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 役員会だより 「今年の文化祭は・・」       北野台自治会  会長 篠原由紀子 

 
早いもので自治会活動も、後半への折り返し地点を迎えようとしています。 

未だコロナ禍であり、台風も来たりと、落ち着いた様相が見えません。 

そんな最中、今年も文化祭の季節が近づいてきました。 

文化祭開催については、行事部が検討した結果、コロナ禍である為 

従来の文化祭展示方式は難しいとの結論が多数との報告でした。 

なお、従来型の文化祭にするか否かについての決定、また、その他の方法があるか等については、 

10 月 2 日の役員会で検討いたします。 

 

 
 
 

 

⑵  自主防災会全体会議 10/16(日) 10 時     ⑶ 前期、後期班長 交替 11/1 より                                      

⑵ 全班一斉清掃日    10/30(日) 8 時      ⑷ 会館内外清掃    10/23(日) 9 時 
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第 28 回防災訓練 《11/12(土)13：30》   北野台自治会自主防災会 

今年のテーマ「災害発生時 あなたが 最初にとる行動は」   
今年度の防災訓練は 11 月 12（土）13：30 より行ないます。 

訓練テーマ【災害発生時あなたが最初にとる行動は】 

・住民の皆様は 13 時に震度 5 強の地震発生想定 

・安否確認訓練(タオル掛け)を行ない、高嶺小学校校庭で 

防災訓練に参加して下さい。 

・班長は、タオル掛けの件数確認を行なった後、指定された 

隊員に電話報告、高嶺小学校での訓練に参加して下さい。 

・開会は 13 時 30 分、終了は 15 時 00 分 

・防災訓練として、起震車体験、けむり体験、タオルを利用した 

応急処置訓練、防災用品展示等を行ないます。 

・終了時にはアンケートの提出をお願いいたします。乾パンを配布後帰宅。 

 

自主防災会隊員の全体会議 ： 10 月 16 日（日）10 時 

■議     題： 防災訓練 実施要項の説明 

■参加対象者 ： 民生・児童委員、区長、交通安全協会支部長、 

防犯協会支部長、自主防隊員、隊長、副隊長 



 

 

利 用 時 間 

■会館利用曜日    毎日利用可(21 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 会議室 各 10 名    

■防 音 室  ：定員通り 

■和    室  :和室 AB 定員通り(除：月・水・金)      

■キッズルーム:子 4 名・大人 4 名 

■  予約    ： 11 月分の予約開始は 

 10 月３日（月）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 

 

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。 

剪定・伐採について改めてお知らせします。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 

 

夏休みイベント開催しました！！ 

こども支援部 

夏休みにこどものイベ

ントを開催しました。 

①7/25(月) 

“公園で生き物をさが

してみよう！！” 

②8/28(日) 

“夏の火の用心に参加しませんか！！” 

 

2 つのイベントを、

無事開催することが

できました。2 日と

もお天気に恵まれ、

どちらも親子合わせ

て 30 人程度の方

にご参加いただき、ありがとうございました！！ 

「火の用心」は 12 月と 3 月にも予定しています。 

たくさんの方のご参加をお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

移動するのにご不便を感じてい

る、高齢の方の力になって頂けませんか！ 

自治会車を大いに活用したいと思っています 

―募集中です！― 

★   車の運転をして下さる方 

★☏ 電話受付をして下さる方 

 

■申し込みがまだの方も・・もちろん！受付 OK！ 

■詳細は面接でご説明します。 

■面接・研修 9/28(水)・9/29(木)10：00 より  

■まずはお電話を！    自治会館 635-7674 
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10 月 の 会 館 利 用  

今まで通りの感染症対策を！ 

10 月もまだまだ要注意です！ 

    要換気！マスク着用！ 

 

地域の車「ゆいま～る」 



ハロウィン訪問のご協力お願いします。 

 北野台子ども会 

北野台のみなさまに

は、いつも子ども供会の

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。ご協力お願い

いたしておりましたが、１０月 29 日(土)午後 3 時

から夕方までの時間帯にかけて子供たちが、お願

いしたお宅を訪問させていただきます。 

 

北野台謡曲同好会 

 

私共謡曲同好会はコロナ禍での自治会館の使用制

限がある中、オンラインによる練習、あるいは自治

会館から場所を変えての対面による練習などを続

けております。その成果をぜひご覧いただきたくま

たこの機会に謡曲というものに親しんでいただき

たいとの思いから以下の通り”謡曲に親しむ会“を

開きます。 

今回は大河ドラマ“鎌倉殿と 13 人”にあやかり平家

物語を中心に番組を構成しております。謡曲の他に

仕舞や鼓などもご披露できると思います。 

 日時：10 月 22 日（土） 14 時から 4 時ごろまで 

 場所  北野市民センター 8 階 和室 

 （北野駅前アルプスの上） 

番組の内容は  素謡  「鶴亀」、「橋弁慶」 

連吟  「千手」「紅葉狩」 

仕舞  「高砂」「兼平」 他 

曲毎にその内容を簡単にご説明します。また皆さま

と一緒に謡うコーナーも設けています。資料はすべ

て準備しますので、どうぞ手ぶらでお気軽にお出か

けください。会員一同心からご来場をお待ちしてお

ります。    問い合わせは下記まで。   

梶島昌二 635-6416 佐藤佑治 635-2889 

 

庭先の焚火はおやめください 

北野台の最大のリスクは火災です！ 

延焼をすると大ごとになると関係先から指

摘されています! 悪臭/火災につながる庭

先での焚火はやめましょう。 

都条例により住宅地での焚火は禁止されています 

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 

 

近隣で本当にあった話です！

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 万円を犯人

に手渡ししてしまいました！ 

  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。 

銀行員や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！ 

・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 !   

 

侵入盗犯の対策をお願いいたします！！ 

北野台町内では、忘れたころに、

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 

二階 の戸締りも忘れずに  

・防犯用フィルムを窓に貼る、 

 ドア鍵にサムターン対策を付加するなど。 

 

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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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  

西武北野台こども文庫 

開きます！ 

10 月 19 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！ 

 網戸の張り替え、買い物代行ど 

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 

ふらっと de ランチ 

第 2 土曜日は 

 会館でランチを！ 

10 月 8 日（土） 

11 時半～13 時  

要予約：20 名様限定 

―地域の子育て広場― 
『わくわく北野台』 

10 月 14 日（金） 

 １０時半〜１１時半 

自治会館にて開催 
予約を自治会館へ！ 

    全班 一斉清掃 

   実施いたします！ 

10 月 30 日 日曜日 

朝 8 時より 

（雨天 次週に順延） 

ふれあい喫茶室 

10 月 7 日（金） 

10 月 21 日（金） 

10-12 時/13-15 時 

コーヒーと紅茶、緑茶用意します 

 参加費：100 円 

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 

  高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

10 月 21 日(金) 

時間：10：30～１1：30 

予約不要/無料です 

会館防音室にて 
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バス時刻表Link 

 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。 

 

Web ページ Link 


