
  
    
 

３．選出予定数に満たない役員については、北野台自

治会規約「総会において選任することができなかった

役員については、総会において別に定める方法によ

り選任する」の規定を適用し、本総会後の第一回班長

会で選任するよう提案いたします。 

「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 2019 年 2 月 17 日発行 No.456-P1 
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 2021 年度の活動も、おおよそ一ヶ月余りを残すばかりとなりました。  

今年度は、会員の皆様と共に進めてきた西武跡地再利用が、結論に至った事が 

何より大きな収穫だったのではと思っております。 

2014 年(平成 26 年)、前会長からバトンを受け、その年から改めて 

跡地再利用への歩みがスタートしました。どれだけの方々の力によって、結論に辿り着いたのでしょうか。 

長い道のりを、根気よく共に考え進んで頂いたことに感謝いたします。 

 

ご存じの通り、跡地には賛助会員となる、ドラッグストア「(株)クリエイトエス・ディー」が 2021 年 11 月に開

店、「いちょうの森 内科内視鏡クリニック」は 4 月に開院予定です。(内覧会 4/9～10 10 時～15 時) 

内科については、自治会内の 1 丁目に北野台クリニックがあり、高低差のある地域性、利便性を捉えても、恵ま

れた医療環境となりました。 コロナ禍を乗り越え、皆様が共に、明るく元気な日々を過ごせますよう願い、西

武跡地再利用に至る経緯の締めくくりとさせて頂きます。 

≪役員会から連絡事項≫ 

1. 後期班長(令和 3 年度)の皆様へお知らせ 

第 3 回 班長会のご案内(最終) 

・下記の要領で開催します。 

・今年度(令和 3 年度)後期班長は下記に指定の

時間にお集まり下さい 

・日時 4 月 17 日(日) 各班分散型で実施 

①  1 班～23 班  09：30～10：15 

② 24 班～45 班  10：30～11：15 

③ 46 班～67 班  11：30～12：15 

④ 68 班～88 班  13：15～14：00 

※欠席の班長は事前に会館へ連絡ください。 

留守電でも可。       ☏635-7674 

※内容：①活動報告 ②質疑 ③ 各戸配布用議案

書及び広報紙の受け取り（やや重いです。速や

かに各戸配布お願いします） 

※総会の開催については、ふれあい北野台 4 月

号でお知らせします。 

「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 

令和 4 年度役員改選に関する件 令和 4 年 3 月 22 日  

北野台自治会選挙管理委員会 

1.役員選挙公示及び再公示に基づき、候補者の氏名を

次の通り報告いたします。 

役職名 定員数  氏名 区別 

会長 1 3-46-8 篠原 由紀子 立候補 

副会長 4 

2-35-19  中埜 正幸 立候補 

4-16-2 陣内 泰子 推薦 

1-9-4 小林 吉邦 推薦 

   

会計 2 
1-18-7 杉本 昌明 立候補 

   

理事 7 

2-33-7 島崎 光章 推薦 

3-49-3 高橋 貴子 立候補 

1-41-7 高田 正勝 立候補 

   

   

   

   

監事 2 
2-10-4 久保田貞視 推薦 

1-40-4 五味 伴良    推薦 

２．報告の候補者について対立候補がいないため、無投票

当選とするよう提案いたします。 
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役員会便り 2021 年度  西武跡地再利用に結論 北野台自治会 会長 篠原由紀子  



 

 

2～3 丁目の皆様  

幸和クラブ（シニアクラブ）が少し動きはじめました 

                        北野台自治会 

 3 月 15 日、休止中の幸和クラブの有志の皆様が 

集まり、今後のことについて話し合いがもたれました。 

皆さまは幸和クラブとして、いきなり大きなイベント

は難しいが、まず、ご近所の方々への声かけから始め

たいとのことでした。少しずつ輪を広げて、サークル

活動のような小さい単位からのスタートを望まれて

いました。 

幸和クラブの新しい一歩です。ご協力お願いいたし

ます。 

連絡先 会館 (635)7674 

 

自治会へ入会の勧誘を！ 

 

年度末から新年度にかけては北野台に新たに居を構

える方が多くいらっしゃいます。特に近年は若い世帯

の転入が増えてきました。つい先日も「自治会に入会

するにはどうするの」との問い合わせがありました。

ご近所の転入者にも声をかけ入会を勧めていただき

たいのです。 

一斉清掃に誘う、行事やサークル活動に誘う、子供会

の行事に参加するなどの関係作りや、内科内視鏡医

院が開業する、などの話題を通じ、是非入会を勧め

て下さい。勧誘のための自治会活動パンフレットや、

自治会規則など、入会手続きの書類は事務室に取り

揃えています。 

 

 4 月の自治会館利用について  

■①利用曜日と時間   

月曜日～金曜日    13：00～18：00 

■②利用曜日と時間   

土曜日、日曜日     13：00～20：00 

■会館申込み日   4/ 1(金)より  

■会館窓口業務  月～金 10～16 時(除 12～13)  

 

4 月より会館の部屋の利用方法を変更しました。 

 

今まで以上に感染防止に努めて頂き、ご利用下さい。 

 

特に換気に気を付けて頂きますようお願い致します。 

          お  願  い 

 ■感染の状況によっては休館とさせて頂くことも

あります。 

 ■休館の連絡は、日曜日午前中に以下 4 箇所の掲

示板とホームページに掲示、掲載いたします。 

①自治会館門扉掲示板    ②クリエイト前 

③えくぼ公園   ④公園前バス停  

 

■会館申込み方法         

 メール   ： kitanodaijimu@hotmail.com 

 FAX/   ： 自治会館  (635)7674 

 来 館   ： 4/1(金)10 時から受付開始。 

受付手順 ： 事前にメール、FAX で受付けても 

4/1(金)10 時の受付となります。 

■各部屋の利用方法と定員 

  利用人数には定員があります。 ご協力お願いい

たします。 

① 会議室 A～C ： 各 8 名    

② 防音室     ：   6 名 (除：月・金)  

③ 和室 AB    : 各 6 名       

  ④ キッズルーム : 未就学児 3  保護者 3 

  ■飲料水は各自持参 食べ物持参不可 

 

      ―会館利用のルールですー 

■マスク着用・検温・手指アルコール消毒。 

■窓、ドアを開放 換気に努めて下さい。 

■当日の部屋の利用届は必ず提出して下さい。 

  ■帰宅時は机、椅子の消毒、清掃をお願いします。 

 No.493-P2 

令和 4 年度  班の一部再編成 

役員会にて検討を続け、新年度（5 月 9 日）から

72 班、73 班の二班を 72 班（4-3-1～4-3-

23）、73A 班（4-6-1～4-6-19）、73B 班（4-

5-1～4-5-13、4-4-1～4-4-6）の三班に編成

替えとになりました。よろしくお願いします。 

令和４年度（来年度） 

前期班長及び後期班長へ連絡 

 ・専門部所属希望調査票及び専門部辞退申請書

の提出締め切りは４月 10 日（日）となってい

ます。未提出者は至急ご提出ください。 



民生・児童委員が高齢者調査で地域を回ります 

北野台１丁目～4 丁目-民生・児童委員 

 日頃より民生・児童委員

活動にご理解頂きありが

とうございます。 

 さて、４月、５月にご高齢

者のお宅を民生・児童委員

が訪問させて頂きます。 

 ☆ご高齢世帯の訪問 

 ☆７３歳以上のひとり暮

らしの方の訪問につ

いては、希望に応じて八王子市への申請手続を

行っています。 

 ☆「高齢者あんしん相談センタ－長沼」や必要と思

われる関係機関に連携をとるパイプ役として守

秘義務を守り活動しています。 

＊また児童や子育ての悩みごとも遠慮なくご相談く

ださい。 

連絡先 

  1 丁目担当   田端 弦    ℡ ６３６―６４７６ 

  2 丁目担当   菅原むつみ  ℡ ６３５―７５５３ 

  3 丁目担当   熊坂栄子    ℡ ６３７―５３４８ 

  4 丁目担当   陣内泰子    ℡ ６３６―８６３１ 

                      

―カラスはお宅のごみを狙っていますー 

 

ごみの収集日に、カラスが家

庭から出されたごみを道路に引

きずり、散乱しているとの苦情

が自治会にありました。 

ご近所迷惑になっています。 

自治会ではカラスの管理まではできません。 

各ご家庭でゴミの出し方を工夫し、カラス対応をお

願いいたします。 

 

ペットの放し飼いはおやめください！ 

 

2 丁目でリードを付けていない犬にじゃれつかれ、

転倒した際に捻挫したとのお知らせがありました。 

ペットを散歩させるときは、油断せずに、常にリード

を付けていただき、会員同士で事件になりませんよ

う留意ください。 

 

北野台子ども会からのお知らせ 

いつも子ども会の活動をあたたかく見守っていただ

き、ありがとうございます。 

今年度の活動も残すところ後少しとなりました。 

４月から一緒に活動していただける、新小学１年生か

ら新６年生のお子様とご家族さまを募集しています。

大人も子どもも楽しくてお互いの顔が見える活動を

していきたいと思っています。 

親の負担をより少なく、子どもたち同士が学年や学

校を越えて仲良くなれるように試行錯誤していきた

いです。 

入会、お問い合わせの連絡お待ちしています。 

連絡先 会館 (635)7674 

     -------------------------------- 

☆西武北野台ソフトボール部も部員募集中です。 

高嶺小、中山小の男女部員が活躍中です！！ 

少人数ですが、元気に楽しく活動しています。 

ご興味がありましたら、気軽にご連絡ください。 

  

還付金や支援金詐欺が起こっています！ 

南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部 

“口座から 30 万円引き出されています”と電話

がありました。---詐欺の始まりです！ 

“市役所です還付金があります”---詐欺の始まり

です。（個別に手続きの電話はかけてきません！） 

警察や役所をかたり、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。かけなお

しを宣言して、電話を切りましょう！！（かけなお

しに抵抗するのは偽警官です！） 

〇警官が訪ねて口座の保全をするとか 

“お金が”と言い始めたら、  

   詐欺です！ 

☆言われた電話には返信し

ないように！犯人の思うつぼです！ 

決めた身内に連絡を取りましょう！  

☆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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自治会では町内の“花いっぱい運動”を行っています  

                                

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

 電話＆ＦＡＸ ０４２－６３５－７６７４  メール     kitanodaijimu@hotmail.com 

北野台助け合いほっとライン 

 “ちょっとしたお困りごと” 

お手伝い受付、実施しています！ 

連絡をお待ちしています。 

受付時間は 月と金曜日のみ 

11:00～12:30・13:30～15:00 

 090ー5753 6573 

北野台まちづくり塾開催 

第２～４回の開催は延期となりまし

た。再開は別途お知らせします。 

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 

開催します！ 

4 月 15 日（金） 

   10-12/13-15 時 
コーヒーと緑茶用意します 
参加費：100 円 

地域の子育て広場― 

「親子あそびひろば  

北野台」 

4 月は未定です 

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 

開きます！ 

４月 20 日（水曜日） 

 14 時～16 時  

「フレッシュひろば」に 

Web リンクしてます！ 

ふらっと de ランチ 
 

5 月から再開を予定しています！ 
 

今少しお待ちください！ 

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 
（火）10:15～45 ひざかり公園 
（火）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） 

4 月 15 日(金) 

時間：10：30～１1：30 

予約不要/無料です 

会館防音室にて 

バス時刻表Link 

Web ページ Link 

 訪問介護時の駐車場確保への協力について（引き続きのお願いです） 

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 （市の窓口） 
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