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北野台自治会 会長 篠原由紀子

最近、自治会館に届いた、匿名の投書をご紹介したいと思います。
バス通りを夕方 6 時 30 分頃、車で移動中、危うく人をはねそうになったとの内容でした。
暗闇でもあり、見難さも加わって、一瞬ヒヤッとされたとの事でした。
投書の内容から、該当のご高齢の方に心当たりがあった為、連絡をしてみると、そのご高齢の
方は受話器を取るやいなや、「私は耳が聞えません。今から言う電話番号に連絡をして下さい」
とのこと。指定された電話番号に連絡をし、内容はお伝えしました。きっと、車のエンジン音も
聞えていなかったのかも知れません。
老若男女を問わず、元気なはず、聞えているはず、見えているはず等のフレーズが、当てはまら
ない方がいらっしゃいます。そして、ご本人が一番辛い思いの中にいるのだと思います。
何気なく支え合い、気遣うこと・・もし大変そうな方に気が付いたら、今まで以上に、一声、一行
動を示してみませんか。
令和 3 年度役員改選に関する件

2.報告の候補者について、対立候補がいないため、無

令和 3 年 3 月 27 日

投票当選とするよう提案いたします。

北野台自治会選挙管理委員会
1.役員選挙公示及び再公示に基づき、候補者の氏名を次

3. 選出予定数に満たない役員 4 名については、北野

の通り報告いたします。

台自治会規約第 11 条第 2 項の「総会において選任す
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篠原 由紀子 立候補
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別に定める方法により選任する」の規定を適用し、本

杉本 昌明

推薦

中埜 正幸

立候補

す。

佐々木美幸

立候補

ただし今年度についてはコロナウイルスの影響で、班

陣内 泰子

推薦

長会の開催が危ぶまれるため 2021 年度第一回班長

総会後の第一回班長会で選任するよう提案いたしま

＊

会が開催されない場合は、今年度役員会において決

＊

定した方法で選任されるよう提案いたします。

島崎 光章

立候補

高橋 貴子

立候補

直井 和美

推薦

◎選挙管理委員会の提案を受け、来る 4 月 29 日開

久保田貞視

推薦

催予定の臨時役員会にて、既に班長から提出され

高田 正勝

立候補

た「希望専門部調査」

松浪 裕夫

推薦

の結果を基にして、残
る 4 名の役員が選任され

＊
監事

ることができなかった役員については、総会において

小林 基志
＊

推薦

る予定となっています。

第 42 回

子ども支援部よりお知らせ

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

北野台自治会館の洋室で行われている“ベビー&キ

うございます。

ッズわくわく広場”のイベント名称が

2021 年度の総会は対面での開催と考えてお

『親子あそびひろば きたのだい』 になりました。

りましたが、以下の理由で昨年同様、議決は書

乳幼児のお子さまと保護者の方を対象に予約制で

面表決で行う事といたしました。書面提出をも

行っています。

って参加の扱いとなりますので、4 月 29 日

毎月第３水曜日の午前中に開催します。5 月から

総会当日の来館は不要です。

の活動を予定していますが、

何卒、ご理解頂きますようお願いいたします。

詳しくはこちらをご参考くだ

《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

さい。
お問い合わせは八王子市の

対応策として、八王子市より、総会は書面表

子ども支援担当

決による方法を検討してほしいとの意向が

(津久田保育園)

(QR コード掲載)

070-1270-2071 までお願いします。

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。
※書面表決書は班長へ提出(4/22 迄)
※班長は→書面表決書を、集まった世帯分
のみ会館へ提出
提出(4/23) -会館窓口/会館ポスト投函

会館キッズルームもご利用ください！！

■班長の任期は、5/8 迄といたします。
■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。結果は役員会にて審議・決定のうえ 4
月末にご連絡いたします。

新年度班長会の開催について
5 月 30 日 4 回に分け実施いたします。
1 回目 09：30～10:30

1～22 班

２回目 11：00～12：００

２３～44 班

3 回目 13:30～14：30

45～６６班

4 回目 15：00～16：00

67～88 班

けんぼく公園の遊具が更新されました
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

※各班長１名のみ出席ください。不都合の時

となった旧名簿の処分を自治会に依頼の方は、自

は副班長の代理出席をお願いします。

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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あら！困った、連絡／相談はどこに！

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

福祉部

北野台自治会

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？ 相談

北野台は本当に狙われています！

先の一部ではありますが、お知らせさせていただき
ます。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！

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！
◎予防接種の手続き代行などをかたる犯罪も予想
されます。
□警察官はカードや現金を預かりません。

－すぐに診察を！脳梗塞の心配がある！119
番に！！

□還付金などのお知らせを個人に電話は掛けませ
ん。

－救急車？迷うときは＃７１１９へ電話を
■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！

■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！！

市役所高齢者福祉課(620-7420)に連絡
■入院だ！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

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。
◎留守電の設定、ナンバー表示設定で相手番号の
確認など、効果的です。迷惑電話が減ります！！

■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。

■「雨どいが痛んでいます。火災保険で治せます」

地域包括支援センター長沼（648-4340）

などと騙り、高額の補修の約束をさせる事例が

土曜日も 17 時 30 分までつながります。

後を絶ちません。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！

☆資源回収へのご協力をお願いします☆
防犯連絡先／相談先

北野台子ども会
いつも子ども会の活動をあたたかく見守っていた
だきありがとうございます。
今年度も子ども会資源回収のお願いのお手紙とと
もに、１年分(12 枚)のチラシと 10L の可燃ゴミ袋
1 枚を各戸配布させていただきました。
資源回収により、八王子市から得られる補助金は
子ども会の活動費にあてています。
たくさんのみなさまにご協力いただけるとありが
たいです。よろしくお願いします。
チラシが投函されていない方は、お手数ですが自
治会事務まで電話やメールで連絡お願いします。

042-653-0110 南大沢警察署
＃9110 警視庁安全相談員窓口
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―地域の子育て広場―

ふれあい喫茶室

ふらっと de ランチ

『親子あそびひろば
お休みです

きたのだい』
5 月より再開の予定です

お休みです

北野台自治会館

10:30～11:30
北野台自治会館洋室
西武北野台子ども文庫

高齢者あんしん相談

新年度班長会（自治会館）

(地域包括支援センター長沼）

5 月 30 日（日）
5 月未定で

4 回に分けて実施します

お休みです。

す。QR コー

各般の割り当ては本文記事参照

ドで HP 参

出席は班長 1 名といたします。

照ください。

（副班長の代理可）

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

毎週 火曜日

全班一斉清掃お願いします

10:15～45 ひざかり公園
(月）こもれび公園

11:15～45 こみちの公園

(水）北野台クリニック

※地場産野菜のほかにも品物を

※天候・交通状況によ

取り揃えております。

り変更あります

※天候・交通状況

日時：5 月 30 日
朝 8 時より

により変更あります

スマホで読める 自治会ホームページ
事務室受付時間
平 日 月～金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)
電話＆ＦＡＸ ０４２－６３５－７６７４
メール kitanodaijimu@hotmail.com
「フレッシュひろば」
http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/

