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役員会だより
【10/30～31

北野台自治会 会長 篠原由紀子

文化祭は開催中止といたしました】

10/30～31 に開催予定だった文化祭は行事部の意向を役員会で受け、中止と決定いたしました。
作品作り、久々の文化祭の鑑賞を楽しみにされていた方もいらしたと思いますが、コロナ禍での開催は安全
を保てず、残念な結果となりました。

その後、行事部の有志の方々で一日も早いコロナ感染の終息を願

い、令和 4 年 3 月 27 日にコンサートを企画という報告がありました。具体的な見通しがつきましたら、行
事部からお知らせが皆様に届くと思います。お楽しみに！
【10/17(日) 自主防災会全体会は中止といたします】 【11/13(土) 総合防災訓練は実施いたします】
今年度の総合防災訓練は、諸事情を考慮して、最小限に止め、実態に即した訓練を主として実施いたします。
なお、今回のお知らせは概略のみとさせて頂きます。詳細は 10 月にお知らせいたします。
■実施内容

《震災時『我が家は無事』のサインはタオル掛け》

《全世帯によるタオル掛け安否確認》

(安否確認)

災害時、安全に避難できた場合サインとして、タオルを門扉、もしくは玄関に掛ける。

(目

何らかの理由でタオルを掛ける事が出来なかった方の速やかな救出に向けての訓練です。

的)

(確認報告訓練) 各班長さんに今年度はご協力頂くこととなりました。よろしくお願いいたします。
ご自身の班のタオルかけ状況を確認し、本部に電話連絡をして頂きます。
(自主防災全体会) 実施内容を説明をする、自主防災会全体会はコロナ禍の為、開催は中止といたします。
詳細は 10 月の自主防災会ニュース、ふれあい北野台に掲載します
班長さんには手順等、混乱のないよう、文書にてお知らせいたします。
■啓蒙活動：家庭の備蓄など、 備えについて一覧表にまとめます。ご活用下さい。

運転手ボランティア大募集！

＜移動環境向上に関する実証実験が始まります＞

8/29 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。
使用車：ヤマハモーター 7 人乗り電動カート
期 間： 11/11(木)～12/1(水)迄の 21 日間。

時速 20 ㎞未満
納 車： 11/8(月)駐車場は自治会館

募 集： 運転手、乗降の補助員、その他ご協力頂ける方（ 11/9(火)・10(水)に路上講習を行います）
連絡先： メール: kitanodaijimu@hotmail.com

自治会 635-7756(平日 10～12、 13～16)

★北野台を走る電動カートのネーミングも募集しています。お子さん、ご家族と考えても楽しいですね。 是
非、楽しい名前をお寄せ下さい！！
実施元：
国土交通省国土技術政策総合研究所（実施支援受注者）
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●班長交代日

自主防災会全体会（協議会及び全隊員会）

前期班長の任期は１０月３１日となっています。11

10/17（日）開催予定の自主防災会全体会はコロナ

月 1 日には班長・副班長プレートの掛け替え及び班

禍の折中止といたします。なお、11 月 13 日に実施

長ファイルの入った手提げ袋一式の引継ぎをお願

のタオル掛け避難訓練等については、「ふれあい北

いします。

野台」、防災ニュースで随時お知らせいたします。
（協議会の構成員は、役員、区長、民生・児童委員、

●自治会の退会を思いとどまって！
北野台団地に入居が始まって４０年が過ぎ、住民
の高齢化が進んでいます。高齢を理由に自治会を

子ども会会長、シニアクラブ会長、南大沢交通安全
協会北野台支部長、南大沢防犯協会北野台支部長
および自主防災会隊長・副隊長となっています）

退会したいという世帯が増えています。主な理由は
「班長の仕事が大変だ」「次期班長が回ってきそう
だ」「健康に不安がある」などです。
自治会はこれまで自治会活動を支えていただい
た高齢世帯等を念頭に
①【班長辞退制度】（第三者がみて明らかに辞退や
むなしと判断される世帯が対象）

全班一斉清掃
全班一斉清掃は予定通り実施いたします。コロナ禍
の折健康に自信のない方、ワクチン未接種の方等
の参加はご遠慮くださいますようお願いします。
班長は新「班長ファイル」（青表紙）を参照して対
応をお願いします。

②【専門部辞退班長制度】（「ふれあい北野台」の配

●第 2 回（10/24（日）08:00、前期班長担当）

布や回覧のまわしはできるが、自治会の各種専

●第 3 回（11/2８（日）08:00、後期班長担当）

門部に所属して活動することが苦痛になった世
帯が対象で、役員会が承認）
などの諸制度を総会で承認いただき、班長の身体

なお、ファイル収納の《全班一斉清掃のお知らせ》
は回覧となっていますが、できましたなら必要数コ
ピーして各戸配布とするようお勧めします。

的、精神的な負担の軽減を図っています。

お問い合わせ：会館自治会長

また、自治会は地域での移動販売の誘致に加え、
助け合いほっとラインによる「ちょっとした困りごと

野生動物などへの餌やり

お手伝い」の推進、西武跡地へのドラッグストア「ク

ふんの始末について

リエイト」の誘致、買い物や医院への軽車両の運行

環境安全部

事業実験への協力ほか、地域の防犯・防災・交通安

野良猫やカラスなどへの餌やりはお控えください。

全・整然とした街並みを維持する地区計画の推進や

特に猫につきましては室内での飼育が求められて

美しい環境維持活動を通じて、高齢者にも優しい自

います。飼い主がいなくても、野良猫への餌やりに

治会を目指しています。

より猫が定着いたします。猫を戸外で飼育すること

この際、退会を思いとどまり、また会費の面から
も継続して自治会を支えていただきたくお願いし
ます。

は控えるよう重ねてお願いいたします。戸外に置か
れた猫の餌は、カラスの狙う餌ともなります。
このところ、ペットの路上ふん不始末のお知らせ
が増えております。ご町内の多くの方は適切に処理

●自治会費の未納入者がゼロになりました！

されていると思いますが、普段散歩されないかた

本年度上期の自治会費につきましては、すべての

が増えたから

世帯の納入が完了しました。近年未納者が増加して

とのご指摘も

困っていたところでした。

ありました。必

ご多用ななか、未納者宅を訪問し、徴収業務に当た

ず持ち帰るよ

っていただきました班長さんに感謝いたします。

うお願いいた

今後も引き続き会員がより納入しやすい方式を役

します。

員会にて検討してまいります。

No.487-P 3

第 1 回映画上映会（９/29）中止のお知らせ

た。残念ながら、自治会館の

福祉部

感染予防対策によりお茶や

先月号で映画上映会等のお知らせをいたしました

お菓子を楽しんでいただく

が、新型コロナウイルス感染拡大がおさまらず、残

ことはまだできませんが、代

念ですが 9/29 に予定しておりました映画上映会

わりにスタッフのささやか

は中止とさせていただきます。10 月以降の予定に

な手作り作品を飾って、毎月一回、喫茶のない喫茶

つきましては以降の広報紙でおしらせいたします。

室を開く事となりました。

どうか、安心して活動できる状況になりますよう

●喫茶室スタッフの手作り作品展 10 月

に。

日時：10 月 15 日（金）午前 10 時～午後 3 時
中央公園での健康体操教室のご案内

入場無料です。お時間ありましたらどうぞお出かけ

福祉部では、今年度も中央公園

ください。なお、感染予防対策として、換気や消毒

での健康体操教室を開催いた

を行い、マスクをつけて密集密接を避けた形での開

します。講師の先生に気軽に取

室となります。スタッフは 1 時間半ごとに交替いた

り組めるストレッチや適切なウ

します。お客様の滞在時間も 1 時間半までとなりま

オーキングなどをご指導いただ

す。ご協力のほどよろしくお願いいたします。

きます。さわやかな秋空の下で
健康なからだづくりをご一緒にいかがでしょうか。
場所

中央公園 東屋集合

雨天中止

日時

10 月 25 日（月） 10:00～11:30

詐欺電話が後を絶ちません
注意！－電話で勧誘の買い取り業者―
南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部

持ち物： 水分、タオル、マスク、動きやすい服装 靴
当日朝、各ご家庭で検温の上、ご参加ください。

劇場型や、肉親への不安心

申し込みは不要です。やむを得ず中止させていた

理をあおる詐欺の電話が後

だく場合には掲示板のポスターでご案内させてい

を絶ちません。北野台に集中し

ただきます。

てかかっています。市の職員にもなり
連絡先 自治会館 ６３５－７６７４

すまします。
・還付金があります

ハロウィン訪問のご協力お願いします。
北野台子供会

・支給金があります

・「携帯を持って ATM へ行ってください」
・「友達がお金を取りに行くので渡して」

北野台のみなさまには、

狙われています。会話の中でこの言葉出たら要

いつも子供会の活動をあ

注意です !このような電話が来たら、その場で対

たたかく見守っていただ

応することなく、家族や警察、市役所にまずは相

き、ありがとうございま

談しましょう !

す。ご協力お願いいたして

電話にて、不用品の買い取り

おりましたが、１０月２３日(土)午後２時から夕方ま

を持ち掛ける業者への苦情が

での時間帯にかけて子供たちが、お願いしたお宅

急増しています。買取希望の

を訪問させていただきます。

品は標的ではなく、家中の高
額品を無理やり買取/略取さ

「喫茶のない喫茶室」開きます！
ふれあい喫茶室
ふれあい喫茶室がお休みして早くも 1 年半が経ち
ました。その間皆様から暖かい励ましや再開を望む
お言葉をたくさんいただき、スタッフも感激しまし

れたとのことです。勧誘電話には毅然と拒否を！
●親切に対応いただけます。
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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全班一斉清掃実施

北野台助け合いホットライン

実施お願いします！

★スタッフ募集！

朝 8 時より
-雨天順延-

再開いたします！！
10 月 15 日 （金）

網戸の張り替え、買い物代行など

●第 2 回 10/24（日）

地域のお世話をされる方

●第 3 回 11/2８（日）

利用者との橋渡しをする方

待ちしています！

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

刃物砥ぎ

会館テラスで

「親子あそび

開きます！！

ひろば 北野台」
(市保育士により毎月開催)

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

シルバー人材センター
10 月 24 日（日）
10:30～15 時

10 月 20 日（水） 14 時～16 時
「フレッシュひろば」に

10 月は中止

飲食は自粛しますが
皆様のお越しを、お

無理をなさらずご参加ください！

自治会館の利用に合わせて実施

ふれあい喫茶室

会館テラスにて
料金など詳細は

HP リンクしてます！

チラシでお知らせ

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

１０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/

●前期班長の任期は１０/31 までです。11/1 には班長・副班長プレートの掛け替え及び
班長ファイルの入った手提げ袋一式の引継ぎをお願いします。
１０・１１月 自治会館の利用について

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

■会館事務室は平常業務します
(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

