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役員会だより
北野台自治会 会長 篠原由紀子
【令和 3 年度 文化祭開催の方針について】
去る、8 月 22 日、行事部では文化祭開催の方針について話し合ったとの報告を受けました。
しかし、コロナ感染が異常な状況の中、役員会からの提案であった工夫を凝らしてというところ迄には話は及ばず
部員の皆様は消極的に考えざる得ない不安な様子だったと伺いました。そこで、最終決定は行事部で話し合われた結果
を元に 9 月の役員会に持ち越すことといたしました。ただ、会員の皆様には、作品作りはご自宅で出来る楽しみにもなりま
す。来年に託して、また、今年もまたどこかで発表会があるかも知れません。今年度の文化祭が開催可、不可に拘らず作
品づくりを楽しんで頂き、この難局を乗り越えて頂けたらと願っています。

地域の地道な活動 【警視総監より感謝状を授与さる】
去る、6 月 30 日、南大沢警察署長室にて、日頃の防犯活動が認められ「警視総監」より感謝状が授与されました。
南大沢防犯協会北野台支部の皆様のご協力と共に、自治会環境安全部、ボランティア組織である、カーパトロール、
てくてくパトロール、わんわんパトロールの皆様が地域内の安全の強化推進を図ってまいりました。
多くの方々が今日まで継続し防犯活動を行ってきたことは、この度の授与
に十分値することと思っております。
関わってていらした皆様方に心より感謝申し上げます。
また、過去には他地域より先駆けて全街路灯を LED 化に、防犯カメラ
を危険箇所に設置し、広範囲に渡る自治会内の安全整備を整えたこと,
ここ数年では広報紙に地域の方々の声、防犯協会、環境安全部から
注意喚起に向けて、記事の掲載に努めてまいりました。
今後も、皆様の安心な生活環境を守るべく、活動を進めてまいります。

移動環境向上に関する実証実験が始まります
6/27 日号でお知らせいたしましたが、北野台 1 丁目から 5 丁目までの区域をモデル地区として、買い物
や通院、離れたバス停留所への移動に、電動低速車両を用いたシステム導入に向けた実証実験が始まりま
す。
期間： 令和 3 年 11 月頃の 3 週間（11/19 クリエイト開店の前後）
運行範囲： 北野台 1 丁目～5 丁目
実施元：国土交通省国土技術政策総合研究所
●使用する車両は 7 人乗り（運転手と補助員含む）で利用者の乗降停留所は
町内公園付近などを想定しています。運行コースや運行する曜日など
検討中です。国交省のアンケートが予定されるほか、運転手のボランティア
の募集もありますので、ご協力をお願いいたします。

No.486-P 2

「敬老の日」にむけて

⑤台所の排水管の詰まり補修

班長さんへお願い

⑥庭土や肥料の購入と運搬
福祉部

北野台には器用な男性・女性が大勢いらっしゃいま

対象の方記入の回覧でお知らせいたしました通り、

す。この機会に是非スタッフとして登録し、ご自分

配布対象のおられる各班長には、自治会館にて、記

の得意技を生かして、社会貢献してみませんか。適

念品を受け取るようお願いいたします。

任のお知り合いの方もご紹介ください。

9 月 10 日(金) 14 時～15 時

お待ちしています。

9 月 11 日(土) 10 時～11 時

お問い合わせ：自治会館 事務まで

ご協力をよろしくお願いいたします。
ハロウィン訪問のご協力お願いします。
第 1 回映画上映会（９/29）中止のお知らせ
福祉部

北野台子供会
北野台のみなさまには、

先月号で映画上映会等のお知らせをいたしました

いつも子供会の活動をあ

が、新型コロナウイルス感染拡大がおさまらず、残

たたかく見守っていただ

念ですが 9/29 に予定しておりました映画上映会

き、ありがとうございま

は中止とさせていただきます。10 月以降の予定に

す。おかげさまでコロナ禍

つきましては以降の広報紙でおしらせいたします。

におきましても、配慮・対策を心がけながらできる

どうか、安心して活動できる状況になりますよう

だけイベントを中止することなく、親子ともども貴

に。

重な活動をすることができています。１０月にはハ
ロウィンのイベントを予定しています。つきまして

●北野台助け合いほっとライン スタッフ募集

は、住民のみなさまには今年度もご協力いただき

チョットした困りごとへのお手伝い

たく、１０月２３日(土)午後２時から夕方までの時間

自治会のボランティア組織「北野台助け合いほっと

帯にかけて子供たちが１件１件訪問させていただく

ライン」（八王子市登録）は設立３年目を迎え、自治

ご家庭を募集させていただきます。ご協力いただ

会員からの依頼が徐々に増えています。今月はスタ

けるご家庭はお手数ですが、9 月１５日(水)まで

ッフの募集ポスターを各戸配布しました。是非ご覧

に、自治会館事務まで電話かメールにて

ください。

・お名前 ・住所

現在、受付業務を担当するコーディネータ－11

・連絡のとれる電話番号またはメールアドレス

名、及び活動ボランティア 9 名の方が登録していま

を教えてください。

す。しかし、まだまだスタッフの人員が不足していま

担当から連絡致しますので、よろしくお願い致しま

す。

す。ハロウィン担当 高橋

水道栓の水漏れ修理、網戸の張替え、庭木の簡単
な剪定、庭の芝刈り、雑草取り、パソコンやスマホの

会館各室の予約状況確認システム
「りざぶ郎」の運用

簡単な取り扱い、家具の移動、照明器具の点検、買

会館の洋室、和室、防音室などの予約状況がホーム

い物の手伝いなどをしていただける方、またこれら

ページからスマホやパソコンでの閲覧が 9 月１日から

活動を支えるため自治会保有の車両（SUZUKI 軽）

可能となります。自治会ホームページの「お知らせか

の運転をしていただける方を募集しています。

ら」入ってください。

＊本年度の活動事例＊

閲覧のみで予約はできません。予約は従来通り料

①通院患者の車両による送迎

金の支払いをもって確定します。

②庭の手入れ（雑草取り）

また、ホームページからは京王バスの時刻表が閲覧で

③庭木の枝の簡単な剪定

きます。こちらも是非トライしてみてください。

④庭の芝生の刈込み
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詐欺電話が後を絶ちません
注意！－留守を探る無言電話も―
南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部

会館の部屋の換気について
ご案内の通り当面自治会館の部屋は「会議」や「打ち合

劇場型や、肉親への不安心

わせ」に限って人数を制限して貸し出ししています。コ

理をあおる詐欺の電話が後

ロナ感染症の抑制のため、引き続き換気の徹底をお願

を絶ちません。北野台に集中し

します。

てかかっています。市の職員にもなり

会議室 ABC ①ドア・窓を開け

すまします。

②換気装置を「強」で運転し

役所など、公的機関は電話で一個人の還付金な

③人との間隔を 1.8m 以上とる。

ど手続きの連絡は行いません！

防音室

①ドアを開け

・還付金があります

②窓は開けず

・支給金があります

③換気装置を運転する

・「携帯を持って ATM へ行ってください」

和室

①通路ドアを開け ②西側及び廊下側の

・「友達がお金を取りに行くので渡して」
狙われています。会話の中でこの言葉出たら要

ガラス窓を開ける。
☆キッズ室 ： 現在利用できません！

注意です !
このような電話が来たら、その場で対応すること

●使用後は

なく、家族や警察、市役所にまずは相談しましょ

①冷房・換気・照明のスイッチを OFF にする

う !

②テーブルを用意のアルコールで拭く
③床をモップで清掃する。

侵入盗犯の被害も起きています！！

④会議終了後も
参加者が密にならないよう、声を掛け合う。

北野台町内では、忘れたころに、侵入盗犯が発生し
ています。油断禁物。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
（自分でも施工できます）、 ドア鍵にサムターン対

9・１０月 自治会館の利用について

策を付加するなど。
■事務手続きは平常通り

最寄り警察に相談を！！
相談先：042-65３-0110 南大沢警察署

(平日 10 時～16 時 (除く 12 時～13 時)
■部屋の貸出しは、原則として会議、打合せのみ
■感染予防と会館利用届に記名、終了時清掃を。
保健所よりの通達により氏名連絡先の
記帳をお願い致しております。
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シルバーパス自治会館での
更新手続き 中止

ふらっと de ランチ

北野台助け合いホットライン

ふれあい喫茶室

★ボランティア登録者募集！
網戸の張り替え、買い物代行など

今年度のシルバーパスの更新手続き
は、コロナ禍の為、会館での更新手
続きは行われません。

お休みとさせていただきます
再開の時、皆様のお越しを、

地域のお世話をされる方

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

―地域の子育て広場―

西武北野台こども文庫開きます！
会館テラスで

「親子あそび
ひろば 北野台」

開きます！！

(市保育士により毎月開催)

9 月 15 日（水）

自治会館の利用に合わせて実施

14 時～16 時

9 月は中止

HP 見て！！

文庫は会館テラスで！
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

高齢者あんしん相談

毎週 火曜日

(包括支援センター長沼）

10:15～45 ひざかり公園
11:15～45 こみちの公園

9 月はお休み-

※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

スマホで読める

自治会ホームページ :「フレッシュひろば」
※バス時刻表/会館空き室状況掲載しています。
http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/

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

