
  
    

 新年度 第 1 回 班長会 (前期班長のみ出席)  

≪日  時≫ 5 月 15 日(日)   

①1 班～ 23 班  ９：３０～10：30 

②24 班～45 班 １１：００～12：００ 

③46 班～67 班 13:00～14：００ 

④68 班～88 班 14：30～15：30 

専門部の所属/辞退の結果を当日お知らせします。 

（お急ぎの後期班長には会館に結果を用意します） 

❖欠席の班長は事前に会館へ連絡をお願いします 
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 【対面式 定期総会開催ならず】                        

コロナ禍も今年で 3 年目となり、多くの方が心身共に疲労も限界、          

気が付けば長期戦の真っただ中です。自治会活動も、年度末を迎え 

監査も終了し、総会を来月に控えるばかりとなりました。 

役員会としては、3 年連続書面表決での総会開催を回避いたしたく、対面による総会を基本姿勢とし、進

めてまいりました。しかし、新型コロナウイルスの変異株からは、容赦なく従来より感染力が強い系統が検出

され、先の事は素人には到底推し量ることが出来ない、状況となっています。 

更に、現在、感染拡大の予兆が見え、安全確保が出来ない段階での対面式総会開催は、残念ではあります

が避けるべきと判断し、第 43 回定期総会を書面表決方式で開催することと致しました。 

 

【提案事項 3 号議案 4 号議案】 

今回は、八王子市から令和 5 年より区域内の公衆街路灯(防犯灯)を市へ所有権の無償譲渡、並びに維持

管理を移す事について提案があり 3 号議案、関連事項について 4 号議案を役員会から提案しております。 

本日、班長に議案書配布をお願い致しました。議案書をよくご覧頂き、ご質問、ご意見をお寄せ頂きたい

と思います。頂いたご意見、ご質問についてはしっかり回答をさせて頂きます。 

誠に不本意ではありますが、現時点での最善策に、ご理解頂きますようお願い致します。 

 
役員会便り 第 43 回 定期総会 書面表決方式に決定 

 北野台自治会 会長 篠原由紀子 

≪書面表決で行う定期総会 手順≫ ≪会場へ行くことが不要となります≫  

※下記に記した班長は現班長です 

1. 4/17(日)    議案書配布→班長会にて現班長へ依頼 

2. 4/30(土)迄  会員→議案の賛否の意思表示をした書面→班長へ提出 

3. 5/1（日）迄                            班長→自治会ポストへ投函か自治会館へ (個人で直接届けた方は班長に連絡願います) 

4. 5/2(月)以降    「 書面表決書開票」(議長立会い) 

5. 5/8(日)          書面表決 総会開催                                                      出席者： 新旧役員、選挙管理委員長、議長立会いの下開催 

書面表決書開票結果報告 /   議案は規約に基づき賛成過半数で可決となります。 

 
   

1. 5/8(日)  第 43 回定期総会は 

           すべて書面対応方式 

2. 5/14(土) 第 1 回 役員会 10 時より 

 新旧引継ぎ 

3. 5/15(日) 第 1 回 班長会 

4. 5/29(日) 全班一斉清掃   8 時より 

5. 5/29(日) 防災幹事会    10 時より 

 
令和 4 年度 5 月 自治会活動 

 



 

 

―お仲間が集まってきましたー 

 休止中の幸和クラブが、活動を始めると聞きつけ、

少しずつですがメンバーが増えてきています。 

有志の方々の小さな声から始まり、楽しい和と輪の

シニアクラブが誕生しそうです。 

メンバー集めはまだまだ続きます。 

2 丁目、3 丁目の 60 歳以上の皆様、是非、お仲間

になりませんか。 

気負わず、楽しいおしゃべりから、少しずつミニ活動

を！幸和クラブの新しい一歩へ、共に関わり、作り

上げて頂ける方、連絡待ってます。 

 ★幸和クラブ立上げ 第 2 回 有志会   

 ★4 月 21 日(木) 10 時より 自治会館  

幸和クラブ立上げ有志一同   

連絡先 会館 (635)7674 

 

 5 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/ 18(月)より  

■会館窓口業務  月～金 10～16(除 12～13)  

 

4 月中旬以降から、徐々に感染者が増加してき

ています。 

□今まで以上の感染防止に努めて頂き、ご利用

下さい。 

□特に換気には気を付けて下さい。ｋ 

          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 箇所に  

掲示いたします。 

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   ： 4/18(月)10 時から受付開始。 

受付手順 ： にメール、FAX で受付けても 

4/18(月)10 時の受付となります。 

■各部屋の利用方法と定員 

① 会議室    ： A 室 10 名、 B・C 室各 8 名    

② 防音室    ： 6 名 (除：月・金)  

③ 和室       : 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 

  

「親子あそびひろば きたのだい」残念ながら・・・ 

 

                     北野台自治会 

八王子市の子育て広場の一環として、子ども支

援部の皆さん、ボランティアさん、保育士の方の

協力により、月に一回、八王子市として子育て広

場を開催していました。 

 対象は未就学児と保護者。年間 600 名を超え

る参加者のあった年もあり、貴重な子育ての場に

なっていました。 

 会場として北野台自治会は会館を提供、有効活

用でもあり、今後が楽しみでもありました。 

 しかし、令和 4 年度から、全市内でこの取り組み

が終了になると、通達がありました。 

≪今後に向けて≫ 

自治会子ども支援部と関わって下さったボラン

ティアの方々と相談をし、今後の進め方を考えた

いと思っています。また、今まで関わって下さっ

た保育士さんが、相談にのって頂けるとのことで

心強く思っています。 

少しお待ち下さい。地道ではありますが、どん

な一歩になるか楽しみにしていてくださいね。 

幸和クラブ（2～3 丁目） シニアクラブ 
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道具や備品の貸し出し 

 

北野台自治会 

自治会では保有する色々な道具や備品を会員の方

に貸し出しています。大勢のお客様をお招きする

時や、普段は必要ない、自分で求めるには至らな

いがどうしても必要な時がある道具や備品です。 

主な品目は次の通りです。 

・車いす  

・マイクスピーカーセット  

・ハンズフリーマイクセット ・延長コードドラム 

・工具セット ・空気清浄機 

・折り畳み長机/椅子 ・座卓/座椅子/座布団 

・アルミはしご/脚立/テント 

・電動ヘッジトリマー（刈払い機）・高枝はさみ/鋸 

 

貸出ご利用希望の方は、自治会館事務室にお問い

合わせください。 

電話（635）7674 ※貸出品の運搬は、原則借り

受ける方ご自身にお願いいたします。 

 

 

☆資源回収へのご協力をお願いします☆ 

 

北野台子ども会 

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。 

今年度も子ども会資源回収のお願いのお手紙とと

もに、１年分(12 枚)のチラシと 10L の可燃ゴミ袋

1 枚を各戸配布させていただきました。 

資源回収により、八王子市から得られる補助金

は子ども会の活動費にあててい

ます。たくさんのみなさまにご協

力いただけるとありがたいです。     

よろしくお願いします。 

◎チラシが投函されていない方、

お手数ですが自治会事務まで電話やメールで連

絡お願いします。 

◎チラシは会館の受付横にも置いてあります。必要

な方はご自由にお持ち帰りください。 

 

―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。 

 

 

詐欺や押しかけ犯罪に用心を！ 

南大沢防犯協会北野台支部 

北野台自治会 

北野台は本当に狙われています！ 

 

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！） 

－こんなのは押しかけ強盗の予兆です！！ 

□警察官はカードや現金を預かりません。 

□還付金のお知らせは個人に電話はしません！ 

■警察官がお金を受け取りに行きます（偽警官！） 

■お金を落とした、今うちにいくらある？ 

“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。 

◎留守電の設定、ナンバー表示設定で相手番号

の確認など、効果的です。迷惑電話が減ります！ 

 

 防犯連絡先／相談先  

042-653-0110 南大沢警察署 

 

＃9110 警視庁安全相談員窓口 
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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  

―地域の子育て広場― 
『親子あそびひろば 

 きたのだい』 

残念ながら終了となりました。 
新たな取り組みを 

模索しています。 
 

ふれあい喫茶室 

開催します！ 

5 月 6 日、２０日 （金） 

10-12/13-15 時 

コーヒーと緑茶用意します 

 参加費：100 円 

ふらっと de ランチ 
 

6 月から 
再開を予定しています！ 

 
今少しお待ちください！ 

西武北野台こども文庫 

開きます！ 

4 月 20 日（水） 

5 月 18 日（水） 

     14 時～16 時  

「フレッシュひろば」に Web リンクし

てます！ 

新年度班長会（自治会館） 

5 月 15 日（日） 

4 回に分けて実施します 

 

専門部の所属/辞退の結果を 

当日お知らせします。 

 

高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

5 月 20 日(金) 

時間：10：30～１1：30 

予約不要/無料です 

会館防音室にて 

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 

 
全班一斉清掃お願いします 

日時：5 月 29 日 

日曜日 

朝 8 時より 
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 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） 

バス時刻表Link 

Web ページ Link 


