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①第 2 回 まちづくり塾    延期⇒調整し、後日連絡 

②区長会⇒3 月に延期      日程は後日連絡 

③まち活⇒1 月中止、2/13 は web 会議実施 

              (実施方法については後日連絡) 

④ほっとラインミーティング⇒1、2 月中止⇒3/21 実施 

⑤自主防幹事会⇒3 月に延期、  日程は後日連絡   

⑥親子あそびひろば北野台⇒3 月より開催予定 

⑦高齢者あんしん相談⇒3 月より実施予定 

⑧サークル活動他、会館を利用している個人、団体 

 ⇒3 月に活動延期 

 

 ⑧については自治会事務から連絡を致します。  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《会員の皆様へ》 

今は根気よく感染症対策をし、この難局を皆で越えていき

ましょう。 

①会館事務受付、駐車場の貸出しは通常通りです。 

②原則として作業、打合せは、5 名まで、 

1 時間以内でお願いいたします 

(事務 連絡方法) 留守電、メールもご活用を！  

℡/fax 635-7674 

    Mail kitanodaijimu@hotmail.com 

 中止、延期となった主な自治会活動 令和 4 年度自治会選挙管理員会 名簿 
 区 班 氏名 住所 
委員長 9 42 菅原 むつみ 2-32-18 

副委員長 3 12 田端 弘美 1-28-1 

10 49 平田 三津江 3-8-1 

委員 1 2 杉本 雄三 1-4-9 

2 9 前野 修 1-20-15 

4 19 村岡 博史 1-40-8 

5 22 山崎 実 1-46-8 

6 26 相良 まさえ 2-3-2 

7 32 熊谷 直美 2-15-23 

8 37 長  紀美子 2-24-16 

11 50 片桐 益子 3-10-16 

12 57 芦田 みゆき 3-23-6 

13 63 渡邉 章世 3-37-3 

14 67 大橋 義房 3-43-3 

15 71 信野 照彦 4-7-10 

16 81 春日 佑一 4-17-4 

17 84 堀  三枝子 4-28-8 

令和 4 年度自治会役員選挙にむけ準備を行い始めまし
た。大切な自治会活動における役員選挙です。ご協力くだ
さい。 

      選挙管理委員会 

2022 年コロナ禍  新規感染者急速拡大による 会館全室休止について 

1. 会館全室の貸出しは原則休止とします。 【会館休止期間】 1/17(月)～2/28(月)   

2. 会館再開予定     3/1(火)を予定  

3.        会館利用再開の詳細については 2/27 発行「ふれあい北野台」に掲載します。   



 
 

 

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) 

 

環境安全部 

 

公園緑地管理実施報告 

 

1.公園緑地管理事業者とは 

八王子市の委託により、北野台

の公園緑地管理は指定管理者の

パークサービス八王子が行って

います。 

2.今年度の実施作業 

①住民の皆様からの剪定等の要望について、パ

ークサービス八王子と自治会担当者が地域内

を周り、今年度の最終実施作業について確認、

併せて点検をした。  

②自治会地域内 令和 4 年 3/31 迄の作業内容 

 ・強剪定 ・剪定 ・下草刈り など 

         映画上映会中止のお知らせ 

福祉部 

ふれあい北野台 12 月号でご案内いたしました 

1 月 31 日の映画上映会（上映作品：いのちの停車

場）は、自治会館の利用制限の変更に基づき、中止

とさせていただきます。お申し込みいただき、楽し

みにお待ちいただいていた皆様には大変申し訳あ

りませんが、どうぞご了承くださいませ。 

 

中央公園での健康体操教室のご案内 

福祉部 

今年度最後の健康体操教室を行います。1 回目、2

回目とご参加いただいた方も、はじめての方もどう

ぞお気軽にお越しください。尚、天候以外の理由で

やむを得ず中止、変更となる場合がございます。ご

参加の際は掲示板のポスターでご確認ください。 

日時：2 月 25 日（金） 10:00～11:30  

申し込みは不要 

場所：中央公園あずまや集合 雨天中止 

当日朝のご自身での健康チェック、マスク着

用、動きやすい服装でお願いいたします。 

連絡先 自治会館 635-7674 

ホームページ作品展！ 

応募いただいた作品写真をどのように展示する

か、初めての試みで、スッタフが検討中です。思い

のこもった作品に、感動しています。 

    ２月の初旬に掲載の予定です。 

 

「雪かきするボランティア」  募集！ 

 

現在、雪かきを希望する世帯は４２世帯となってい

ます。一方、雪かきをしてく

れるボランティアが若干足り

ていません。 

特に１丁目、４丁目の世帯を

担当していただくボランティ

アを募集しています。 

詳しくは kitanodaijichikai@outlook.com に

メールまたは会館事務室にお尋ねください。 

2021 年度 樹木剪定について 
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こども支援部よりイベント報告 

 

今年もよろしくお願い致します。 

１２月１５日(水)親子あそびひろば北野台クリスマス

会を開催致しました。 

久々に自治会館にちびっこたちの元気な声が響き

渡りました。この日はクリスマス会を行い、サンタク

ロースのおじさんも参加でみんなおおよろこびでし

た。 

完全予約制ですので、まだ希望者全員が参加でき

ないのは残念です。今後も状況をみながら開催で

きることを祈ります。 

ご参加お待ちしています。 

 

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くだ

さり、ありがとうございます。 

年末の消防団からの激励会に子ども会のメンバー

も数名参加致しました。 

冬は火事

の多い季節

です。 

みなさま火

の元にはお

気をつけく

ださい！ 

 

ふれあい喫茶室 

昨年 12 月 17 日、いちにちギャラリーカフェを開

きました。テーマは「ロマンティック・ステンドグラス

展」一丁目在住の太城美子さんによるお洒落なステ

ンドグラス作品を飾った室内はまるでクリスマスの

リビングルームのような雰囲気で、コーヒーの香り

がよく似合う展示となりました。 

実に 1 年 10 か月ぶりにコーヒーを淹れてのカフェ

開室。感染予防策のため客席はアクリル板で仕切り、

飲み物は紙コップ使用と、喫茶室としては不本意な

しつらえながらも、訪れたお客様は皆さん笑顔で、

久しぶりの再会を喜ぶ挨拶は握手の代わりにお互

いの肘を合わせ、会話はマスク越しと、むしろ変化

を前向きに楽しんでくださる様子にスタッフも安堵

しました。今年は 1 月 21 日から毎月第一・第三金

曜日に開室の予定でしたが、感染状況が落ち着くま

でもうしばらくお休みすることになりました。残念

ですが、また安心して賑やかに集える日を楽しみに

元気に過ごしましょう！ 

 

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 

きっぱり電話を中断して、相談を！ 

 -電話を切って、本人か否か 確認しましょう！ 

銀行口座が不正使用とか、オレオレ、わからない

か！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！☆警察相談窓口では 

優しく親切に対応いただけます。 最寄り警察に

相談を！！（留守電、録音通知も大変有効です） 

相談先：042-65３-0110 南大沢警察署 
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                                                              自治会ホームページ 
「フレッシュひろば 

 事務室受付時間：   平  日 月～金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)  

 電話＆ＦＡＸ０４２－６３５－７６７４  

  メール  kitanodaijimu@hotmail.com  

刃物砥ぎ 開催します 

会館テラスにて 

 

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 

 

1 月の開催は延期となりました 

  再開は別途お知らせ 

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 

 

 

3 月から再開します 

 

―地域の子育て広場― 

「親子あそびひろば 北野

台」 

3 月から再開します 

予約連絡先： 

070-12702071 

受付時間：平日 ２時から４時１５分 

（受付開始；未定です） 

西武北野台こども文庫 

 
3 月から再開します 

    

 

「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 月と金曜日のみ 

（11:00～12:30） 

（13:30～15:00） 

 090ー5753 6537 

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） 

    

   3 月から再開します 
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 訪問介護時の駐車場確保への協力について 

使っていない駐車場の活用、ご協力お願いいたします。後期高齢者や一人暮らしの高齢者が増加し、訪問介

護の需要が高まってきています。その中で、訪問した際の駐車場不足が困難となっています。 

■ご協力頂ける方、詳細は、八王子市福祉部高齢者いきいき課にお問合せをお願いいたします。 

   連絡先 042-620-7452  

バス時刻表Link 


