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ふれあい北野台
世代共生の住みよい街づくり
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北野台

北野台自治会 自主防災会 「タオル掛け訓練」を終えて
北野台自治会 会長

篠原由紀子

今年度も、防災訓練の安否確認として「タオル掛け訓練」を実施しました。
11/15 の 9 時に震度 6 強の地震発生を想定としての訓練でした。
■ご家族が安全な場合は門扉にタオルを掛ける。
■タオルが掛かっていない場合は、支援が必要なお宅と判断する。
◎命に関わる意味のある訓練です。
防災訓練は、年に一度、「今、地震が起きたらどうする？」と自身に問い
かけ、地域内の混乱を最小限に止め、減災に努める為の日でもあります。

防 防災訓練当日の朝
災 写 真
2020

タオル掛け訓練は今回で 2 回目。実践できましたでしょうか。

この訓練は実際に活かす為に実施しています。 詳細は本日配布の、自主防ニュース 93 号をご覧下さい
《 12/1～1/31 新型コロナウイルス感染拡大による

北野台自治会対応 》

1. 自治会館の臨時休館について

臨時休館 期間 ： 12/1～1/31

2. 臨時休館期間 事務受付業務

週/2 日：月曜日・金曜日のみ

3. 詳細は各戸配布の文書をご覧下さい。

10 時～16 時（除：12 時～13 時）

原則、この期間の自治会活動は停止とさせていただきます。

※感染防止対策は今まで通りにお願い致します。

インフルエンザの予防接種も是非！

※文書配布については、班長、一部区長の皆様にご協力いただきました。 ありがとうございました。

《 北野台自治会 まち活ＰＪより 》
1. 西武跡地

《北野台地域内 樹木調査 報告》
環境安全部

9 月測量、10 月地質調査以後は

2020 年度、会員の皆様から要望のあった剪

具体的な動きはありません。

定、伐採等につき調査を実施しました。

2. 若年、子育て世代を対象としたインタビュー実施
・実施方法

リモートによるグループインタビュー

・テーマ

若い世帯が考える地域の魅力や今後に
向けた課題、展望など

【実 施 日】 11 月 27 日（金）9 時より
【樹木巡視者】環境安全部・パークサーピズ八
王子(市/公園・緑地指定管理者)
【結果】 ①北野台地域の樹木作業などは、予

・11 月中旬に実施いたしました。

定の倍以上、進んでいることがわ

・調査主体

かりました。

国土交通省国土技術政策総合研究所

3. 芝浦工大生による北野台地区のリノベーション
を考える 《ワークショップ開催》
《テーマ》
『君が住んでみたくなる街の魅力とは？』
『君ができる「まちづくり」は？』
・実施日 12/4
於：豊洲文化センター
4. 自然観察会

2021 年春を予定

②ご要望頂いている未完
作業分については、樹木の状
態を判断し優先順位をつけ、
引続き作業実施となります。
※伐採については、樹木周辺住
民の皆様の合意が必要です。
要望書の宛先は市長となり、
自治会から提出します。
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雪かき援助者 募集
環境安全部
冬の備えとして、北野台にはかかせない「雪かき
対策」があります。そこで、今年も「雪かき援助希
望者」 「雪かきボランティア」を募集します。
1.雪かきを希望する方、ボランティア希望の方
新たに登録をお願いします。
2.雪かきボランティア募集について
①今年は学生の募集をします
地域内の中学生以上の学生を募集します。
②地域内の元気な住民の皆様を
募集します。
3.雪かきできる場所
ご自宅敷地内のみです。
※道路の雪かきは致しません。

4.雪かき希望者とボランティアの人数に著しい差
がある場合は連絡させて頂きます。
5.対価について
1 日 1 時間 1000 円～1500 円
■援助希望、ボランティア希望の申込み方法
①会館に電話/FAX でお申し込み下さい。
②詳細は担当から追って連絡いたします。
③申込み締切りは 12/14（月）です。

《自治会 年末年始駐車場の貸し出しについて》
自治会役員会
年末年始に自治会館と中央公園の駐車場を貸し
出します。本年度末はお集まり戴くことを避ける
ため、貸出し方法を変更いたします。
《申込み方法と貸出し期間》
1.ご希望の方は事前申し込みをしていただき、
自治会役員が 12/17（木）に抽選（集合は無し）。
事務から当選者に電話連絡いたします。
2.貸出し期間

12/28（月）～1/5（火）

3.申込方法
・本紙掲載 自治会メール、電話/FAX にて申込み
・申込み必要事項 ：住所・氏名・電話番号
・申込み期間 ：12/4（金）～12/14（月）
★電話は（月）（金）のみ
電話受付は 10：15～15：45 の間
4.費用は無料

各世帯 1 台

5.対象駐車場所：会館：10 台、中央公園：７台
■当選者にお願い
１2/21（月）～12/25（金）1５:３０迄に会館事務室
で利用手続きをし、駐車票を受け取ってください。

共同募金へのご寄付のお願い
班長を通じて各戸にお願いしていました牛乳パ
ック等を利用した共同募金を、今年度から取り止め、
代わって個人から募金をお願いすることにしました。

■駐車場 12 月通常貸出し終了日について
自治会館駐車場の年内通常貸し出しは
12 月 2０日で終了 です。20 日迄に車両の移動、
駐車票・鍵を返却下さい

この度、市社会福祉協議会を通じ「赤い羽根共同
募金」「歳末助け合い共同募金」の依頼が来ていま
す。つきましては、共同募金の精神に賛同していた

住宅用火災報知器の寿命迫る！

だき、自治会会員の皆様にご寄付をお願いします。
なお、事務手続き上紙幣でお願いします。
■詳しくは事務室にお問い合わせください。

東京消防庁の管内では、東京都の「火災予防条例」
によって、平成２２年４月１日からすべての住宅に設
置が義務付けられました。警報器本体の寿命は、お
おむね１０年です。電池が切れたご家庭もあるかと
存じますが、電池の交換だけでは、経年劣化により、
火災を感知しなくなることがあります。設置後１０
年が経過したら新しい警報器に交換してください。
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健康体操教室へのご参加ありがとうございました
福祉部

｢トリックオアトリート｣と元気な声が北野台に響き、
子ども達はお目当てのお菓子を貰い大満足。ご協

11/10（火）、雲一つない青空、赤や黄色に色づい

力いただいた地域の方々、本当にありがとうござ

た木々の下、中央公園で健康体操教室を行いまし

いました。子ども達の楽しみにしているハロウィン

た。前回を上回る 30 名超のご参加を頂き、講師の

で、こうして交流をもてることは子ども会としてと

先生のトークも冴え、笑いに包まれて気持ちよく体

ても嬉しいことです。

を動かしました。なぜ転びやすくなるのか、転んで

今後も子ども会にご理解ご協力のほどよろしく

もケガをしないですむようになるためには？など

お願いいたします。

のお話もとてもわかりやすく教えて頂きました。閉

子ども会では地域の子育てを目指して活動してい

じこもりがちになりそうな冬が近づいていますが、

ます。楽しい行事がいっぱいです。入会お待ちして

継続した体づくり、がんばりましょう！

おります。
なりすましの詐欺に注意！
南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部

花壇のおはなし
花いっぱい運動有志

特に高齢者を標的に、詐欺

自宅近くの遊歩道が雑草で埋もれているのを見

のなりすまし電話が集中して

かねて、この春から花作りを始めました。抜いても

かかっています。北野台は狙

生える雑草との悪戦苦闘に始まり、秋には花壇に

われていると、防犯関係者が

変身しました。“綺麗になりましたね！”と通りすが

くちをそろえます！銀行口座

りのかたに声をかけられると、苦労も吹っ飛びます。

から不正に送金された、と連
絡する警察官や、市の職員をかたる事案が続いてい
ます！ こんな会話／電話は疑いましょう。
・息子の友達をかたる、 電話をなくした！
・口座番号を教えてください。暗証番号も
・ATM へ行ってください」
・「友達がお金を取りに行くので渡して」
■警察官や市の職員が、銀行

私たちのまちにはまだ手つかずのところが。一緒

口座などの情報、資産の状況

に“花いっぱいのまち”にしてみませんか。だけれど

などは尋ねません！

も、花の種・苗・肥料代に一寸お金がかかりますが。

狙われています。要注意です!
その場で対応することなく、
家族や警察、市役所に通報を！!

ハロウィンのお礼
北野台子ども会

防犯連絡先／相談先 ０４２-６５３-０１１０

10 月 31 日
(土)、毎年恒例の子
ども会のハロウィン
が行われました。今
年は何かとイベント
が中止となる中、子
ども達はとても楽しみにし、思い思いの仮装で地域
の方々のお宅に訪問させていただきました。
ハロウィンの飾り付けや仮装をして迎えて下さった
お宅もあり、子ども達も大喜びでした。

暗証番号や口座の番号の質問はだましの手口！
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土砂災害警戒区域の確認調査が

自治会館は使用停止です

行われます。

ふれあい喫茶室
12 月はお休みです

調査期間：12 月中旬～2 月下旬
■連絡先：６４３－２６５０

期間：１２／１より 1 月 31 日まで
この間、事務受付業務は週/2 日

＜東京都南多摩建設事務所＞
―地域の子育て広場―
ベビー＆キッズ

月曜日・金曜日です
西武北野台子ども文庫

12 月はお休みです

わくわく広場

－12 月はお休みです－
お問い合わせはみなみ野保育園子ど

－会館がお休みになるため－

ふらっと de ランチ
お休みです
高齢者あんしん相談
(包括支援センター長沼）

１２月/1 月はお休みです

HP ご覧下さい！

も支援担当☎637-8829 まで

移動販売 京王ほっとネットワーク

JA 八王子 移動販売

時間：14:20～14:40

10:15～45（火）ひざかり公園

(月）(金) こもれび公園

11:15～45（火）こみちの公園

(水）

※地場産野菜のほかにも品物を

北野台クリニック

取り揃えております。
※天候・交通状況により変更あります。

※天候・交通状況により変更あります。

１２月から 1 月 31 日迄の間 中止となる主な行事/催し

12/6 全班一斉清掃の予備日 12/13 自治会館全館清掃
12/16 ベビーキッズわくわく広場 西武北野台子ども
北野台ほっとライン
１/24 区長会
ホームページの QR コードです
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）

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

