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ふれあい北野台
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11 月号

役員会だより

北野台自治会

地震発生！・・・安全に避難をしたら門扉、ドアにタオルを掛けて 安全であることを示そう！
11 月 13 日に全世帯を対象に、タオル掛けによる安否確認訓練を実施。約 40％を越える世帯宅に
無事に避難したサインとして、タオルが掛かっていました。
班長の皆様には各班のタオル掛けの件数を電話で報告して頂きました。ありがとうございました。
実際に発災した時もタオルで無事のサインを！《詳細は本日発行の自主防ニュースをご覧下さい》
災害時 無事であるサインをタオルで示す意義
《災害が発生時》
■無事に避難出来たのか否か、安否確認を判断する為のタオル掛けです。
■タオルが掛かっていないお宅(支援が必要と判断)助け合いは地元から。
《消防署・警察署他》■公助からの救助はすぐには困難の為、日頃の地域の繋がりを大切に、見守り合
い、助け合いましょう。
―自主防災会よりー
災害への備え、準備としての一覧表を
作成しました。見やすい所に貼ってご
活用下さい。(１１/21 班長会で配布)

「ゆいま～る北野台号」 お乗りになりましたか？

「自治会事務員の採用 決定」

■北野台の街を 7 人乗りカートに乗り、生活環境の変化、

北野台自治会

向上を体験する実験です。
■期間は 12/1(水)迄です。■乗車運賃は無料です。
■皆様の乗車後のアンケートに寄せる声が重要です。
■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

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、定年退職を
迎えます。そこで、欠員に伴う、後任の事務員の
募集を行いました。
4 名の方の応募がありました。皆様、前向き
なお考えに心強く、北野台自治会の活動の一端
を担う力と思いました。
その方々の中から、一名の方に決定いたしま
したので、ご紹介いたします。
新規採用の事務員
永吉 華子さん(2 丁目在住) 40 代
11 月 15 日より、引継ぎが始まりました。
よろしくお願いいたします。
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ホームページで作品展を開催！作品募集します！

―新型コロナウイルス新規感染減少に伴う対応―

主催 北野台自治会
まだ会館に大勢が集まれない中、自治会ホームペー
ジ上で作品展を開催することにいたしました。

北野台自治会 会長 篠原由紀子
新型コロナウイルスの新規感染者が著しく減り、穏

① 写真 ②絵画 ③書 ④手作り品・その他

やかな日々が戻りつつあるようです。まだ油断は出

の 4 部門の作品を募集します。おひとり 3 点まで。

来ませんが、会議以外の自治会館利用を一部再開

ぜひ、たくさんの方に参加いただくよう、お願いい

いたします。大変お待たせいたしました。

たします。

■コーラスの皆様 もう少しご利用をお待ち下さい
■状況によっては会館の利用が出来なくなること

●作品の新旧は問いません。

もあります。ご了承下さい。

●写真についてはメモリをお貸しいたしますので、

【利用時】 ①マスク着用 ②検温 ③手指消毒

記録してお届けください。

④人との間隔は 1.5ｍ(厳守)

●その他の作品は日取りを決めてお持ち込みいた

⑤入館者リストに必要事項記入

だき自治会館で撮影（ご自身の撮影は不要）

⑥ドアは開放

募集要項：応募封筒を会館でお受け取りください。

⑦活動前と終了時は、テーブル等のア

（記入後、貸与メモリー/応募票を届けてください）

ルコール消毒

募集期間：2021 年 12 月末まで（写真）

⑧終了時、床のモップ清掃

*第一回持ち込み撮影日：１２月１６、１７、１８日

【窓口予約方法】

公開期間：2022 年 1 月下旬ごろホームページで

【その他予約方法】 FAX、メール、電話、

応募資格 ：北野台自治会員、18 歳未満の方の応

【予約完了とは】

募には、保護者の方の同意が必要です。

利用料を入金し完了

【部屋貸出し時間】10：00～16：00

問い合わせ：自治会館事務室（635-7674）
11/7 第一回「北野台まちづくり塾」 報告

11/29(月) 10：30 より

18：00～20：00
【今回の期間】

12/6(月)～1/31(月)

【利用定員】

①洋室 A～C(各 8 名)
②防音室(6 名)

講師：板屋 和也氏 流通経済大学 博士

③和室 AB(各 4 名)

講師：新階 寛恭氏 国交省技術政策研究所 室長

④キッズルーム(子 4 名・親 4 名)

北野台団地の調査をしていた大学生が、「軽井沢み

■飲食について ①飲み物、飴のみ可 禁：食事

たい」と言うほど、静寂な緑溢れる街並みに感動し

■アクリル板を購入しました。ご利用下さい。

た話を聞いた事がありました。そして、40 年を経て

要注意・・アクリル板はアルコールに弱く亀裂が

北野台に見えてきたこととは何なのでしょうか。

入ります。＜アルコール拭き禁止＞。

人の移動手段と交通機関のありかた、「ゆいま～る
北野台号」の実証実験とその目的について等。

■活動に向けてのご相談をお受けします。
遠慮なく御連絡下さい。自治会館(635)7674

次世代に繋ぐことが出来る「まちづくり」について、

今冬は大雪？

第一回はふさわしいテーマでした。
《第 2 回》 1/22(土) 14：00

「雪かきしてほしい世帯」 募集！

於：自治会館

《テーマ》コロナ禍におけるセルフメディケーション
《参加希望の方》 電話かメールで御連絡下さい。

今冬も昨年同様、積雪があった場合、玄関から公
道までの間（階段など）の除雪を対象とし、受け付

・連絡先 635-7674

けます。ただし、歩道・車道は対象外とします。別途

・メール kitanodaijimu@hotmail.com

雪かきのお知らせを配布しますのでお申し込みく

《ZOOM 参加の方》 以下のメールから視聴申込み
・kitanodai-j@mercury.dti.ne.jp

ださい
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中央公園での健康体操教室のご案内

北野台子ども会より
福祉部

今年度 2 回目の健康体操教室を行います。みなさ

いつも子ども会の活動をあたたかく見守って下さ

んの体力に合わせて、ストレッチやウォーキングの

り、誠にありがとうございます。

適切な方法や効果などを講師の先生にわかりやす

◎1０/23(土)無事にハロウィンのイベントを開催

く説明してもらいながらの楽しい体操教室です。

する事ができました。ご協力家庭に親子で訪問し、

日時：12 月 9 日（木） 10:00～11:30

お菓子をいただきお礼に子どもたちからの手書き

申し込み不要
場所：中央公園あずまや集合

のメッセージカードをお渡ししました。 天気にも恵
雨天中止

当日朝のご自身での健康チェック、マスク着用、動

まれとても楽しく思い出に残る１日となりました。
ご協力ありがとうございました！！

きやすい服装でお願いいたします。
連絡先 自治会館 635-7674

◎西武北野台子ども会ソフトボール部はいつでも
会員募集中です！

健康とウォーキング、測定と講演の会 参加者募集
北野台ノルディックウォークの会

地域のボランティアコーチたちに優しく丁寧に指
導していただき、礼儀正しく元気よく活動していま

健康の不安を解

す。 小学生の男の子、女の子を対象としています

消するためにウ

ので、興味がありましたら是非一度見学、体験して

ォーキングが有

みませんか？ いつでも連絡お待ちしています。

効なことは一般
に信じられてい

♪毎週日曜日午前、高嶺小学校校庭にて活動して
います。

ますが、体の構
造を知って効果的に行うことの理解は人それぞれ

毎号のお知らせですが！！

です。今回、理学療法の専門家による講演と、健康

詐欺電話が後を絶ちません

測定、ノルディックウォーク体験会を行う会を企画

南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部

しましたのでご参加いただきますようご案内いたし

少しでも違和感を感じたなら、大丈夫です！

ます。

きっぱり電話を中断して、相談を！！

日時：12 月 18 日（土） 09:00～12:00
場所：高嶺小学校体育館 （雨天決行）

南大沢署の警官を名乗り、

内容：健康（運動機能）測定、体と運動についての

銀行口座の不正使用を言い立

講演、ノルディックウォークの体験

てて、不安心理をあおる詐欺

対象者：特になし（歩行に不安がある方および家族
の方にお勧めです）

の電話が、北野台に集中してか
かっています。

参加費：100 円（健康測定結果配信費用）

〇お金の一時預け入れや、●口座の詳細の聞き

●体育館は土足禁止のため、歩行に適した上履き

出し、〇キャッシュカードの提出等“お金”を言い

をご持参ください。
●健康測定画像等の閲覧を希望される方は、スマ
ホ番号と Email アドレスが必要です。

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！
警官をかたるので、警察には相談しにくいと思

問合せ先：北野台ノルディックウォークの会 事務局

ってしまいますが、犯人の思うつぼです！

電話：090-8018-6438

●相談窓口では優しく親切に対応いただけます。

E メール：kitanodai.nw@gmail.com

最寄り警察に相談を！！

URL:sites.google.com/view/kitanodai-nw1

相談先：042-65３-0110 南大沢警察署
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全班一斉清掃実施

北野台まちづくり塾開催

実施お願いします！

第二回：コロナ禍における健康管理

再開いたします！！

朝 8 時より
-雨天順延-

話し合い・知恵を出す塾です！

12 月 17 日 （金）

1 月 22 日（日）14～16 時自治会館

飲食は自粛しますが

●第 3 回 11/2８（日）
無理をなさらずご参加ください！

ふれあい喫茶室

主催：北野台自治会

お待ちしています！

支援：都 都市づくり公社

-ロマンティック
ステンドグラス展開催！

詳しくは配布済みの案内をご参照
―地域の子育て広場―

西武北野台こども文庫
会館テラスで

「親子あそびひろば 北野台」

12 月 15 日（水）

１２月１５日（水）
再開します！１０：３０から 11:30
予約ください：070-12702071
受付時間：平日 ２時から４時１５分

年内の“ちょっとしたお困りご

開きます！！

クリスマス会！

北野台助け合いほっとライン

14 時～16 時

と”のお手伝い受付は 12 月 20
日（月）までとなります。お早めに
ご連絡をお待ちしています。受付

「フレッシュひろば」に

時間

HP リンクしてます！

月 ・ 金 曜 日 （ 11:00 ～

12:30）（13:30～15:00）

（受付開始は１２月２日からです）
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

(月）(金) こもれび公園

10:15～45 ひざかり公園

(水）

北野台クリニック

※天候・交通状況により変更あります

高齢者あんしん相談
(包括支援センター長沼）
12 月 17 日より再開します

11:15～45 こみちの公園
※地場産野菜のほかにも品物を

防音室にて
時間：１０時から１１時３０分

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」

●凍結防止剤の配布：玄関から門扉までの間の階段や門扉の前の道路の凍結防止のため、自治会館に“塩化カ
ルシウム剤（粒状）”を用意しています。雪を解かす力はありませんが、昼間雪が解けて夜間テカテカに凍結する
のを防止します。ご活用ください。
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

刃物砥ぎ 開催します
12 月 22 日(水) 会館テラスにて
午前 10 時から受付開始、15 時まで！！

