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     ―2021 年 桜は満開 気持ちも明るく GO！ ―    北野台自治会 会長 篠原由紀子   
 

2021 年 3 月中旬、テレビから、東京は桜満開とのニュースが流れてきました。 

四季折々の風情は変わることはないのですが、社会の営みは大きく変わりました。 

自治会活動もまた然りです。中でも、区長、班長の皆様においては、自治会から 

の配布物が多くなり、更には、理解し難い事も多く、任期最後までご苦労の多い一年となるのではと思

っています。そんな最中でも、自治会活動へのご理解ご協力を頂いている事に、心から感謝いたしま

す。任期は 5 月 8 日、来年度の第一回班長会前日迄です。よろしくお願いいたします。 

 

 さて、2021 年度はどんな一年になるのでしょうか。未だ、コロナは 

収束していませんが、昨年、見えなかった、ワクチンの動きが出てきました。 

変化はしているのです。その変化に希望を託し、元気にコロナ対策をし続けて、心からの笑顔を 

取り戻しましょう。           

お花を愛でるのに良い季節の到来です。心のリフレッシュも忘れずに。 

 

令和 3 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公示します。 

再   公   示 
選挙日程 

選挙公示    3 月 7 日（日） 
立候補受付    3 月 7 日（日） 
立候補締切    3 月 24 日（水） 
定期総会    4 月２９日（木 祝） 

役員の役職名と定員 
会長          0 名 
副会長          ２名 
会計          2 名 
理事          1 名 
監事          1 名 

令和 3 年 3 月 7 日 選挙管理委員会 

立候補、推薦の届出 
届け出期間は令和 3 年 3 月 7 日から 3 月 24 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
所へ届けてください。 
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令和 3 年度役員候補者 
届出状況（1 次、２次公示結果）3 月 24 日現在 

役職名 定員数  氏名 区別 

会長 1  篠原 由紀子 立候補 

副会長 4 

  杉本 昌明 推薦 

 中埜 正幸 立候補 

 佐々木美幸 立候補 

 陣内 泰子 推薦 

会計 2 
 ＊  

 ＊  

理事 7 

 島崎 光章 立候補 

 高橋 貴子 立候補 

 直井 和美 推薦 

 久保田貞視 推薦 

 高田 正勝 立候補 

 松浪 裕夫 推薦 

 ＊  

監事 2 
 小林 基志 推薦 

 ＊  
今回の再公示対象については、定員に満たない 6 名分となり
ます。                        選挙管理委員会 

 



 

旧名簿の廃棄について 

 

 先に配布しました新版自治会名簿に関して、不

要となった旧名簿の処分を自治会に依頼の方は、

自治会館に持参するか、または会館門扉右側ポ

ストにその旨記載の上投函ください。 
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2021 年度 班の編成について 

①27，２８，２９班を２７，２８の 2 班に統合。29 班は欠番 

②45、46、47、４８班は４５、46、47 班に。48 班は欠番 

③14 班は欠番とし 13 班に変更 

といたしましたので、よろしくお願いいたします。 

第 41 回 定期総会 
-書面評決方式- 

日程：4 月 29 日(日)- 
時間：14 時より  
場所：自治会館Ａ～Ｃ 

第 42 回  定期総会を書面表決方法で開催 

                  役員会 

自治会活動にご理解、ご協力を頂きありがと

うございます。 

2021 年度の総会は対面での開催と考えてお

りましたが、以下の理由で昨年同様、議決は書

面表決で行う事といたしました。 

何卒、ご理解頂きますようお願いいたします。 

  

《総会を書面表決方法にした理由》 

1.新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた

対応策として、八王子市より、総会は書面表

決による方法を検討してほしいとの意向が

有りました。 

 

2.上記理由に基づき、役員会で検討した結

果、第 42 回定期総会を書面表決方法で行

う事といたしました。 

 

3.書面表決総会実施日  4/29(木 祝) 

  新旧役員出席、選挙管理委員長出席 

  議長立会いの下、開催いたします。 

第 3 回(最終) 班長会(議案書受取り) 

                          役員会 

1.コロナ禍の為、最後の班長会も開催することなく、

班長の皆様には、この一年はやり難さの中で、配布

物ばかりが多くご負担をおかけしました。ありがと

うございました。 

定期総会に向けてのご協力を最後に、任期終了と

なります。よろしくお願いいたします。 

 

『班長会は開催しませんが、ご自身の班の議案書 

全世帯分を取りにいらして頂きます。』 

 

     《書面表決総会に向けて》 

①議案書を配布します。 

会館まで、班全世帯分の議案書を取りにいらして頂

き、班全世帯に配布をお願いします。 

  ・議案書配布日 

日時  4 月 11 日(日) 9 時より 

詳細は 3 月下旬に文書にて配布します。 

 

②各戸は→書面表決書を班長へ提出(4/22 迄)  

③班長は→書面表決書(集まった世帯分のみ会館へ) 

提出(4/23) -会館窓口/会館ポスト投函- 

④定期総会(書面表決方式)開催日 4/29(木祝) 

 

■班長の任期は、次年度第一回班長会(5/9 予定) 

 の前日 5/8 となります。 

■すべての引継ぎは、5/8 迄にお願いします。 

2021 年度新班長の専門部所属希望 

 

3 月 10 日付けで所属専門部についてご希望を伺って

います。締切日が4月４日となっていますので期日まで

にご連絡ください。なお、結果は役員会にて審議・決定

のうえ 4 月末までにご連絡いたします。 
 



あら！困った、連絡／相談はどこに！ 

福祉部   

突然の出来事で、困った時、悩んだ時に相談先が

分からない、そんなご経験はありませんか？ そこ

で、今回はほんの一例ですが相談先のご紹介をさ

せて頂きました。参考にして頂けたらと思います。 

■起こせない！父が車いすから落ちて、床に倒れ

てしまった。 

  －遠慮なく救急車(119 番)を呼びましょう。 

■頭が痛い！しゃべり方が変だ！ 

  －すぐに診察を受けよう！脳梗塞の心配があ

る！ 119 番に！！ 

  －救急車、？迷うときは＃７１１９へ電話を 

■納得がいかない！介護保険利用について、悶々

としている。 

  －介護サービス訪問ふれあい員がいます！ 

市役所高齢者福祉課(620-7420)に連絡 

■ママが入院になってしまった！どうしよう、小さ

い子がいる！ 

  －通院時の子どもの預かりをしてくれるよ！ 

    ファミリーサポートセンタ（648-2157）に 

■手すりは！骨を折ってしまった90歳の母が退院

してくる！  

－高齢者の相談窓口へ。 

地域包括支援センター長沼（643-4340） 

  土曜日も 17 時 30 分までつながります。 

 

新型コロナ 八王子の相談先 

□八王子市新型コロナ総合コールセンター 
    620-7253 8:30～17 時 
 
□八王子市新型コロナワクチン接種コールセンター 
    0120-383-183 ９～１７時 
 

自治会慶弔金制度のご案内 
 自治会会員の出産あるいは不幸があった場合に、

その意を表すための慶弔金制度があります。該当す

る場合は「自治会名簿（令和３年 2 月発行、薄緑色）」

49 ページの細則に従い手続きをお願いします。 

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 

北野台は本当に狙われています！ 

 

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！ 

□警察官はカードや現金を預かり

ません。 

■警察官がお金を受け取りに行き

ます（偽警官！） 

■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！！ 

 

おかしいと思ったら南大沢警察署へ電話して！ 

丁寧に対応して頂けます。 

■「雨どいが痛んでいます。火災保険で治せます」

などと騙り、高額の補修の約束をさせる事例が

報告されています。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 
 

自治会へ入会の勧誘を！ 

 

 年度末から新年度にかけては北野台に新たに居

を構える方が多くいらっしゃいます。特に近年は若

い世帯の転入が増えてきました。つい先日も「自治

会に入会するにはどうするの」との問い合わせがあ

りました。ご近所の転入者にも声をかけ入会を勧め

ていただきたいのです。 

一斉清掃に誘う、行事やサークル活動に誘う、子

供会の行事に参加するなどの関係作りや、クリエイ

トが新規出店する、などの話題を通じ、是非入会を

勧めて下さい。勧誘のための自治会活動パンフレッ

トや、自治会規則など、入会手続きの書類は事務室

に取り揃えています。
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開館/事務室受付日は 3/1 より平常通りです。 

            スマホで読める 自治会ホームページ 
 

 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  

―地域の子育て広場― 
ベビー＆キッズわくわく広場

イベント 
5 月より再開の予定です 

10:30～1:30 
北野台自治会館洋室 

ふれあい喫茶室 
 

 お休みです 
 
北野台自治会館 

ふらっと de ランチ 
 

お休みです 

西武北野台子ども文庫 
 

3 月は中止
です。4 月
も未定で 

北野台助け合いほっとライン 
定例会開催：4 月 12 日(月) 

14 時より 
北野台自治会館にて 

 

高齢者あんしん相談 
(包括支援センター長沼） 

お休みです。 
 

移動販売 京王ほっとネットワーク 
時間：14:10～14:40 

 
(月）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 
毎週 火曜日 

10:15～45 ひざかり公
園 
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 
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