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  役員会たより        「2 年間の空白を経て 夏祭り開催へ」     

 

2019 年から空白の 2 年間を経て、2022 年の夏祭りの準備会がスタート。 

実行委員長、副委員長が選出され、6 月 19 日に総勢 70 名あまりのメンバーが 

高嶺小体育館に集結。第一回実行委員会が開催されました。 

事前準備としては、保健所へ赴き、コロナ禍での売店、飲食についての注意点 

を伺い、承諾を得た上で、医師からのアドバイスも受け、その他の準備も粛々と 

進め、今日に至っています。 

今後は、熱中症対策、コロナ対策をベースに、夏の一大イベントの企画検討をし、やって良かった夏祭り 

ここがふるさと北野台、と笑顔で語れるような夏の思い出になることを願っています。 

そのためにも、住民の皆様のご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 

 第 41 回 北野台夏祭り ８月１３(土)、１４日(日)に開催決定 

北野台自治会・北野台五丁目自治会 

お祭り実行委員長    新倉 徹也 

 ３年振りに、待ちに待った夏の風物詩「夏祭り」が開催されます。芸能大会、子供神輿への参加者募集、ま

た模擬店の出店準備も進めております。北野台自治会・北野台五丁目自治会共催による夏の一大イベント

に皆様の絶大なるご協力をお願いいたします。 

コロナ禍も落ち着いてきた感もありますが、まだまだ不安な状況でもあり、基本的な感染対策（来場時の

手指殺菌、売店関係者のマスク着用、人との間隔確保など）をもとになるべく例年通りに進めて行きたいと

考えております。お祭りを楽しみにしている元気なお子様や、遠くのお孫さんにも来てもらえるよう、お祭り

係の各担当者も皆様とともにイベントを盛り上げてまいります。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況により、規模の縮小、内容の変更または中止となる場合がありま

す。ご理解ご協力をお願いいたします。                  

 北野台自治会 会長 篠原由紀子 

幸和クラブ(シニアクラブ 2～3 丁目対象) 

                       ―再開します！―               北野台自治会 

きっかけは今年の広報紙2月号にて 休会中の「幸和クラブ」の再開について触れ、皆様のお考えを伺いました。 

動いた有志の皆様は 早速民生児童委員の方々を中心に、3 月 15 日に有志の皆さまが 10 数名集合。 

幸和クラブを通して知り合った、かつてのお仲間との再会へ向けて少しずつ話が動いていきました。 

そして・・広報紙 6 月号からのお知らせは・・ 

ただいま、幸和クラブ再開のご案内を作成し、有志の皆さまで配布しています。 

2～3 丁目在住で 60 歳以上の方はどなたでも、歓迎です。 

再入会、新入会の皆様お待ちしています。 

最初はこんなことから・・ 

輪投げ、写経、社交ダンス、健康体操などを考えています。とにかく一緒に楽しみませんか。 

《入会希望の方》   自治会でも申し込み受付中。    ☎635-7674 



 

運営細則に則り、利用の順位は 

自治会会議、自治会主催行事が優先となります 

      利 用 時 間 

❖会館の利用時間は  10：00～21：00 

❖会館申込み日     7/ 1(金) 10 時より 

❖会館窓口業務    月～金 10～16(除 12～13) 

会館申込み方法         

メール   ： kitanodaijimu@hotmail.com 

FAX/  ： 自治会館  (635)7674 

来 館   ： 7/1(金)10 時から受付開始。 

受付手順 ： 事前にメール、FAX で受け付けても 

7/1(金)10 時の受け付けとなります。 

各部屋の定員と注意事項 

①会 議 室   ： A・B・C 各会議室 12 名    

②防 音 室   ： 8 名   

③和    室   : 和室 AB 各 6 名 (除：月・金)      

④キッズルーム      : 未就学児 5  保護者 5 

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

-会館利用の基本ルール- 

  ❖飲料水は各自持参 

   お菓子、軽食は持参可 

❖飲食時は大声で話をしないこと。 

❖飲食後はなるべくマスク着用で会話を！ 

❖水分補給は忘れずに！ (熱中症対策) 

❖各部屋は要換気、ドア開放 

■当日の部屋の利用届は必ず提出して下さい 

草刈り及び剪定・伐採について 

近年草刈りや剪定・伐採の要望が増えております。

今回は草刈りについて案内します。公園および遊

歩道の草刈り時期/順番は市の委託を受けた草刈

り事業者が調整していますので、自治会では調整

できなくなりました。 

草刈りを希望される方は、下記に直接連絡してく

ださい。 

●パークサービス八王子   

北野台地区担当連絡先：080-8888-6959 

〇歩行者専用道路及び道路部歩道の植栽桝は  

八王子市道路補修センター：042-625-3526 

 

夏休みのイベントのお知らせ 

こども支援部 

〇7 月 25 日（月）９時 から北野台中央公園にて

自然観察会を行います。子どもが自分のペース

で身近な生き物を探したり、生き物を観察して絵

を描いたり、生き物の本を読んだりする場所を用

意します。身近な生き物に詳しい４児の母、山瀬

知子さんに来ていただきます。 

●地域の防災活動《火の用心》参加者募集 

8 月 28 日（日）16 時に北野台中央公園に集ま

って、《火の用心》を行います。最初に、広報車で

アナウンスする《火の用心》のメッセージを子供た

ちの元気な声で録音してから広報車と一緒に、

15 分程度のコースをまわり最後に飲み物をお渡

しして解散です。 

どちらのイベントも親子でも子供だけでも気軽にご

参加ください。お待ちしています 

 

「救急医療情報」キットの活用 

 

「救急医療情報」キットを配布

しました。これは、かかりつけ

医療機関やのんでいる薬、緊

急連絡先などを書いた医療

情報を、万一に備えて玄関や

冷蔵庫などに用意しておくも

のです。キットの残部が少し

あります。新入会員の勧誘時や、改めてご希望の方に

お分けします。自治会館まで取りにおいでください。

無料です。クローバーの表示シールもお分けします。 
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8・9 月の会館利用について 

北野台まちづくり塾！ 7/31(日)14 時より 

                      主催：北野台自治会  

■会 場  北野台自治会館 

■テーマ コロナ禍におけるセルフメディケーション 

       の重要性 

        ◇講師：松江右武氏(クリエイト隣病院) 

(いちょうの森内科内視鏡クリニック医師) 

      ◇クリエイト SD 薬剤師 

■リモート参加希望者  zoom を利用する予定です 

 以下の自治会 e-mail アドレスへお名前、アドレスを 

添えてご連絡下さい。  

Kitanodai-j@mercury.dti.ne.jp 

❖次回予告 8/27(土)14 時 「街並み」づくりを考える 



北野台子ども会からのお知らせ 

 

①北野台１丁目のみなさまへ〜資源回収の日程 

変更のお願い〜 北野台１丁目の資源回収の日程

を 8 月から変更します。第３土曜日になります（従

来は第３月曜日）。急な変更でご迷惑をおかけしま

すが、よろしくお願いします。 

②夏休みラジオ体操を行います。 

朝 7 時開始。雨天中止。 

━お待ちしています♪ 

7 月 23 日（土）24 日（日） 

8 月 27 日（土）28 日日） 

・北野台中央公園石段の上 

・ながれの公園 

どちらも日曜日は公園のゴミ拾いもします。 

どなたでもご参加ください！ 

◎年度後半の北野台子ども会活動予定です。 

内容は変更する場合もあります。ご興味ありまし

たら、いつでもお問合せください（入会随時） 

8 月 28 日（日）は あそびの会（花火） です！ 

9 月２３（金・祝）～２４日（土） キャンプ 

１０月２９日（土） ハロウイーン 
11 月 23 日（水・祝） 観劇会 

12 月 10 日（土） クリスマス会 

1 月７日（土）  もちつき・やきいも 

2 月 23 日（木・祝） あそびの日・総会 

3 月 18 日（土） 6 年生を送る会 

 お問い合わせは自治会館へ！ ６３５－７６７４ 

 

 八王子出前講座による防災講習会開きます 

テーマ『災害に備えて安全対策を』 

北野台自治会自主防災会 

いつも自主防災会開催の訓練に協力頂き 

ありがとうございます。 

災害から生命・身体や財産を守るため、自助・共

助の視点から地震や風水害に対する心構えや、市

の防災対策について説明して頂きます。つきまして

は八王子防災課による出前講座を計画しました。上

記のテーマで行って頂きます。 

日時：7 月 24 日（日）11～12 時場所：自治会館 

ふるって参加ください 

 

━地域の防犯活動に参加しませんか━ 

南大沢防犯協会 

北野台支部 

北野台自治会区域の安全・安心を守るため 

          次のような取り組みをしています。 

●防犯パトロール（青パト＝青色回転灯装備車） 

  毎月 2 回青パトにより町内循環し防犯広報実施

するほか 8 月及び 12 月は夜間パトロールを月

一回以上実施します。 

●お知らせのポスターなどを掲示板に 

  町内の掲示板を活用して防犯思想の啓蒙活動を

行います。 

●防犯掲示/ポスタ―の維持管理 

●防犯の取り組みを“ふれあい北野台”で広報 

●防犯講習会の開催 

●南大沢防犯協会主催の講習会に参加 

募集は通年行っています。入会やお問い合わせは

自治会館まで！ 635-7674 

 

北野台 実際にだまされてます！ 

南大沢防犯協会北野台支部 

北野台自治会 

役所や銀行員をかたり、還付

金の通知や、カードが壊れて

いるなど、不安を煽って欺く

手口の詐欺電話が、北野台に繰り返し

かかっています。 

━銀行カードなど預かると言い出す！━ 

こんなのは詐欺です！ 

□カードや現金を預かりに来る（偽警官 偽行員） 

□還付金の知らせ電話が個人にかかる！（偽役所） 

■警察官はお金を受け取りにはきません！ 

■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、 詐欺です犯罪です！ 

☆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！ 

☆お宅の屋根が傷んでいると押しかけるのは 

高額請求事案かも。 きっぱり断りましょう！ 

 

 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  
■お願い  

 カラスによるごみ荒らしの被害連絡が多数届いています。各戸で網掛けや容器の工夫をお願いいたします！ 

―地域の子育て広場― 
『わくわく北野台』 

7 月 8 日 （金） 

 １０時半〜１１時半 

自治会館にて 
開催いたします。 

予約を自治会館まで！ 

ふれあい喫茶室 

7 月 1 日（金） イベント 

 クラシックギター演奏 

7 月 15 日（金）  

10-12 時/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 

第 2 土曜日は 

 会館でランチを！ 

7 月 9 日（土） 

11 時半～13 時  

限定 20 食です 

会館まで予約ください- 
西武北野台こども文庫 

開きます！ 

７月２０日（水） 

     14 時～16 時  

「フレッシュひろば」に 

Web リンクしてます！ 

北野台まちづくり塾 

7 月テーマ： コロナ禍における 

セルフメディケーションの重要性 

7/31(日) 14：00～16：00 

   

    会場：北野台自治会館 

高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

７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 

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・交通状況で変 

更あり 

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・交通状況で変更あり 

危険です！ご自宅での 

 焚火や ごみの焼却は 

止めましょう！ 

-火災は北野台の大リスクです 

-煤煙・悪臭は迷惑です 

条例で禁止されています 
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 訪問介護時の駐車場確保への協力について（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。ご自宅駐

車場の貸し出し委託などあっせんしてもらえます。   連絡先 042-620-7452 （市の窓口） 

バス時刻表Link 

Web ページ Link 


