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 10 月号  役員会だより         北野台自治会  
《コロナ禍との戦い》 

ここ数日中で、新規感染者が全国的に激減。一体、この減少の原因はと専門家も疑問を呈していま

す。自治会にも理由があってワクチンを打てない方からの電話、サークル活動が滞っていて、もう開放

しても良いのでは、八王子市では施設開放を行っているなどと様々な声が届いています。 

                    《11 月・12 月の会館利用について》 

■会議室Ａ～Ｃの屋根天窓からの雨漏りが酷く、急遽、屋根の改修工事を行うことになりました。 

(改修工事により、会館が利用出来ない期間  11 月 15 日～12 月 4 日) 

なお、11 月工事期間外で、会議、打合せ等、会館利用についてはご相談下さい。 

■新型コロナ対応については、現在、第 5 波の後、停滞期のようで、新規感染者数が落ち着いていま

す。このまま数値が安定してきた場合は、12 月の会館を開放したいと考えております。 

ただ、第 6 波の予兆が出てきた場合は、会館開放は困難となります（詳細 11 月号 広報紙に掲載） 

■12 月会館利用が可能となった場合の申込み日は、11 月 29 日といたします。 

  事務より会館利用注意事項のプリントを受取り、引続き感染予防対策をしてご利用下さい。 
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運転手、乗降補助員ボランティア大募集！   

＜国土交通省 実証実験＞        

   ※実施期間 11/11(木)～12/1(水) 21 日間 

■趣  旨 ： 電動低速車両が、地域内運航ルートに設置し 

た停留所を巡る。移動手段が広がった場合の 

生活環境の変化を体験する実証実験。 

■運行時間 【午前】 10 時発、11 時発の 2 便 

【午後】  15 時発、16 時発の 2 便 

※地域内各停留所を巡る。各便 40 分程度 

■講   習 11/9(火)、10(水)の 2 日間      

連絡先： メール: kitanodaijimu@hotmail.com    

自治会：635-7674(平日 10 時～16 時 除：12 時～13 時) 

 

 

 

 

 

 

実施元：国土交通省国土技術政策総合研究所 

「自治会 事務員募集」について 

              北野台自治会 役員会 

長年、自治会事務員として貢献して頂いた、石

崎朝子さんが、本年 12 月末日を以て、退職を

することになりました。 

そこで、後任の事務員の募集を下記の予定

で行うことといたします。石崎さんからバトン

を繋ぎ、新たな自治会の窓口として、大いに力

を発揮して頂けたらと思います。会員の皆様の

応募をお待ちしております。 

*就業の諸条件は面接時に説明いたします。 

*引継ぎ確認を 11 月中から末まで行い、 

 本採用は 12 月 1 日からです。 

■詳細は、自治会会員名簿Ｐ.44～、事務員服

務細則に載っています。 

面接の時に詳しくご説明いたします。 

■募集締切り   11/6(土)  

■面接日       11/8(月)10 時 30 分より 

■応募方法：履歴書を事前に、自治会長宛にお

届け下さい。 

(自治会館ポスト可) 連絡先 635-7674 



総合防災訓練 安否確認訓練 11 月１３日（土） 

自治会自主防災会 

次の要領でタオル掛け安否確認訓練を実施します。

全世帯参加ですのでご協力をお願いします。 

【訓練の目的】各世帯が無事に在宅避難できている 

かの確認。（発災時に無事で在宅避難

か、避難所に避難したときの印） 

《訓練の内容》 無事なサインとして各世帯が「玄関

か門扉＊」にタオルを掛ける。 

（＊点検する班長が道路から視認できる場所） 

（＊タオルの色は問わない） 

《訓練の意味》 玄関や門扉にタオルが掛かってい

れば、この世帯は無事。 

●実際の発災時には、タオルが掛かっていない世

帯を警察、消防、防災会が優先して援助する 

《参加者》  全世帯（今回はコロナ禍事情により 

会員世帯だけが対象） 

【訓練の開始と終了時刻】 

０９：００      震度６強 地震発生（想定） 

09:1０     までにタオル掲出 

09:10-４５  班長がタオル掛けの有無を調査 

09:5０までに班長が掲出世帯数を防災訓練本

部へ電話で報告 

10:00     訓練終了-タオルは 12 時までに

は取り下げてください 

【小雨実行】 荒天時は中止、広報車で連絡します 

 

本年度第２回班長会開催 

 

11 月 21 日（日）に４回に分かれて 

自治会館にて開催します。 

① 09:30～10:30    1～23 班  

② 11：00～12:00   24～45 班  

③ 13:30～14:30   46～67 班  

④ 15：00～16:00   68～88 班  

 

各班の班長（後期班長）1 名のみご出席下さい。班

長ご都合の悪い場合は副班長が代理出席下さい。

〇送迎ご希望の班長は１９日（金）16:00 までに 

事務室に申し出ください。 

 
 

班長引交代日 

前期班長の任期は 10 月 31 日となっています。11

月 1 日には、班長・副班長の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。 

 

会館（会議室棟）屋根緊急工事 

 

会議室 ABC 室の屋根天窓が老朽化し、降雨のたび

の雨漏りが止まらなくなりました。排気能力向上の

対策もかねて、緊急工事を実施します。この間

ABC 室が使用できなくなり、ご不便を掛けますが

ご了承ください。 

 

 期 間   １１月１５日（月）～12 月４日（土） 

*日曜日、祝祭日は工事休業 

 対 象   会館 A、B、C 室（期間中利用不可） 

 内 容   天窓３か所撤去、屋根鋼板の部分張替   

        天窓部分撤去/内部造作 

        排気ファン交換（強力型に） 

        内装クロス張替 

 

生垣の手入れのお願い 

 

近年、家庭の生垣、特にカイズカイブキが成長し、歩

道や市道へかなりはみ出している例が目立ちます。 

特に 道幅が狭くなる 一時停止の標識柱 が隠れ

るなど、宅地内の望まざる事故や、安心な歩行の障

害となっています。行政からの指摘を受ける前に、

各世帯にて思い切った伐採や、お手入れを是非お

願いします。 
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行事予定のお知らせ 

福祉部 

年度の初めに福祉部主催の年間活動を広報にてお

伝えいたしましたが、11 月の映画上映会は中止と

なりました。 

健康体操教室（10/25, 12/9, 2/25,中央公園に

て）は実施の予定ですので、ふれあい北野台、ポス

ター等でご確認の上、是非ご参加ください。お待ち

しております‼ 

 

ほっとライン ボランティア募集 

 

北野台ほっとラインのボランティア募集をお願いし

ましたところ、９～10 月に新たに４人の男性の登録

がありました。同時に多くのお手伝いの希望が殺到

しています。ボランティアがまだまだ足りていませ

ん。この際ちょっとしたお手伝いができる方、是非

お知らせください！！ 

■事務室：月～金 10～16 時(除：12～13 時) 

 

 

ふれあい喫茶室便り 

 

10 月 15 日（金）「喫茶のない喫茶室」を開催しまし

た。自治会館内は感染予防対策のため飲物やお菓

子はお出しできませんので、代わりにスタッフ達が

自作の作品を飾ることにしました。持ち寄った作品

は様々で、書、

植 物 画 、押 花

絵、刺繍、パッ

チワーク、レー

ス編み、ビーズ

細工、トールペ

イント、人形、

陶芸、季節の草花の寄せ植えや盛花、等々。ささや

かでコーヒーの香りもない展示だけの喫茶室で心

配していましたが、なんと 50 名を超えるお客様に

お越しいただき、それぞれの作品の前で同じ趣味

や経験を持つ方と話が弾むなどスタッフもとても

楽しく充実した時間となりました。 

「喫茶のない喫茶室」スタッフの手作り作品展は 11

月も開催します。日時：11 月 12 日（金）午前 10 時

～午後 3 時（入場無料）第二金曜日です。次回はど

んな作品が並ぶでしょう。どうぞお楽しみに。 

 

 

毎号のお知らせですが！！ 

詐欺電話が後を絶ちません 

注意！－南大沢警察官をかたる電話― 

南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部 

 

少しでも違和感を感じたなら、一旦電話を中断

して、相談を！！ 

 

南大沢署の警官を名乗り、 

銀行口座の不正使用を言い立

てて、不安心理をあおる詐欺

の電話が、北野台に集中してか

かっています。 

〇お金の一時預け入れや、 

〇キャッシュカードの提出 

等“お金”を言い始めたら、詐欺です！！ 

信用してはいけません。なりすまし詐欺です！ 

・「携帯を持って ATM へ行ってください」 

・「係官がお金を取りに行くので渡して」 

会話の中でこの言葉出たら要注意です ! 

警官をかたるので、警察には

相談しにくいと思ってしまいま

すが、犯人の思うつぼです！  

 

●相談窓口では親切に対応 

いただけます。 自らの電話で確認できます。 

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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スマホで読める                        

自治会ホームページ 
 「フレッシュひろば」 

 
●前期班長の任期は 10 月 31 日となっています。11 月 1 日には、班長・副班長の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。 

                                             

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 

 

全班一斉清掃実施 

実施お願いします！ 

朝 8 時より 

-雨天順延- 

●第 3 回 11/2８（日） 

無理をなさらずご参加ください！ 

北野台まちづくり塾開催 

第一回：新しい交通の実証試験 

話し合い・知恵を出す塾です！ 

11/7（日） 14～16 時自治会館で 

主催：北野台自治会 

支援：都 都市づくり公社 

詳しくは配布する案内をご参照 

ふれあい喫茶室 

再開いたします！！ 

 

11 月 12 日 （金） 

飲食は自粛しますが 

皆様のお越しを、お

待ちしています！ 

―地域の子育て広場― 

「親子あそび 

ひろば 北野台」 

(市保育士により毎月開催) 

自治会館の利用に合わせて実施 

 

11 月は中止  

西武北野台こども文庫 

今回は玄関ホールで 

開きます！！ 
11 月１７日（水） 14 時～16 時 

「フレッシュひろば」に 

HP リンクしてます！ 

北野台助け合いほっとライン 

★スタッフ募集！ 

網戸の張り替え、買い物代行ど 

地域のお世話をされる方 

  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へ 

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 

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 

  高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

 

１1 月はお休み- 

12 月より再開します 
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      １１月 自治会館の利用について 

■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 


