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ふれあい北野台 
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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 

  「西武跡地 テナント決定」 & 「忘れた頃に」     北野台自治会 会長 篠原由紀子   
 

《西武跡地事業説明会 ドラッグストアー (株)クリエイト誘致決定》 

 去る、2 月 7 日、自治会館に於いて、西武跡地の再利用として、テナントが決定し、その事業者説明会が 

開催されました。詳細については、先日、配布いたしました、北野台まち活 PJ ニュース№2 をご覧下さい。 

ただ、コロナ禍の為、参加者は関係者に止め、人数制限をし、事業者説明会を開催するに至ったことは、最善策

とはいえ、残念な現実でもありました。しかし、こうやって創意工夫をしながら進めていく、それが「今」私た

ちに求められている生活の有り様なのではないでしょうか。今後も、この環境は続くと思います。      

これからも、皆様のご理解、ご協力と共に、自治会活動を進めてまいります。よろしくお願いいたします。      

 

《忘れかけていた災害の記憶 気をつけましょう 備蓄を》 

コロナ禍で何もかもが覆われ、気がついたら、「大災害」への心がけに、「油断」という翳りが出ていたようで

す。2 月 13 日夜の不意を突いた地震。皆さんはどうされていましたか。ただひたすら、地震が収まる事を願っ

ていましたか。安全な所にいましたか。この地震の勢いが更に大きくなり、人力ではどうにもならなくなった

時、それが「大震災」なのでしょう。備蓄など少し見直してみませんか。それだけでも心は落ち着きます。 

 

 
令和２年度 北野台自治会役員選挙について 

選挙管理委員会 
北野台自治会規約及び選挙細則に従い、令和３年度
北野台自治会役員選挙を下記のとおり公示します。 

公    示 
 
選挙日程 

選挙公示   2 月 1４日（日） 
立候補受付   2 月 1４日（日）始 10 時 
立候補締切   ３月 １日（月）至 16 時 
定期総会   4 月 29 日（木、祝） 
（立候補届書は自治会館にあります） 

役員の役職名と定員 
会長          1 名 
副会長          4 名 
会計          2 名 
理事          ７名 
監事          2 名 

令和３年２月１４日 選挙管理委員会 

「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 

 
立候補、推薦の届出 

届け出期間は令和３年 2 月 14 日から３月 １日まで
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
を記入し、所定の箇所に署名・捺印をして、自治会事務室
へ届けてください。 
（届け出用紙は自治会事務室にあります） 
付記 
 なお、立候補の締切日までに各役員の立候補者が定
員に満たない場合には、その役員に限り、立候補を受け
付けるべく、次の選挙日程で再公示します。 
選挙日程 
   選挙再公示：３月  7 日（日） 
   立候補受付：３月  7 日（日） 始 10 時 
   立候補締切：３月 24 日（水） 至 16 時 
   定期総会  ：４月 29 日（木）（祝日） 

私たちに直接関わる地域の自治が大切であることは言
うまでもありません。その最も身近な自治会を創り、育て、
守るために役員の立候補、推薦をお願い致します。 

選挙管理委員会 
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・今年の総会は 4/29(祝日) 書面表決で開催します    ・3 月 15 日から会館はご利用頂けます    

・班長会は 4/11(日)各班の議案書をお持ち頂きます     2 ページをご覧下さい。 

 



 
 
 

3 月ご会館利用の申込みは 3/1(月) 

 

コロナ禍により、自治会は安全を第一と考え、会

館の利用を原則休止としてまいりました。 

住民の皆様には、大変ご不便をおかけ致しまし

た。3 月より会館の利用を再開いたします。 

一人一人の行動が、明るく楽しい場を作ります。 

気を緩めることなく、今まで通りの感染防止に

努めながら、会館をご利用下さい。 

□3/1～14 会議等に利用 

□3/15～  住民の皆様に開放   
■申込み方法         

 メール ： kitanodaijimu@hotmail.com 

 FAX  ： 自治会館  (635)7674 

 来 館  ：10 時 30 分から受け付け開始 

■注意事項 

1. 事前にメール、FAX でお受けしていても, 

3/1 日 10:30 の受付扱いといたします。 

 2. 3/1(月)～14(日) 会館は原則会議、打合

せの利用のみと致します。 

 3. 3 月 15 日(月)より団体でご利用下さい。 

■各部屋の利用方法と定員 

  各部屋の利用時には各部屋の定員をお守り

ください。 

  ①会議室 A～C 各 8 名    

②防音室 6 名  

  ③和室 AB 各 4 名       

  ④キッズルーム 子ども 4 名と保護者各 1 名    

  □飲料水は各自持参 お食べ物不可 

  □利用時間は 2 時間以内 

  □会館利用後に“利用記録”を記入提出 

■入館時 マスク着用・検温 

手指のアルコール消毒 

■利用時のお願い 窓は 30 分毎に換気 

ドアは開放・マスク着用 

■絶対に防いで！三密(密閉・密集・密室) 

 

■状況に合わせて、徐々に利用方法を変更 

  していきます。 

 

                                                

班長登録について 

   令和 3 年度の班長について、各班ごとに、

班長、副班長を選任していただき、二月末ま

でに自治会事務室に届けていただくようお 

  願いしています。専門部の活動辞退申請も受
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自治会館利用 再開について 

  3 月 15 日(月)より通常利用 

自治会費 未納分 集金について 

                            役員会 

自治会費の今年度の未納分については、今回、班長

に代わり、役員会で手分けをし集金をしています。 

自治会費の引き落としは 5 月と 11 月の年二回で

す。皆様には前月末までに半期分 3000 円を口

座に用意いただくようお願いいたします。振替不

能の対応に過重な時間を割いています。皆様のご

理解をお願いいたします。 

《ご相談下さい》 

■会館窓口でも会費はお支払い出来ます。 

■来館が難しい方はご一報下さい。 

 ☎635-7674(平日 10時～16 時 除 12 時～13時) 

北野台助け合いほっとライン 
休止していましたホットラインのボランティア活

動を３月１５日から感染拡大防止に留意しなが

ら再開いたします。３月のコーディネーターによ

る相談・受付は次の予定となっています。ちょっ

とした困りごとまず電話してください。 

受付日：３月１５日（月）、１９日（金）、２２日（月）、 

２６日（金）、２９日（月） 

受付時間：午前 11:00～12:30  

午後 13:30～15;00 

受付電話：090（5753）6573 

・ほっとライン例会：3 月 8 日 14 時より 
 

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。 

・買い物の手伝い・ガラス磨き・庭の草取り・ 
車の運転（自治会所有車）・障子張り・家事、 
話し相手など 
・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） 



け付けております。 

自治会名簿の配布 

                         役員会 

 令和３年版自治会名簿が完成しました。3 月 6 日

以降、班長を通じて順次各世帯に配布していただき

ます。入手後には、申告していただいた通り記載され

ているかご確認をお願いします。なお、旧版名簿の廃

棄に際しては、その取扱いについて各世帯において

十分ご留意くださいますようお願いします。 

 

子ども会に入りませんか？ 
 北野台子ども会 

４月から小学校へ通う、新１年生～新６年生のお子さ

まがいらっしゃるご家庭でしたらいつでも入会でき

ます。 

年間を通して新歓やラジオ体操、キャンプ、ハロウィ

ンなどの行事をおこなっています。 

お気軽にお問い合わせください。 

 

 

西部北野台子供文庫 

 
 

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 

北野台は本当に狙われています！ 

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）！ 

 

架かってきた詐欺電話についての

生の声もうかがいました。南大沢警

察署へ電話して丁寧に対応していた

だいたとのことです。 

■「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。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 

 

支部会員の募集 一共に活動しませんかー 

          南大沢防犯協会北野台支部 

私たちは「自分たちの地域は自分たちで守る」を目的

に防犯活動を推進しています。 

 共に防犯パトロールを行い、より安全な街をつくり

ましょう。 

 興味ある方は、奮っての応募をお願いします。 

 募集期間 ３月末まで 下記に連絡ください。 

 

  北野台自治会館 電話 ６３５－７６７４ 
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開館/事務室受付日は 3/1 より平常通りです。 

2 月中は月 水 金 のみ開館/事務受付です。  

  

 事務室受付時間 （3/1 より）   
 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 自治会ホームページ 

ふれあい喫茶室 
3 月もお休みです 

 

―地域の子育て広場― 
ベビー＆キッズわくわく広場 

3/17（水）10:30～11:30 
参加予約は３月上旬までに みなみ野保育園

子ども支援担当  ☎637-8829 まで 

北野台自治会館 

ふらっと de ランチ 
3 月もお休みです 

西武北野台子ども文庫 

再開いたします！ 

3/17（水） 

午後 3～4 時まで 

新しい本も入っています。入室の

際、検温にご協力を！ 

 高齢者あんしん相談 
 

3 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 
（火）10:15～45 ひざかり公園 
（火）11:15～45 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 

 

「フレッシュひろば」 
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第 4２回自治会総会は書面表決方式 

日程 

4/ 3 議案書案役員会承認  

4/ 5 会計監査 

4/11 議案書・書面表決書を各戸配布 

4/22 書面表決書提出日 

4/29 総会（議長から結果報告） 


