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 北野台まちづくり塾 《第 2 回》 1/22(土) 

                        主催：北野台まち活 

《諸事情で開催出来ない場合は HP、掲示板でお知らせします》 

テーマ：コロナ禍におけるセルフメディケーション(自己管理) 

日 時 ： 1 月 22 日(土) (14：00～16：00) 

講 師 ： クリエイト SD 薬剤師(変更の場合も有り) 

定 員 : 約 30 名 於：自治会館 (電話連絡 635-7674 迄)  

ズーム ：ズームでも参加できます 

事前に自治会アドレスへ名前、アドレスを連絡 

アドレス：kitanodai-j@mercury.dti.ne.jp 

《後援：都市づくり公社 協力：八王子市都市計画課》 

《地域力に感謝！》 

 

晩秋の寒い中、今回の実証実験

に、運転手、補助員(介助員)に

ご協力頂きました 26 名の皆

様。サポート、運営に携わって

下さった皆様へ、心から感謝申

し上げまず。 

ありがとうございました。 

 

また、ご意見を伺いたいと考

えています。 

その時には、是非、ご協力をお

願いいたします。 

実証実験移動車  ―ゆいま～る北野台号―  運行無事終了！ 

 

《ご協力ありがとうございました》 

北野台 1 丁目～5 丁目の街並を、7 人乗りカート(車)が、生活環境を広

げる移動手段の一つの実証実験として走り活躍。 

トラブルもなく無事、終了致しました。 

     

期間は 11/11 から 12/1 迄の 21 日間。生活が少しでも便利になれば

との実証実験には約 300 名の方のご利用がありました。 

 

《利用された方々の様子》 

・買い物帰りの雨の日、寒い中、車を待ちご利用頂きました。 

車の中では、楽しそうな親子の会話が弾んでいました。 

(荷物は後部の荷物置き場に置きました) 

・クリニック付近から診察を終え乗車された方は、体調は思わしくない

ようでしたが、車に乗って、ホッとしている様子でした。 

・移動するコミュニティカーのようで、面識のない方々から自然に会話

が生まれ、笑い声も多く、出会いの場のようでした。 

《実証実験の詳細の報告と今後について》 

 乗車頂いた方々からのアンケート結果、その他、報告事項、詳細につ

いては後日ご報告いたします。  

《予   告》 

北野台まちづくり塾 《第 3 回～4 回》 

《第 3 回》 令和 4 年  3/19(土) 

■変わる土地制度、相続制度 

■講師：日置雅晴弁護士 

  (早稲田大学大学院法学科講師) 

 

《第 4 回》 令和 4 年  5/21(土) 

  ■｢街並み｣づくりを考える 

    地区計画、街づくりルール 

  ■講師：市都市計画課、 

   野口和雄都市プランナー 

■時間、申込み方法は全て同じ 



 
 

 

 

 

―令和 3 年末、「オミクロン株」検出― 

《換気機能向上の為の改修工事終了》 

やっと、新型コロナウイルスの猛威が落ち着いた

かと思った年の瀬。変異株「オミクロン株感染者」と

の報道が流れてきました。  

3 年目を迎えるコロナ禍の実情です。 

コロナ禍での生活には慣れてきましたが、その慣れ

は、油断であり、落とし穴と思った方が良いようで

す。 

感染症対策は今まで通り気を引き締めて、気持ち

良く新年を迎えましょう。 

また、会館利用もルールを守り、お互いに留意を！ 

 

■コーラスの皆様、もう少し状況が落ち着くまでお 

待ち頂けますか。申し訳ありません。 

■状況によっては会館の利用が出来なくなる事を

ご了承下さい。 

 

会館利用のルール 再確認 

①マスク着用 ・検温と手指消毒・人との間隔 1.8m 

②入館時は入館者リストに必要事項を記入。 

③部屋のドアは開放で利用。 

④テーブルの利用後はアルコールで消毒を。 

⑤アクリル板利用後は中性洗剤で消毒を。 

※禁止：アクリル板拭き(アルコール液 ×) 

※退室時は、換気扇、エアコン、照明、3 箇所 OFF 

各部屋 利用にあたり取扱い確認事項 

 暖房 換気扇 窓 ドア 
/障子 

清浄 
 機 

AB 室 横型 ON ON 強 半開  開  
C 室 天井 ON ON 強 半開  開  
防音室 ON ON 閉  開  
和室 A ON  ―  ―  開 ON 
和室 B ON  ― 半開  開  

1.ABC パーテーション(仕切り)の開閉は経験者も

しくは事務員から指示を受ける。 

2.ベランダ室から、机、椅子の出し入れは、ガラス

戸用レール保護板を利用の事。(事務員に確認)  

ホームページ作品展！作品募集します！ 

  主催 北野台自治会 

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。 

 

① 写真 ②絵画 ③書 ④手作り品・その他 

の 4 部門の作品を募集します。おひとり 3 点まで。

ぜひ、たくさんの方に参加いただくよう、お願いい

たします。 

 

●作品の新旧は問

いません。 

●写真については

メモリをお貸しいた

しますので、記録し

てお届けください。 

●その他の作品は

撮影日時を選んでいただき自治会館で撮影（ご

自身の撮影は不要） 

募集要項：応募封筒を会館でお受け取りください。 

 （記入後、貸与メモリー/応募票を届けてください） 

募集期間：1 月中頃まで延長いたします 

*第一回持ち込み撮影日： 終了  

*第二回持ち込み撮影日： １月 9、10 日 

公開期間：2022 年 1 月下旬ごろホームページで  

応募資格 ：北野台自治会員、18 歳未満の方の応

募には、保護者の方の同意が必要です。 

問い合わせ：自治会館事務室（635-7674） 

 

「雪かきするボランティア」 募集その２！ 

「雪かきするボランティア」 募集しています。 

まだ地域のお助け隊が

足りません！再度、募集

いたします。中学高校生

の参加もお願いします。 

お困りの高齢世帯を、皆

でサポートしましょう！！ 

 

-申し込みは自治会館事務室（635-7674）まで- 
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映画上映会のご案内 

福祉部 

上映作品：いのちの停車場（2021 年公開） 

出演-吉永小百合、松阪桃李、広瀬すず、他-  

日時：1 月 31 日（月） 13:30 より上映開始 

（上映時間 119 分） 

場所：自治会館洋室 

感染症予防対策のため、上映会参加ご希望の方は

自治会館までお申し込み下さい。先着順となります。

ご参加の際はマスクの着用をお願いいたします。や

むを得ず中止、変更になる場合があります。掲示板

のポスター等でお知らせいたしますので、ご確認く

ださい。 

連絡先 自治会館 635-7674 

 

北野台子ども会より 

 

いつも子ども会の活動をあたたかく見守ってい

ただき誠にありがとうございます。 

１２月１１日(土)高嶺小学校の体育館にてクリスマ

ス会を行いました。お玉を使ったピンポンだま運び

レースや、新聞紙を細長く破いてつなげて長さを競

うゲーム、新聞紙の玉入れゲームを行い、大人も子

どもも楽しいひとときを過ごしました。飾りつけの

バルーンなどを手土産にクリスマス会気分が盛り上

がりました♪ 

クリスマス会のあとは自治会の協力のもとに、拍

子木を手にして『火の用心』と唱えながら地域を回

りました。 

冬は火災の多い時期です。みなさま火の元には十

分に気を付けてよいお年をお過ごしください。 

 

 

ふれあい喫茶室を再開します！ 

 

11 月までは自治会館内飲食禁止のため喫茶の代

わりに「喫茶のない喫茶室」としてスタッフ作品展を

開催しました。展示に応援参加の植田さん、内田さ

ん、そして足を運んでくださったたくさんのお客様

に感謝いたします。 

12 月に入り飲物が許可されたことから 12 月

17 日（金）の「ロマンティック・ステンドグラス展」で

待望の喫茶を復活、香ばしいコーヒーの匂いととも

に一丁目の太城さん製作のお洒落なステンドグラ

ス作品の数々をじっくり鑑賞するギャラリーカフェ

となりました。 

来年 1 月からは次の日程で開室の予定です。 

1 月 21 日、2 月 4 日、2 月 18 日、以降毎月第一

と第三金曜日の午前 10～12 時、午後１～3 時。飲

物はコーヒーとお茶のみで、お菓子はありません。

参加費 100 円。午前午後それぞれ 20 名様で満席

となります。心苦しい制限付きながらも嬉しい喫茶

の再開です。皆様のお越しをスタッフ一同お待ちし

ております。 

 

詐欺電話が後を絶ちません 

南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部 

 

大丈夫です！きっぱり電話を

中断して、相談を！！ 

 

警官を名乗り、犯人を逮捕したら

あなたの銀行口座の不正使用も、など言い立て

て、不安に貶める手口の詐欺電話が、北野台に繰

り返しかかっています。 

〇警官が訪ねて口座の保全をするとか●暗証番

号の聞き出し等●“お金”を言い始めたら、 

詐欺です！ 最近はお金のやり取りに、コンビニ

を指定します。これも怪しいサインです！ 

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！  

 

☆相談窓口では優しく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 

No.490-P 3 



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前道路の凍結防止のため、自治会館テラスに“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、解けた雪が夜間に凍結するのを防止しま

す。あらかじめ容器に詰めて用意いたします。在庫がない時は事務室にお尋ねください。 

-お持ち帰りは一世帯当たり一容器のみとさせていただきます。- 

 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

 

刃物砥ぎ 開催します 

会館テラスにて 

 

12 月 22 日(水) 

次回：R4 年 3 月 23 日(水) 

  午前 10 時から受付開始、 

15 時まで！！ 

北野台まちづくり塾開催 

第二回：コロナ禍における健康管理 

話し合い・知恵を出す塾です！ 

1 月 22 日（日）14～16 時自治会館 

主催：北野台自治会 

支援：都 都市づくり公社 

詳しくは配布済みの案内をご参照 

ふれあい喫茶室 

1 月 21 日（金） 

午前 10～12 時 

午後  １～3 時。 

参加費 100 円。 

午前午後それぞれ

20 名様で満席  

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」 

 

１月 19 日（水） 

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 

（受付開始は１２/2２日から） 

西武北野台こども文庫 

会館洋室で 
開きます！！ 

1 月 19 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 

 年内の“ちょっとしたお困りご

と”のお手伝い受付は。お早めに

ご連絡をお待ちしています。 

受付時間 月・金曜日（11:00～

12:30）（13:30～15:00） 

 

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 

※12/29 より 1/4 までは 

休業いたします。 

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） 

1 月 19 日(水) 

防音室にて 

時間：１０時から１１時３０分 

 

2021 年 12 月 19 日発行 No.490-P4 

     年末年始 事務室の業務  

12 月 29 日より 1 月 5 日まで閉館いたします。 


