じる私事があ

フ 10 名含む)でした。こども支援部スタッフの手作り料理を

りました。 かけがえの無い皆さまと、アイディアや(わずかでも)
時間を、自治会で共にさせていただくことを、皆さまのご健康
とともに、年頭に祈念して止みません
副会長 石橋 秀雄
北野台自治会創立 40 周年記念式典が、音楽会を行
うなど、行事部の皆さんのご努力により華やかなうちに挙行

みんなで美味しくいただきました。
午後からは洋室を解放し、銘々が好きな遊びを行い、自由
に閲覧できるように設置したこども文庫の本も大人気でし
た。大人の方々は温かい飲み物を飲みながら談笑している
姿もあり、寒い冬の 1 日が和やかに過ぎていきました。
たくさんのご参加ありがとうございました！

されました。これにつけ、自治会を構成する会員の皆さん

健康講座の実施報告

は、入居して 40 年が過ぎ高齢化が進んでいます。今後は
北野台の環境をどうのように守り、高齢化対策をどう進めて
ゆくかが課題となります。皆様とともに考え、よりよい方向に
進めるよう願っています。
副会長 中埜 正幸
[ねずみ]年にちなみ、ことば遊びをしました。
【ね】んねん少なくなる子ども、かたや多くなる高齢者。でもめ
げない。みんなで支え合い、みんなが活き活きと暮らせる、
北野台。
【ず】―と続けよう。安心・安全・美しいまちを。あなたと共に
つくる、北野台。
【み】なさんの自治会活動（防災訓練等）への参加があっ
てこそ、明るい活気ある、北野台。本年も自治会の様々
な行事にご理解と、応援をよろしくお願いいたします。

福祉部
自治会主催の健康講座を 2 回、実施しました。
毎年やっている体力測定には、リピーターの方はこれまで
のチェック手帳を持参して参加です。毎年の経年変化を意
識しながら、生活の中にトレーニングを取り入れていきたいも
のです。
2 回目は、健康ウォーキング。中央公園で遊具の使い方
を学びながら、気持ちのよい秋空のもと、からだいっぱい伸ば
しました。中央公園にある遊具をぜひ、ご利用ください。また、
外周は、距離がわかるようになっていますので、ランニングなど
の目安にしてください。
寒いとどうしても、縮こまりがちになります。
いろいろな機会を利用して、身近での運動を楽しみましょう。
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備えあれば憂いなし、救急医療情報キットの配布
福祉部

2/21、3/20 もいつものように開室します。スタッフ一同、
今年も皆様のご来室をこころよりお待ちしております！

以前、自治会として、「救急医療情報」キットを配布しま
した。これは、かかりつけ医療機関やのんでいる薬、緊急連
絡先などを書いた医療情報を、万一に備えて玄関や冷蔵
庫などに用意しておくものです。多くのかたがすでにお持ちか

平成２年度防犯講習会のお知らせ
南大沢警察署のご協力により、次のとおり開催します。

とも思いますが、キットの残部が

開催日時：３月３日（火）14 時～15 時まで

ありますので、ご希望の方にお

開催場所：北野台自治会館 洋室ＡＢＣ

分けします。自治会館まで取り

主 催 ：南大沢防犯協会北野台支部

においでください。無料です。

北野台自治会環境安全部

また、「ここにあるよ」というお知

講 師 ：南大沢警察署防犯係員

らせシール（左図：クローバー）

演 題 ：最近の犯罪傾向と対策

については、引き続き 20 円で

昨年は、侵入窃盗事件やカード預か

販売しておりますので、併せて、

り詐欺事件等が北野台自治会内で発

ご利用ください。

生しています。本年も発生が予想されま
すので、対応策等をご講演いただきま

クリスマスコンサート

す。
ふれあい喫茶室

令和元年の締めくくりは 12 月 20 日のクリスマスコンサー

当講習会は、参加自由です。皆様の
奮っての御参加お待ちしております。

トでした。今回はタンゴを専門とする「オルケスタ・ティピカ・ル
ナ」の皆さんによるアルゼンチンタンゴ。北野台在住の弦楽

問合先：北野台自治会館 ☎（６３５）７６７４

器をお得意とする古賀さんのご紹介により実現したもので
す。ピアノとバンドネオンに、バイオリンやビオラ、コントラバス等

お知らせ：本年正月３が日の間に、四丁目の留守宅で、

の弦楽器を加えた本格的なタンゴの演奏と、圧巻のソプラノ

侵入盗犯事件が発生しました。一階の窓を壊して侵入。

歌唱。客席を埋め尽くした音楽ファンからは熱い拍手が沸き

■侵入経路の第一は“窓”です。防犯対策を！！

上がりました。

・多重ロックや、小さな窓にも施錠を

『お楽しみコーナー』での曲当てクイズではバンドのメンバー

・窓には防犯フィルムを（自分でも貼れます）

が用意してくださった景品も配られましたが、途中で景品の

・長い留守には、夜点灯タイマー付き照明を

数が足りなくなってしまいました。漏れてしまった皆様、ごめん

・隣人に不在連絡／長期の不在時は交番に連絡を

なさい！
年明けて令和二年、この後は次のような展示企画を予
定しています。
■「いちにちカフェギャラリー」
～鈴木薫 写真カレンダー展 2 月 7 日開催
北野台在住の鈴木さんは毎年、国内外への旅先で撮っ
た風景や、蝶、野鳥、花などの美しい写真をカレンダーに仕
上げていらっしゃいます。その作品群を一挙展示いたします。
■「吊るし雛展」 3 月 6 日開催
毎年恒例となりました、北野台
在住の中里さんご夫妻による愛ら
しい吊るし雛の展示です。優しい
表情の雛たちに明るく彩られるこの
イベントは、評判が評判を呼んで
周辺各地から見学のお客様もい
らっしゃるまでになりました。

防犯連絡先／相談先

042-653-0110 南大沢警察署
＃9110 警視庁安全相談員窓口
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2020 年 2 月 MM 会作業日程 みんなのまちはみんなでつくろう
日

曜

作業場所

作業場所地番

集合場所

-

-

全域

2 月は立木、遊歩道の状況調査を行います。

-

刈り取りなどの作業はお休みです。
■作業は 8 時から 10 時です。お近くの方は応援してください。簡単な作業をお願いしています。
■雨天の時はお休みです。その作業場所は予備日()に実施します。
―地域の子育て広場―

ふれあい喫茶室

ふらっと de ランチ

ベビー＆キッズわくわく広場イベント

2/7 (金) いちにちキャフェギャラリー

2/８（土）11:30～13:30

2/19(水) 10:30～11:30

2/21 (金) サロン

北野台自治会館洋室

(コーヒー/デザート付き 300 円)

10:00～12:00/13:00～15:00

寒いですが、ホットな食事と会話

北野台自治会館

をご一緒に

（会場は掲示）
※広場は平日 10：00 から 16：00

皆様のお越しを、お待ちしています!

の間、出入り自由です。
西武北野台子ども文庫
2/19 (水)

医療 講演会

高齢者あんしん相談
(包括支援センター長沼）

講師：数井 学医師

14:00～16:00

●慣れた自宅で 在宅医療・訪問看護

北野台自治会館

日時：令和 2 年 2/1（土）

予約不要/無料です

※11 月から時間変更

13:30～15 時

場所：北野台自治会館

しました。

日時：2/21(金)10:30-11:30

場所：北野台自治会館 会議室

JA 八王子移動販売

防犯講習会のお知らせ

時間：14:20～14:40

10:15～45（火）ひざかり公園

南大沢防犯協会北野台支部

(月）(金) こもれび公園

11:15～45（火）こみちの公園

移動販売 京王ほっとネットワーク

(水) 北野台クリニック
※天候・交通状況により
変更あります。

※地場産野菜のほかにも

日時：3/３（火）14～15 時

品物を取り揃えております。

演題：最近の犯罪傾向と対策

※天候・交通状況により変

(南大沢警察署防犯係)

更あります。

Ｎｗ

北野台自治会館にて(無料)

Ｆａｃｅ！

事務室受付時間
電話＆ＦＡＸ: ０４２－６３５－７６７４
平 日: 月～金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)
メール kitanodaijimu@hotmail.com
お誕生 おめでとうございます！

