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北野台自治会発行
八王子市北野台 4-25-1
TEL/FAX (635)7674

《 役員会便り № 468》

―東日本大震災より 9 年―

北野台自治会 会長 篠原由紀子

早いもので、2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生し、おおよそ 9 年が経ちます。
みなさんはその時、何をしていましたか。そして、何を学び、今に活かしているでしょうか。
岩手県宮古市に震災を機に、知りあった友人がいます。
その友人からの今年の電話で「もう堤防から海は見えなくなった」とのこと。
命と引き換えに、津波対策として防潮堤が出来、見慣れた海の見える故郷の光景が
無くなったとのことでした。
岩手県陸前高田市 一本松

災害は思わぬ時にやってきます、出来ることから少しずつ準備をしましょう。
たとえばご自宅の中で最も安全な場所を探すことも大切な事です。すぐに避難場所に

行かなくても、安全であればご自宅にいることも大事な選択肢の一つです。「自助」自分で出来ることを考え実行してみましょ
う。そして、「共助」ご近所の皆さまと協力しつつ、自分たちの力で「安心・安全」を積み重ねていきませんか。

令和２年度 北野台自治会役員選挙について

立候補、推薦の届出

選挙管理委員会

届け出期間は令和２年 2 月 16 日から 2 月 28 日まで

北野台自治会規約及び選挙細則に従い、令和２年

の間とします。立候補および推薦者は届出用紙に必要事項

度北野台自治会役員選挙を下記公示します。

公

示

を記入し、所定の箇所に署名・捺印をして、選挙管理委員
または自治会事務室へ届けてください。
（選挙管理委員会名簿は 1 月号に掲載されています）

選挙日程

付記

選挙公示

2 月 16 日（日）

立候補受付

2 月 16 日（日）始 10 時

員に満たない場合には、その役員に限り、立候補を受け

立候補締切

2 月 28 日（金）至 16 時

付けるべく、次の選挙日程で再公示します。

定期総会

4 月 29 日（水、祝）

選挙日程

（立候補届書は自治会館にあります）
役員の役職名と定員

なお、立候補の締切日までに各役員の立候補者が定

選挙再公示：３月 1 日（日）
立候補受付：３月 1 日（日） 始 10 時

会長

1名

立候補締切：３月 13 日（金） 至 16 時

副会長

4名

定期総会 ：４月 29 日（水）（祝日）

会計

2名

私たちに直接関わる地域の自治が大切であることは言

理事

７名

うまでもありません。その最も身近な自治会を創り、育て、

監事

2名

守るために役員の立候補、推薦をお願い致します。

令和 2 年２月 16 日 選挙管理委員会

※4 区選任中の委員は 1-40-5 中村暢夫様となりました。
選挙管理委員会

■事務手続き・電話受付

平日：10 時～16 時 (除：12 時～13 時) ☎635-7674

■FAX&留守電(24 時間) ☎635-7674 ■✉ kitanodaijimu@hotmail.com
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「会員原簿の更新」補足について

祭り、文化祭などイベント開催の折に、また賛同いただいた自

原簿更新についてお問い合わせあり、下記補足いたします。

治会団体・サークル主催の行事開催の折に、広く募金に応じ

■今回の「会員原簿の更新」とは、自治会へ入会時に提出

ていただくという方式に変更いたします。なにとぞ変更にご理解

した入会申込書の更新のことです。

をいただき、共同募金の心を大切に、募金活動に変わらぬご

・非公開書類です。

協力をお願いします。

・「自治会名簿」（住所録、各戸配布）とは違います。
■班長さんへお願い

「医療講演会」 関心度の高さの中 終了！

・班長宅に届けられる記入済みの会員原簿封入封筒は

役員会

各世帯の班長宛の締め切りが 2 月 22 日（土）です。

2 月 1 日、「在宅看護・訪問医療とは」と題した、医療講

・班長は集まった分のみ一括して 23 日までに会館（また

演会を自治会館で開催しました。出席者は 120 人近くとな

は会館ポスト）にお届けください。各班の未提出世帯に

り、関心の度合いの高さが良くわかりました。

ついては会長、事務局担当副会長が対応いたします。

講師は北野駅
南口で、クリニッ

「お茶っこ北野台」❤経過報告❤
北野台自治会

クを開業している
数井学先生で、

★皆さんの班は利用

今、周辺の町会、

されましたか？

自治会を回って

ご近所付き合いを深めて

在宅看護、訪

いただく、「お茶っこ」。
多くの班が利用され、班ごとでお茶とお菓子を召し上
がりながら、楽しい時間を過ごされています！
・とても楽しかった。お茶っこを、皆さんに利用してほしい。
・ご近所の人と話す良い機会になった。顔と名前と家の
等々

★「お茶っこ」 まだまだ 申込受付中！！！
～災害時にも手助けし合えるご近所付合いを！～
後半日程

分かりやすく説明をされています。
内容は、在宅医療の全体像について、次いで、どう生きる

★次のような感想が寄せられています。

確認が出来た！

問医療について

3/7( 土 ) 、 8( 日 ) 、 15( 日 ) 、

22(日)、28(土)、29(日)、30(月)
※時間はいずれも 14：00～15：50

【申込方法】
① 班長・副班長さんで相談し、上の日程から希望の日を
自治会館へ連絡する。
② 参加者を募る「回覧用紙」を班で回す(回覧用紙は自
治会館事務室にあります)。
③ 参加人数が決まったら、自治会館へご連絡を！

か（＝どう、人生を締めくくるか）などの深いお話、また、課題
として少子高齢社会で人口減少の中、圧倒的に介護に従
事する人が足りないという現状への危機感などを話されました。
そして、そんな時に大切にすべきことは、「人と人との繋がり」で
はとのことを先生の言葉からうかがい知ることができました。
数井先生は、患者さんに「困ったときに相談できる人がいま
すか」といつも尋ねるそうです。高齢期になればなるほど、「誰
の世話にもならない」というわけにはいかなくなり、むしろ、誰か
の力を借りることは当たり前のことではないでしょうかとおっしゃっ
ていました。
気楽に「ヘルプ」の声をあげられるような環境や情報が必要、
と改めて感じました。
北野台助け合いほっとライン
ボランティアさん募集！
ちょっとした困りごとのお手伝いをしていただく方が
まだ足りていません。

共同募金等の集金法の変更について
これまで緑の羽根募金など各種の募金については、班長を
通じて各世帯にお願いしていましたが、かねてより班長会など
でいただく要望を考慮し、来年度（令和 2 年 4 月）からこ
れを廃止することにしました。それに代わり、自治会総会、夏

・買い物の手伝い・ガラス磨き・庭の草取り・車の運転
（自治会所有）・障子張り・家事など
・この際ボランティアとして登録してみませんか？
（申込用紙は会館事務室にあります）
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防犯講習会のお知らせ

映画上映会
福祉部

南大沢防犯協会北野台支部

昨年に引き続き、映画上映会を行います。

南大沢警察署のご協力により開催します。

ちょっと懐かしい寅さんシリーズ。
「男はつらいよ 柴又慕情」 マドンナは吉永小百合

■開催日時：３月 ３日（火）14 時～15 時

日時：3 月 10 日（火）13 時 30 分～16 時ごろまで

■開催場所：北野台自治会館

場所：自治会館洋室 AB

■主 催 ：南大沢防犯協会北野台支部

このところ、「贋作」が放映され、ちょっとブームです。前にご覧

北野台自治会環境安全部

になった方も、これからの方も、ご一緒に。お茶の用意もありま

■講 師 ：南大沢警察署防犯係員

す。(無料)

■演 題 ：最近の犯罪傾向と対策
振り込め詐欺や侵入窃盗事件が北野台自治会内でも後
自然観察会(第 5 回)のご案内
まち活 ＰＪ

を絶ちません。自分は大丈夫、と思うところに油断があります。
本年も発生が予想されますから、最近の手口、対応策等を

今年もやります。好評の自然観察会です。

ご講義いただきます。例年の開催ですが、犯行の形は変化し

案内人は 花、虫、樹木のことなど、何を聞いても答えてくれ

ています。この機会に心がけを新たにいたしましょう。 当講習

る、小林 健人さん（森林インストラクター）。

会は、参加自由です。しております。

日時：3 月 7 日(土)13 時 30 分～15 時ぐらいまで

お問い合わせ：北野台自治会館☎（635）7674

集合場所： 中央公園あずまや
持ち物 ： 水、タオル、メモ帳、筆記用具など

吊るし雛展のお知らせ
ふれあい喫茶室

＊双眼鏡は、少し自治会のものがあります。無料。小雨決行
歩きやすい靴で、ご参加ください。お待ちしています。

3 月６日（金）は喫茶室恒例となりました 4 丁目の中
里様による『吊るし雛展』の日で
す。部屋いっぱいに吊るされた愛
らしい雛たちが創る華やかな世
界。毎年この展示を楽しみにして
いらっしゃる方も多いことと思いま
す。一日限りの特別展示です。
喫茶室では午前 10 時～12
時と午後 1 時～3 時の間、お雛
様を鑑賞しながらお茶とお菓子を

昨年 6 月の自然観察会

お楽しみいただけます。たくさんの
皆様のお越しをスタッフ一同、お待ちしております。

環境安全部からお願い
！火の用心！
空気が異常に乾燥しています！春一番を控え、
火災は北野台の大きなリスクの一つです。
油断せずに点検を！
・燃えやすいものをストーブなどの暖房器具のそばに置かない
・タバコの火の不始末は最も多い火災の原因です。
・出かける前も、寝る前も火の元チェックを忘れずに！

会館駐車場の貸出期間延長について 役員会
従来、駐車場の貸し出し期間は、通常 1 か月を限
度に受け付けていました。ただ、ここ数年、家屋の塗装、補
修工事等に期間を要する傾向が増え、自宅のガレージが使
えない状況となってきています。そこで、2 月の役員会を経
て、2 月 16 日以降、45 日を目途に最大 2 ヶ月まで貸し
出し延長することにいたしました。利用ご希望の方は事務室
へお申し出下さい。
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―地域の子育て広場―

ふれあい喫茶室
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ふらっと de ランチ

ベビー＆キッズわくわく広場

3/６ (金) サロン つるし雛展示

3/14（土）11:30～13:30

2/19(水)、 3/18 イベント（水）

2/21（金）、3/20(金) サロン

4/11（土）11:30～13:30

10:30～11:30

10:00～12:00/13:00～15:00

(コーヒー/デザート付き 300 円)

北野台自治会館洋室

北野台自治会館（会場は掲示）

※お友達同士、おひとり様、皆様
のお越しを、お待ちしています！

※広場は平日 16：00 まで解放
西武北野台子ども文庫

自然観察会

2/19(水) 3/18（水）

日時：3/7 日(土)13:30～15 時頃

14:00～16:00

集合場所： 中央公園あずまや

北野台自治会館

持ち物 ： 水、タオル、メモ帳
無料。小雨決行です。

※4 月から終了時間を 変更します。
移動販売 京王ほっとネットワーク

高齢者あんしん相談
(包括支援センター長沼）
日時：3/６(金)10:30-11:30
予約不要/無料です
場所：北野台自治会館
－防音室－

JA 八王子移動販売

防犯講習会のお知らせ

時間：14:20～14:40

（火）10:15～45 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

（火）11:15～45 こみちの公園

日時：3/３（火）14～15 時

(水）北野台クリニック

※地場産野菜のほかにも品物を取り揃

演題：最近の犯罪傾向と対策

※天候・交通状況により

えております。

変更あります

※天候・交通状況により
変更あります

塩化カルシウムを用意しています（凍結防止剤） 環境安全部
北野台自治会館に凍結防止剤の塩化カルシウムを用意して、お分けしています。
ご希望の方は平日、会館事務室にお尋ねください。使用に際してはご注意があり
ます。塩化カルシウムは、“融雪剤”として売られていることが多いのですが、雪上に
撒いても、その下の凍結面を融かすことはできません。雪かきの後に、道路の表面
がほぼ現れたところで撒くと、道路の凍結を防ぐことができます。正しくお使いください。
会館事務室受付時間
電話＆ＦＡＸ０４２－６３５－７６７４
平 日月～金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)
メール kitanodaijimu@hotmail.com

(南大沢警察署防犯係)
北野台自治会館にて(無料)

