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役員会だより

北野台自治会

会長 篠原由紀子

災害発災時に備えて 第一回避難所開設運営委員会に出席して
8 月 19 日、高嶺小学校に於いて、第一回避難所開設運営委員会が
開催された。
出席者は近隣の絹ヶ丘町会、高嶺団地自治会、北野台五丁目自治会、
北野台自治会であり、自主防災会隊長(会長)と防災担当者の初顔合わせ
となった。その中で、発災時対応については、それぞれの意見を出し合った。
避難所となる高嶺小学校からは校長、副校長が出席。 松久保校長の前任校では避難所開設運営委員会を
開催していたことから、その経験を活かし、今回の各町会、自治会の意見を基盤に、第二回避難所開設運営委
員会を開催することとなった。
共通して言えることは、発災し落ち着いたら、まず、自宅の安全確認を。安全が保たれていたなら、在宅避難
が優先される。避難所には行かない。そして、安否確認のタオルを門扉等にかける。
そして、ご近所同士の声の掛け合い、見守りあいを忘れないでください。

幸和クラブからの報告

有志一同より

休会から 3 年を経て、再開に向けて 3 月より有志で、話し合いを進めてきました。
いよいよ第一回の総会を開催する運びとなりました。開催前のイベントとして、7 月 28 日に南大沢福祉センタ
ーから 3 名の講師をお招きして、介護予防の講座を開きました。
今後の体操教室等、健康づくりを目指して少しずつですが、皆様と一緒に楽しいクラブにしていきたいと思い
ます。8 月末現在、25 名の入会がありました。2 丁目、3 丁目の 60 歳以上の方、入会お待ちしています。
連絡先 自治会館

635-7674

事務員服務細則の一部改正について
労働基準監督署に赴き、被雇用者の定年を 65 歳未満に定めている雇用主は、高年齢者雇用安定法第 9
条に則り、65 歳まで被雇用者を雇用する義務があると確認受けました。
そこで、令和 4 年 8 月 6 日の役員会に於いて、自治会事務員服務細則 25 条の定年について、改正案を
提案。併せて賃金についても法に基づき、東京都最低賃金として、２７条賃金の細則の修正をし、役員会で
承認されました。
改正される事務員服務細則は次の通りです。
【定年】 第 25 条 (現行) 定年は 60 歳とする。定年退職の日付は定年に達した月の末日とする。
(改正) 定年は 65 歳とする。定年退職の日付は定年に達した年の年末とする。
【賃金】 第 27 条 (現行) 事務員の賃金は時給制とし一時間あたり 900 円を支給する。
(改正) 事務員の賃金は時給制とし一時間あたり東京都の最低賃金を支給する。
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自治会の車を利用した買い物、通院、ATM 利用等の支援に向けて！
ただいま 準備をしています！

北野台自治会

昨年 11 月、実証実験で地域内を循環バス「ゆいまーる号」が走行
住みやすい生活環境を目指し、一カ月間皆様に利用して頂きました。
↓
《その体験をきっかけに、北野台らしさを活かした方法を思案した結果》
《市の支援制度と一部自治会費からの補助で運営が可能》
《自治会の車を利用してタクシーに似た利用方法》
《ただ、行先は地域密着型で身近な店舗、ＡＴＭ、病院等迄です》

《説明会開催予定日》
日：9/17(土)2 部制
13 時(1・2 丁目)

《利用料金は 1 回 300 円》
↓
《利用対象者は》 高齢者であっても身体介護を必要としない方、また、バスを
利用して、買い物、通院等へ一人では行けない方

15 時(3・4 丁目)
於：自治会館

《〇〇〇号 利用方法》

・・・・・説明事項・・・・・

1.利用依頼

・実施要項
・研修会実施について
(運転、受付 他)
問合せ 635-7674

■受付へ電話⇒指定の日時に〇〇〇号がお迎えに！

2.電話 受付曜日 ■月・水・金を予定
3.運転曜日

11：00～12：30

■月・水・金を予定

10：00～16：00（除 12～13）

※運転係、受付係、会計係は 9 月 4 日以降募集開始！
映画上映会のお知らせ

「敬老の日」 にむけて 班長さんへお願い
福祉部
回覧でもお知らせいたしまし
が、敬老の日の記念品は、班長
さんから対象の方にお渡しくだ
さい。 班長さんは今一度、配
布対象者名簿を確認いただき、
ご自身の班の記念品を、下記の
日程で自治会館にてお受け取り下さい。
9 月 10 日（土） １４時～１５時
9 月 11 日（日） １０時～１１時
◎ご不明の点は会館にお尋ねください。

福祉部
第 1 回上映作品 「いのちの停車場」（２０２１年公開）
出演：吉永小百合、松坂桃李、広瀬すず他
日時：９月２８日（水）１３：００～上映開始（１１９分）
場所：自治会館洋室 ABC
参加ご希望の方は、自治会館までお申し込みください。
先着 20 名となります。感染症予防対策のため、ご参加の
際はマスクの着用をお願いいたします。中止・変更になる
場合は掲示板のポスター等でお知らせいたします。
第２回上映会を １１月３０日（水）に予定しております。
詳しくは「ふれあい北野台」でお知らせします。
申込先

自治会事務室 635-764

ご協力をよろしくお願いいたします。

ふらっと de ランチ より
2 年半ぶりに６月、７月と開催できました。限定２０食とさせていただいた上に電話での申し込み等、お手数をおかけして
申し訳ありません。今まで８人掛けのテーブルを４名とし、ゆっくりとランチをして頂きました。どなたも食事の後のコーヒ
ーまで、ゆっくり楽しんで頂いたご様子に、スタッフ一同うれしかったです。
９月１０日開店いたします。お申し込みをお待ちしています。まだまだ終わりの見えないコロナ禍。
万一中止の場合、５日前にはご連絡いたします。何とぞよろしくお願いいたします。
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9 月 の 会 館 利 用

詐欺電話が後を絶ちません
注意！－留守を探る無言電話も―
南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部

利 用 時 間
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！
9 月もまだまだ要注意です！

近隣で被害にあった方は、
銀行で気が付いた職員の制
止を、家族への確認の勧め
を、頑固に振り切って、700 万円を手
渡ししてしまいました！

■会館利用曜日

毎日利用可(18 時まで)

■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-ム : しばらく利用中止とします
■ 予約
： 10 月分の予約開始は

9 月１日（木）１０時です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
-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

劇場型や、肉親への不安心理をあおる詐欺の
電話が後を絶ちません。北野台に集中してかかっ
ています。市の職員にもなりすまします。
役所など、公的機関は電話で一個人の還付金な
ど手続きの連絡は行いません！
・俺だよ 会社の金なくした！
・還付金があります ・支給金があります
・「携帯を持って ATM へ行ってください」
・「友達がお金を取りに行くので渡して」
狙われています。会話の中でこの言葉出たら
要注意です !
このような電話が来たら、
その場で対応することなく、
家族や警察へ、とにかく 相談しましょう !
侵入盗犯の被害も起きています！！
北野台町内では、忘れたころ

レディースアンサンブルそよかぜ
集う楽しみ、歌う楽しさ
を大切に、ソプラノ歌手で
ある指導者に発声から学
びつつ、北野台あるいは
片倉台自治会館にて、月

に、侵入盗犯が発生しています。
油断禁物。特に次のことを点検く
ださい。
・留守にするときは、
短い時でも施錠する
・防犯用フィルムを窓に貼る（自分でも施工でき
ます）、 ドア鍵にサムターン対策を付加するなど。

2 回練習しています。
新メンバー募集中です！
アンサンブルを楽しみませんか？
未経験の方も歓迎！
連絡先：042-637-2348 前泉まで

最寄り警察に相談を！！
-優しく対応していただけます。

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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西武北野台こども文庫
開きます！
9 月 21 日（水）
14 時～16 時
「フレッシュひろば」に
Web リンクしてます！

北野台助け合いほっとライン
★ボランティア登録者募集！

『わくわく北野台』
９月 ９日（金）
１０時半〜１１時半
自治会館にて

第 2 土曜日は

網戸の張り替え、買い物代行など 会館でランチを！
地域のお世話をされる方
★コーディネーター募集！
利用者との橋渡しをする方
お申し込みは自治会館まで

―地域の子育て広場―

ふらっと de ランチ

北野台幸和クラブ

次回予定
9 月 10 日（土）
11 時半～13 時
要予約：20 名様限定

ふれあい喫茶室

第一回総会開催

９月

9 月 19 日（月・祝日）

9 月 16 日（金）

10 時～11 時半

２日（金）

10-12 時/13-15 時

自治会館にて

コーヒーと紅茶、緑茶

開催いたします。

随時入会を受け付けています。

用意します

予約を自治会館まで！

（問い合わせ先自治会館まで）

移動販売 京王ほっとネットワーク

JA 八王子移動販売

参加費：100 円
高齢者あんしん相談

時間：14:20～14:40

（火）10:15～45 ひざかり公園

(包括支援センター長沼）

(月）(金) こもれび公園

（火）11:15～45 こみちの公園

９月１６日(金)

(水）

※地場産野菜のほかに

時間：10：30～１1：30

も品物を取り揃えてお

予約不要/無料です

北野台クリニック

※天候・交通状況で変
更あり

ります。※天候・交通状況で変更あり

会館防音室にて

Web ページ Link

バス時刻表 Link

事務室受付時間
平 日
電話＆ＦＡＸ
メール

月～金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)
0４２－６３５－７６７４
kitanodaijimu@hotmail.com
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）

●実際に提供された貸駐車場を多くの方が利用されています。

