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会員の皆様   
令和３年の年明けも平時と変わることなく その扉が開きました。 
穏やかな一年を過ごせますように。「疫病退散」心から願うばかりです。 

今年もよろしくお願いいたします。          北野台自治会 会長 篠原由紀子 

令和 ３年度自治会選挙管理員会 名簿 
 区 班 氏名 住所 
委員長 17 86 白島 友紀 4-32-9 

副委員長 1 1 菊地 さえ子 1-2-15 

16 79 原 桃代 4-14-14 

委員 2 9 阿部 淳恵 1-20-13 

3 12 柏木 哲男 1-29-3 

4 17 菊地 揚子 1-38-6 

5 21 松元 敏秀 1-43-1 

6 25 竹田 恵子 2-1-4 

7 34 福田 善朗 2-19-20 

8 36 大越谷 正樹 2-21-2 

9 42 追野 誠 2-32-14 

10 47 加藤 美和子 3-5-8 

11 52 三善 唯人 3-13-12 

12 59 杉本 宗隆 3-27-11 

13 61 天本 義文 3-32-10 

14 66 米華 香織 3-34-1 

15 74 浅井 順子 4-8-11 

令和 ３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。 

   

 

1.会館の全室の貸出は原則休止とします 

 期間 1/1(月)～3/14(日) 

-利用申し込みは３/１より 

☆会館利用は 3/15(月)より 

2.会館事務受付 週 3 日(月・水・金) 時間通常通り 

 事務員不在(火・木) 

3.駐車場の貸出については通常通り。 

 事務手続き日(月・水・金)にご連絡下さい。 

 留守電、メールもご活用下さい。 

 ℡/fax 635-7674 

 Mail kitanodaijimu@hotmail.com 

(コロナ対応は文書で各戸配布しています) 

2021 年 5 月以降 主な行事日程 予定 

1.夏 祭 り       8/21(土)～22(日) 

2.文 化 祭       10/30(土)～31(日) 

3.クリスマス音楽会  12/12(日) 

4.防災訓練        10 月又は 11 月(予定)      

世代共生の 住みよい街づくり 北野台 

2021 年 4 月迄の予定 

1.班長会   4/11(日) 9：00 詳細は後日 

2.定期総会 4/29(祝) 開催方法は後日 

    コロナ禍の自治会の対応 



北野台 3 丁目 40-7 先 

《交番付近交差点の道路照明灯設置工事開始》 

 

周辺の住民の方からの声で、高嶺交番付近、バス

通りから外周道路に入る T 字路信号付近が暗いとの

ことで街灯設置の要望がありました。交通安全協会

北野台支部長にも確認して頂きました。 

 

(以下の照明灯が設置されることになりました) 

1.大型照明灯 LED 設置(信号機の所) 

2.小型照明灯 LED 設置(信号機から数 m 先) 

3.工事期間令和 3 年 1 月下旬～2 月中旬 予定 

  

健康維持の取り組みを振り返って 

                  福祉部 

先行きの見えない中でのスタートとなった今年度

でしたが 9 月の映画祭、10,11 月の健康体操教室等

の活動を行うことができました。感染予防対策の緊

張感がある中で、ご参加頂いた多数の皆様、運営の

準備に尽力いただいた福祉部員の方々、本当にあり

がとうございました。 

目下、２回目の緊急事態宣言が発令中ですが、期間

中に心身の健康のために気を付ける点について地域

でノルディックウォーク教室を主催されている及川様

より健康リスク対策へのご助言をいただいておりま

す。是非 ご参考に！ 

―新型コロナウイルス感染症対策と 

健康リスク対策― 

「ステイホーム」の生活を続けることの恐れは、私達

の生活が阻害されることです。特に年配者にとって

はロコモティブシンドローム（骨や筋肉の衰えが原因

で、「立つ」、「歩く」といった機能が低下している状

態）に繋がる重大なリスクです。私たちは、正しい生

活リズムを習慣づけることによってこのリスクを遠ざ

けることができます。正しい生活リズムは「十分な睡

眠」、「適切な運動」、「バランスの良い食事」が重要と

言われます。適切な運動の例として下記ウエブサイト

を紹介します。是非お試しください。 

―在宅活動ガイド 2020 短縮版― 

    国立長寿医療研究センター       

https://www.ncgg.go.jp// 

 福祉部では来年度も地域の皆様と共に楽しめる活

動を計画する予定です。この厳しい冬を一人一人が

工夫して過ごしながら、皆で一緒に明るい春を迎えま

しょう。 

共同募金のご協力に感謝 

                 事務局 

歳末助け合い募金等にご協力いた

だきありがとうございました。月末に

八王子市社会福祉協議会を通じて共

同募金会に届けます。 

 

《恒例の年末パトロール激励会》 

役員会 

2020 年 12 月 28 日(月)の 18 時過ぎ、南大沢

警察署、南大沢防犯協会、八王子消防署北野出張所

の皆様が自治会へ年末パトロ-ル活動への激励の為

来館、感謝の言葉をいただきました。 

 

(今年は子ども会も参加) 

自治会では役員を始めとする、環境安全部、防犯協

会、子ども会が集合、激励を受け、子どもたちは、拍

子木を打ちながら、元気よく寒空の中、地域内パトロ

ールを開始しました。 

子ども会のみなさん！寒い中をがんばってくれまし

たね。 

うれしかったですよ。ありがとう！ 

 

(子どもたちと親から ひと言() 

・楽しかった。 

・今回は夜だったので、次回は 3 月頃昼間に拍子木

を持ってパトロールをしたい！ 

 

 

会館床のワックスがけ終了 

事務局 

暮れにフローリングのワックス掛けを施し、汚染軽減

を図るとともに、汚れが付きにくくしました。ご利用

後、引き続きモップによる床拭きの励行をお願いし

ます。 

No.47９-P2 



有害鳥獣の被害 

環境安全部 

夜に散歩中の被害の連絡が自治会にありました。 

ハクビシンと思われる動物が出現し、愛犬にかみつい

て暫く離れなかったとのことです。 

ご連絡と時を同じくして、市から獣害対策に関する

資料連絡を受けております。 

猿や大型獣のほか、アナグマ、アライグマ、タヌキ、

ハクビシンなどが対象害獣に挙げられています。 

害獣対策の窓口は市役所の産業振興部害獣対策課

です。お困りの時は下記にお知らせ下さい。 

 

電話：042-620-73７５（ＦＡＸ：６２７－５９５１） 

 

カラスの害もお知らせが多数！ 

台所ゴミをあさり、散らかすカラスの悪さには閉口

します。無防備なゴミ出しがカラスを呼び寄せ、地域

カラス数の増加の悪循環に陥ります。好物のセミが

少なかった昨年夏も、この冬も餌が少なく、家庭ゴミ

が絶好のターゲットとなります。ご近所への迷惑防止

からも、ゴミ出しには万全の策を講じていただきます

よう自治会からもお願いします。 

 
 
 

凍結防止剤を会館に用意します 
環境安全部 

北野台自治会館に凍結防止
剤“塩化カルシウム”を用意して
います。ご希望の方は 
月/水/金曜日、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”ではありません！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。必ず、
雪かきの後に、道路の表面に撒けば、路面の凍結を防ぐこ
とができます。 
 
 積もった雪の表面には撒かないでください。 

問合先：北野台自治会館 ☎（６３５）７６７４ 

 
 

 
 
乾燥しています！火の用心！ 

 
寒さが増すなか、空気が異常に乾燥しています。火災は

北野台の大きなリスクです。油断せずに点検を！ 
・燃えやすいものを電気ストーブ/ガスストーブなどの暖房
器具のそばに置かないでください 

・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！ 
路上で喫煙する方は減ってはおりますが、時にお見かけいた

します。不始末が枯れ葉など燃えることにつながります。家庭の
内外でご注意をお願いいたします。 

 
 
詐欺や押しかけ犯罪に用心を！ 

南大沢防犯協会北野台支部 

北野台自治会 

北野台は狙われています！と、各機関から繰り返し、

注意喚起を受けています。 

南大沢警察署を騙るカードや現金受け取りの電話

詐欺が北野台に集中しています！ 

こんな話は家族や警察に連絡／相談しましょう。 

■お金を落とした、今うちにいくらある？ 

 －押しかけ強盗の予兆です！！ 

■警察官がお金を受け取りに行きます（偽警官！） 

■スマホの警察手帳は（偽物です）！ 

■「お宅の屋根と雨どいが痛んでいます」「補修には

災害保険が適用されます」「近くで工事をしている

ものでついでですが」などと騙り、 

断りなしに点検を始め、話巧みに補

修の約束をさせる、という事例が自

治会にも報告されています。後から

断るのに一苦労します。飛び込みの

訪問業者にはくれぐれもご用心。 

在宅でも施錠してインターホンだけで

応対し、安易に見積もりなどの承諾

をしないようにしましょう！ 

 

 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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事務室からのお願い 

コロナ感染防止から、事務室の受付でも、多くの来

館者に対応するため万全の対策を講じています。 

①不要不急の来館はご遠慮ください。②問い合わ

せはなるべく電話（留守電も OK）や FAX 

 

また、eメールでお願いします。③マスクをしていな

い方の入館はすべてお断りしています。④コピー機

は多くの方が利用しますので、手指を必ずアルコー

ル消毒してからご使用ください。

■中止となる主な行事/催し   

 ベビーキッズわくわく広場  

 北野台子ども会    

 北野台ほっとライン  

■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 （12～1 月の間）   

 電話＆ＦＡＸ０４２－６３５－７６７４ 
 平  日月、金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)  
 メール  kitanodaijimu@hotmail.com  
 

スマホで読める各種 URL 

自治会ホームページ 

防災行政無線アプリのインストール 

―地域の子育て広場― 

ベビー＆キッズ 

わくわく広場イベント 

２月もお休みです 

 

※広場も閉めています 

ふれあい喫茶室 

 

２月もお休みです 

 

 

ふらっと de ランチ 

 

2 月もお休みです 

 

西武北野台子ども文庫 

２月も 

文庫はお休みです 

 

 

 

乾燥して 

います！ 

 

火の用心！ 

 

高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

２月もお休みです  

 

 

移動販売 京王ほっとネットワーク 

時間：14:20～14:40 

(月）(金) こもれび公園 

(水) 北野台クリニック 

※天候・交通状況により

変更あります。 

JA 八王子移動販売 
10:15～45（火）ひざかり公園 

11:15～45（火）こみちの公園 

※地場産野菜のほかに

も品物を取り揃えており

ます。 

※天候・交通状況により変更あります。 

特殊詐欺 
侵入盗犯 

不審者から生活を 
守りましょう！！ 

 
連絡窓口：南大沢警察署 

 ☏ 042-653-0110 
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