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ふれあい北野台

北野台自治会発行
八王子市北野台 4-25-1
TEL/FAX (635)7674

役員会だより
【広報紙

― 広報紙が語った地域力―

北野台自治会 会長 篠原由紀子

来年は 500 号発行 語っていること】

1979 年(昭和 55 年 6 月)に、北野台自治会のニュースの創刊号が発行され
ました。今までに、どんな歴史が語り継がれてきたのでしょうか。
【ボランティア活動が地域を支える】
1989 年(平成元年 10 月)に新住居表示に統一、街が分かり易くなると、コミュニケーションの
場作りとして、2003 年 1 月、お喋りをしながらお茶タイムをと「ふれあい喫茶室」が誕生しました。その
後、2014 年以降に「お茶っこ北野台」、また月に 1 回のランチタイムとして、「ふらっと de ランチ」が生
まれました。それぞれ個性を活かし、地域の方々の楽しみの場になっています。
【地域力を活かした支え合い】
その後、人と人との支え合い、助け合い活動として、2019 年に「北野台ほっとライン」が発足しまし
た。それらを運営して下さっているのは、ボランティアの方々です。(お茶っこ北野台は班長さんが中心
となって、9 月以降スタートです)北野台の地域力は素晴らしとは思いませんか。ただ、残念な事にコロナ
禍の為、多くは休止をしていますが、再開を楽しみに待って頂きたいと思います。
共にご協力頂ける方も募集しています。まずは自治会館へご連絡下さい。(635)7674
―役員会より報告―

令和 3 年度

北野台助け合いほっとライン

北野台夏祭り

開催中止と決定しました

(地域での支え合い活動)
―7 月より 再開(内容によります)―
コロナ禍の為、緊急時のみ対応してい
ましたが、7 月から再開します！

北野台五丁目自治会と連携し開催している、北野台夏祭りは、コ
ロナ禍の為、2 年連続で残念ではありますが、開催中止と決定致し

★この状況下でお受けできない事が

ました。

あります。まずはご相談を！

自治会役員の意見には、祭りの準備段階で人が密になり不安で

★受付け開始

7 月 2 日(金)

あること、また、参加者も心から楽しめないのではないか、更に、自

★受付曜日

月曜日・金曜日

治会として安全確保には限界があり困難であること等を鑑み、中止

★受付時間

11：00～12：30

との判断に至りました。

13：30～15：00

来年こそは、2 年分、おもいっきり夏祭りを、楽しみましょうね。

■相談連絡先

090-5753-6573

―令和 3 年度 補足の役員 1 名 選出結果報告―
北野台自治会 会長 篠原由紀子
令和 3 年度、北野台自治会では役員が 1 名定数に達しておらず、5 月 30 日の班長会にて、選考過程を経
て、役員 1 名を選出致しましたことを、ここにご報告致します。
【 選出役員氏名

17 区 87 班

粟屋 尭さん

北野台 4-35-4

(担当理事 お祭り委員長)】

西武跡地
クリエイト SD 誘致に至るまで 経緯抜粋

国土交通省より
国土技術政策研究所より実証実験の依頼有り。

北野台自治会/北野台まち活 PJ
会長 篠原由紀子

概

要：郊外住宅市街地において、暮らしやすさ
の観点から、小型電動カートを用いた、移

西武跡地再利用が決定し、(株)クリエイト SD の工

動実証実験

事が進んでおります。ここで、今までの経緯の抜粋を
ご報告いたします。

詳

細：7 月中旬頃より具体的な話を進めます。

【2013 年～2018 年度 抜粋】

期

間：【短期実験】調整した一ヶ月間

・2013 秋

西武跡地は更地となる。

※あくまでも実験です。時速 20 ㎞未満で公道を走

・2014 以降

まちづくりプロジェクトを募集。

・2014～2018 交渉と他地域視察、会議検討

※どのように進めていくのか、順次ご報告し、無理
のない体制で進めていきたいと考えています。

【2019 年度～2020 年度 抜粋】
・2019.2

り移動する生活の実体験 実証実験です。

「まちづくり方針案」の策定に入る。

お願い！

ワークショップを開催し基本的な考
えとする。
・2019.4/21

自然が多く、遊歩道や公園

第 40 回北野台定期総会開催
「北野台まちづくり方針案」が承認。

・2019.9/24

西武プロパティーズと北野台自治会
が協定を締結。

に基づくこととする。

してすごせるよい環境の
北野台。
点から気になる意見をいただきました。
★公園のゴミ

・2019.11

都市計画変更案の説明会が実施。

・2019.12

都市計画変更案について縦覧、意見

・2020.8.7

では子どもと一緒に安心

子ども連れの保護者の観

※協定書には、跡地利用は、「北野台まちづくり方針」

～2020.3

子ども会・子ども支援部

書提出期間。

●犬の糞放置

公園のゴミには、お菓子の袋以外にもタバコの吸殻
や割れたビールビン等があり、心配になります。
犬の糞は、遊歩道にもあり、草花や虫を見つけた年

都市計画変更

頃の子どもが、犬の糞に気がつかずに、触ったり踏

八王子市都市計画審議会にて承認
【2021 年度 跡地クリエイト SD 誘致決定 抜粋】
・2/7

跡地再利用住民説明会

・3/27

クリエイト建設 工事説明会開催

んだりしてしまいます。親子の注意が届かないのが
現状です！制限の多いこの頃、子どもに外遊びは
心置きなく自由に過ごさせてあげたい保護者の方
からの切実なご意見です。

工事協定書作成
・4/3

地鎮祭

・4/13

工事協定書締結

6/5 開催 八王子市特定商業施設の要綱に
【中道リース(株)、

基づく説明会 (クリエイト関連 議事録)について

関東建設(株)、北野台自治会】
・5/8

任意による住民説明会

・6/5

八王子市の出店要綱に基づく生活
環境保全に関する説明会。

・11/～12

竣工/店舗オープン予定

■(株)アイエンスより議事録の閲覧場所として自治
会館を利用させてほしいとの依頼がありました。
閲覧開始は以下の通りです。コピーは可との事。
■期間 6/28(月)～ 11 時～15 時 除：12～13
自治会として、建設中または、開店後に事業者と
の話し合いの場をどう持つか検討し、その旨を事
業者へ申し入れをしたいと考えています。
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福祉部からのお知らせ
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夏休みラジオ体操のお知らせ

新年度がスタートしました‼ 福祉部といたしま

北野台子ども会

して映画上映会（自治会館にて、午後）を 9/29

＊日時 朝 7 時から ＜雨天中止です＞

（水）、11/30（火）、1/31（月）、 健康体操教室（中

7 月 24 日(土)25 日(日)

央公園にて、午前）を 10/25（月）、12/9（木）、

8 月 28 日(土)29 日(日)

2/25（金）の日程で計画しております。詳細は掲示

＊場所 ①北野台中央公園の石段の上広場

板のポスター、ふれあい北野台に掲載いたしますの

②ながれの公園

でご確認ください。

＊マスクをしてきてください。

新しい福祉部員と共にみなさ

7 月 8 月とも、2 日目の終了後、公園のゴミ拾いをし

まのご参加をお待ちしており

ましょう！軍手や袋などご持参ください。

ます。今年度も福祉部をよろ

ゴミ拾いに参加した子どもには、おみやげを用意して

しくお願い致します。

います。
どなたでも参加できます。早起きして健康づくり！

●洋室のベランダを改装

ご家族ともども、参加、お待ちしています！

夕方から門灯をつけましょう！
南大沢防犯協会北野台支部
環境安全部
会員から、夜間の住居侵入未遂事案が報告され
ました。夜半に戸外からの物音を聞きつけ、中から
心地よい/使いやすい会館を目指して、C 室に置き

戸板をたたいたところ、門前の道路を走り去る足音

離しとなっていた椅子や調度品を収納するため、ベ

を聞いたとのこと。この方は通

ランダ部を部屋に改装しました。

報しました。侵入の予防には、

● 自治会活動では腕章などの着用を！

周りが明るいことが必要です。

物品販売、家屋診断で自治会の紹介などと騙り家

かつての計画停電など節電対

庭を訪問する業者の例が報告されています。新年

応の後、町内では門灯を点灯す

度に入り各専門部等の活動が始まります。各種の
調査やアンケート、個別作業に際しては「北野台自

るおうちが減っているとの指摘があります。
侵入盗犯の被害も起きています！！

治会」の腕章をつけて行動するようお願いします。
北野台町内では、忘れたころに、の侵入盗犯が後を
●班長ファイルの更新
5/30 開催の班長会にて要望のありました「班長
引継ぎファイル」の内容を一新しました。

絶ちません。特に次のことを点検ください。
・留守にするときは、短い時でも施錠する
・防犯用フィルムを窓に貼る

始めて班長に就任する方にとっても、班長経験者に

（自分でも施工できます）、 ド

とっても是非知っておいていただきたい内容を分

ア鍵にサムターン対策を付加

かりやすく説明しています、会員名簿（緑表紙）収載

するなど。

の規約・規程集とも合わせご覧ください。6/27（日）
広報紙「ふれあい北野台」とともに班長にお届けし
ます。また随時新たな情報を追加しファイルに収納
していただきます。お手数ですが、手提げ袋の古い
ファイルは不要の回覧板とともに廃棄下さい。

カード詐欺、おかしなこと、防犯について
最寄り警察に相談を！！
相談先：042-65３-0110 南大沢警察署
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ごみは捨てないで
持ち帰りましょう！

シルバーパス自治会館での
更新手続き 中止

ガラス拭き、買い物代行など

度のシルバーパスの更新手続きは、

地域のお世話をされる方

は行われません。東京都から案内を
郵送するとのことです。よろしくお
願いいたします。
―地域の子育て広場―

ふれあい喫茶室

★ボランティア登録者募集！

東京都から連絡がありました。今年
コロナ禍の為、会館での更新手続き

ふらっと de ランチ

北野台助け合いホットライン

お休みとさせていただきます
再開の時、皆様のお越しを、
お待ちしています！

★コーディネーター募集！
利用者との橋渡しをする方
お申し込みは
自治会館事務室まで
西武北野台こども文庫開きます！

高齢者あんしん相談

「親子あそび

(包括支援センター長沼）

ひろば 北野台」

7 月 21 日（水）

日時：7/17(金)10:30-11:30

(市保育士により毎月開催)

14 時～16 時

8 月はお休み-予約不要/無料

自治会館の利用に合わせて実施

場所：北野台自治会館

7 月は中止
移動販売 京王ほっとネットワーク

（防音室）

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(金)こみちの公園

(水）

北野台クリニック

※天候・交通状況により変更あります

八王子市子育て支援サイト
QR コード
参照ください！

※地場産野菜のほかにも品物を

子ども支援部

取り揃えております。
※天候・交通状況により変更あります

7・8 月 自治会館の利用について
■事務手続きは平常通り(平日 10 時～16 時 (除く 12 時～13 時)

スマホで読める 自治会ホームページ

■部屋の貸出しは、原則として会議、打合せのみでのご利用となります。
■利用時はいつも通りの感染予防と会館利用届に記名、終了時清掃を。
■何か会館利用についてご相談がある場合はご連絡下さい。
可能な限り、対応させて頂きます。
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
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