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  役員会たより      ―ご自宅の 空き駐車場の有効活用をー   北野台自治会 会長 篠原由紀子 

 

  訪問介護の需要が高まっている中、訪問をした際、違法駐車で訪問介護者が 

駐車違反金を支払うケースが増えつつあるとの報告がありました。 

駐車場については困難な状況のようです。 

そこで、八王子市ではご自宅の駐車場の有効活用として、免許証を返納し、 

駐車場が空いている方、ご協力いただける方に、貸出委託あっせんの受付を 

行っています。詳細については、本日回覧している、チラシをご覧ください。 

           《 第 41 回  北野台夏まつり 中止のご報告 》 

 

                                     北野台自治会       会         長        篠原 由紀子 

                                            北野台五丁目自治会  会        長            坪根 信幸 

                                           お祭り実行委員会   委員長           新倉 徹也 

先月の広報紙で「お祭り開催宣言」をし、8 月 13 日～14 日を目指し、慌ただしい日々が過ぎていく中、

新型コロナウイルスが感染急拡大となり、状況が日々悪化していき、結果、残念ではありますが、「夏祭り開

催中止」の報告をすることとなりました。 

準備も順調、「夏祭り開催」を目前に控えた、7 月 24 日の役員実行委員会で、慎重により丁寧な話し合い

が進められました。 

結果、安全に楽しく開催を実施する「すべ」を現時点での対策以外から見出すことが出来ませんでした。 

全ての状況を鑑み、実行委員の皆様の合意を得たことを受け、お祭り実行委員長、両会長が「開催中止」

の正式決定を致しました。 

最後になりましたが、今回のお祭りに向けて、最善を尽くし準備をして下さった実行委員会の皆様、あり

がとうございました。 

また、快く参加協力を申し出て下さった方々、3 年ぶりのお祭りを楽しみに待っていて下さった住民の皆

様。来年こそは、おみこしワッショイの元気な北野台っ子の声を聞きながら、中央公園でお会いしましょう。

楽しみが一年先になりましたが、お待ちしています。 

コロナ禍であり、また、猛暑の厳しい状況も続いています。熱中症も要注意です。お身体には留意され、

皆でこの難局を越えていきましょう。   

《連絡事項 お祭り実行委員会の皆様へ》 

8 月 7 日（日）の実行委員会全体会は中止となりました。  

        《北野台まちづくり塾》        ―「街並み」づくりを考える  街づくりルールー 

《日時・会場》  8 月 27 日（土）    14：00～16：00      於：自治会館 

 《講   師》  八王子市都市計画課 職員  ・  都市プランナー 野口和雄氏 

 《参加方法》  ■zoom 参加の方  kitanodai-j@mercury.dti.ne.jp  (自治会メールへ連絡を） 

              ■頂いたメールに自治会から招待します 

■来館で参加の方 (要 TEL かメールでご連絡を)           会館 635-7674 



 

    コロナ感染 急激に増加です。 

今まで通りの感染症対策を！ 

また、熱中症対策では水分をこまめに！ 

8 月の会館の利用方法を変更します。 

       

利 用 時 間 

■会館 活動利用曜日       月・水・金・土 

主に会議、打ち合わせに利用             日（人数は相談） 

■会館利用時間は 10：00～18：00 

■会館窓口業務 平日 10～12、13～16 

各部屋の定員と注意事項 

■会 議 室  ： A・B・C 各会議室 7 名    

■防 音 室  ： 6 名   

■和    室  : 和室AB 各 4 名(除：月・金)      

■キッズルーム: しばらく利用中止とします 

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

-会館利用の基本ルール- 

  ■換気 ドア開放、窓開放 で利用を！ 

  ■飲料水は各自持参。 

   ■菓子類は飴のみ持参可。  

■マスク着用(コロナ対策)！ 

■水分補給はこまめに！(熱中症対策) 

■当日の部屋の利用届は必ず提出 

  

夏休みのイベントのお知らせ 

●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。親子でも子供だけでも気軽にご参加ください。地域の防災に皆様のご協力を

お願いいたします。                                                             こども支援部 
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8 月 の 会 館 利 用 (変 更) 

   ―自治会からの提案です―   

自治会車を利用 

高齢者の買い物や通院等の移動支援  

 《昨年 こんな実証実験をしました》 

2021、11 国土交通省による、地域内循環バス 

実証実験 1 カ月間 「ゆいまーる号」活躍 

   ↓ 

ただ、循環バス方式は交通手段が必要な高齢者の

方にとって使い勝手はどうだろうか？ 

    ↓ 

そこで、自治会の車を利用して支援が出来ないも

のかと提案 (事前受付⇒お迎え⇒目的地) 

           ↓ 

そもそも、自治会の車とは・・・ご紹介！ 

・現在、月額 4 万円程度のリース代で運用  

・保険、保証、完全装備(事故防止は万全)  

・ただ、あまり利用頻度がなくもったいない 

           ↓ 

地域密着型高齢者買い物等の移動支援に活用 

       《運営・利用方法とは》 

1.市の支援制度と一部自治会からの補助で運営 

2.利用する人、支援する人どちらも会員 

(利用対象者：バスを利用し買い物等へ行くことが

困難な方) 

3.タクシーのような利用方法(事前予約) 

  電話をかけ予約⇒ご自宅へ車が⇒目的地へ 

4.利用料あり(1 回 200 円程度 検討中) 

          ↓ 

スタッフ募集と研修について 

1.支援者(登録運転手 含：見守り)週 2～3 日程度 

2.電話受付(登録受付者)2～3 日程度 

3．8 月：スタッフ募集⇒9 月：スタッフ研修 

          ↓ 

サービス地域(地域密着でスタート 

買い物 クリエイト、ＣＯＯＰ、やまや 

通 院  いちょうの森クリニック、岡山歯科 

北野台クリニック、宮武医院 

ＡＴＭ  ミニストップ、絹ヶ丘〒、片倉台〒 

■以上が実施内容の骨子です。詳細については 

8 月にプリントにてお知らせします。 

■ゆるやかに 10 月スタートを目指しています。   

問い合わせ先  自治会 (635)7674 

敬老の日」に向けて 

                          福祉部 

 自治会より敬老の日のお祝いといたしまして緑茶

をお届けしております。 

喜寿（77 歳‣S20 生）傘寿（80 歳・S17 生）米寿

（88 歳・S9 生）卒寿（90 歳・S7 生）白寿（99 歳・

T12 生）百寿（100 歳・T11 生）の記念の年をお迎え

になる方と 101 歳（T10 年生）以上の方にお祝いを

させていただきます。回覧が回りますので該当され

る方はお名前のご記入をお願いします。班長の皆様

のご協力をよろしくお願いいたします。 



草刈り及び剪定・伐採について 

役員会   

近年草刈りや剪定・伐採の要望が増えておりま

す。草刈りについては、受託業者にご希望を直接

連絡いただくようお知らせいたしました。 

今回は剪定・伐採について案内します。公園お

よび遊歩道の樹木の剪定のご要望は、自治会でま

とめて市の委託業者に連絡します。 

一方、伐採（切り倒し）については、まず始めに

当該樹木の近隣の住人の意見/合意を班でまとめ

て、自治会に相談ください。自治会から八王子市

に伐採の要望書を提出いたします。 

歩行者専用道路や歩道の樹木については、八王

子市道路補修センターが定期的に管理を行ってい

ます。信号機や道路標識柱が隠れている等、安全

に問題のある時は同補修センターに連絡ください。 

●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 

〇公園等の草刈りはパークサービス八王子   

北野台地区担当連絡先：080-8888-6959 

 

ふれあい喫茶室より 

喫茶室ではカフェ開室に合わせて不定期で展示

や演奏のイベントを実施しています。６月３日は 3

丁目の松田さんの押花絵画と、1丁目の小林さんの

デリカビーズ織りタペストリーを展示しての「いちに

ちギャラリーカフェ」どの作品も細やかで優しくど

こか懐かしい、けれど限りなく緻密で根気のいる工

程を経て作られたものばかりで、鑑賞に訪れた皆さ

んは興味が尽きない様子で熱心に何度も見返した

りしていました。 

7 月 1 日午後には河野皮フ科の河野先生による

クラシックギターの生演奏がありました。お馴染み

の曲や初めて聴く曲に軽妙なトークを織り交ぜて、

優雅な午後の「カフェ・ライブ」感染症予防対策のた

め、事前申込制で30名限定となり残念な思いをさ

れた河野ファンもいらっしゃるのではないでしょう

か。またの機会を先生も約束してくださいましたの

で乞うご期待！ 

 

喫茶室は 8 月はお休み、9 月から再開します 

 

ハロウィン開催！！ 

北野台子ども会 

皆様いつも子ども会の活動を、温かく見守って

いただきありがとうございます。 

おかげさまで、今年度もハロウィンの

イベントを開催いたします。この行事

を通じ、様々な世代の方と交流を持ち子どもを見

守り育む環境が持てれば幸いです。 

そこで今年度もご協力頂けるお宅を募集いたし

ます。下記の日時に子ども達がグループでお宅を

訪問し、玄関先でちょっとした交流をしながら、事

前に子ども会で用意したお菓子を渡して頂く内容

となります。(小雨決行) 

―台風や暴風雨の予報の時は翌日に行いますー 

日時：10 月 29 日(土) 15 時～17 時頃 

ご協力いただける方は 9 月 16 日(金)までに 

自治会館(635)7674 へお知らせください 

 

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に騙されて近

隣の町会でも被害が出ました。 

 

 こんなのは詐欺です！  

□ 金落とした、代わりの人が取りにゆく！ 

□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！ 

☆高額請求事案も相次いでます。 

お宅の屋根が傷んでいると押しかけても 

きっぱり断りましょう！保険金で直る、など疑い

ましょう！（まず保険会社にご自身で確認） 

 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   

―地域の子育て広場― 
『わくわく北野台』 

９月 ９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 

八月は お休みです！ 

９月  ２日（金） 

9 月 16 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 

●八月はお休みです！ 

第 2 土曜日は 

 会館でランチを！ 

次回予定 9 月 10 日（土） 

11 時半～13 時  

要予約：20 名様限定 

西武北野台こども文庫 

開きます！ 

８月３日（水） 

   1０時～16 時  

「フレッシュひろば」に 

Web リンクしてます！ 

北野台子ども会 ラジオ体操 

8 月 27 日（土） 28（日） 

朝 7 時〜雨天中止 

・中央公園石段の上・ながれの公園 

日曜日はゴミ拾いもします。 

どなたでもお待ちしています 

高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

９月１６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 

ほっとライン 

８月１日(月)～２１日(日) 

の間お休みです！ 

〇ミーティング開催します 

 ８/２２(月)10～12 時 

於）会館会議室 
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 訪問介護時の駐車場確保への協力について（駐車場貸してください！！） 

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でいろいろな障害を発生しています。 

■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 （八王子市の窓口） 

●実際に貸駐車場を提供されているお宅では、多くの方の利用が進んでいるとのことです。 

バス時刻表Link 

Web ページ Link 北野台 花いっぱい運動 


