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 10 月号 役員会だより                         北野台自治会 会長 篠原由紀子 

 

              《北野台自治会広報紙 本号で 500 号達成》      

昭和 55 年(1980 年)6 月に「自治会だより」第 1 号を発行し、以後、平成 10 年に 

「ふれあい北野台」に改称、今回の発行を以て、500 号達成となりました。 

北野台自治会の足跡が顕著に刻まれ、今日に至る迄の会員の皆様の息づかいを感じ取れる紙面となって

います。多くの方々のご協力により 500 号発行に至ったことに際し、心から感謝申し上げます。ありがと

うございました。そして今後もよろしくお願い致します。 

                  《今年度の文化祭開催は中止と決定しました》 

 10 月の役員会で、行事部の意向を受け、文化祭を開催するか否かを検討した結果、今年度の文化祭は

役員合意の下、中止と決定致しました。 

主たる理由は新型コロナウイルス感染拡大防止であり、換気を保ち従来型の展示をすることが困難であ

ること等です。  行事部はすでに、掲示板に文化祭中止のお知らせを行っております。 

何卒、ご理解の程よろしくお願いいたします。 
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「自治会 事務員募集」について 

              北野台自治会 役員会 

本年 12 月末日を以て、事務員 1 名が一

身上の都合により退職することとなりまし

た。 

そこで、後任の事務員の募集を下記の通り

行います。 

皆様の積極的な応募をお待ちしております。 

 

《事務員 募集予定》 

■詳細は、自治会会員名簿Ｐ.44～、事務員服

務細則に載っています。(若干、変更箇所有

り) 面接の時に詳しくご説明いたします。 

■募集締切り   11/1(火) 16：00  

■面接日          11/5(土) 13：00 より 

■引継ぎ期間   11 月中旬より 

■採用        12/1(木) 

■履歴書は事前に、自治会長宛にお届け下さ

い。 (自治会館ポストに投函でも構いません) 

■連絡先       自治会館 635-7674 

メール： kitanodaijimu@hotmail.com 

受付/相談 電話番号 090-1658-4150 

わからないこと何でもご相談ください！ 

月(受付分)→水(ご利用)  

水(受付分)→金(ご利用) 

金(受付分)→月(ご利用) 

■受付時間     11：00～12：15 

■ご利用時間    10：00～16：00 

■チケットでご乗車、車内販売あります 

 

・買い物・通院・ATM へ行く時の車での送迎 

 の支援活動がスタートしました。 

・高齢者への支援活動です。(1 利用 300 円) 

ゆいま～る号 ご存じですか？ 

祝祭日はゆい

ま ～る 活動 は

休みです 

ゆいま～る号！出発！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28 回 総合防災訓練 

北野台自治会自主防災会 

安否確認訓練 11 月１2 日（土）  13：00 

※無事なサインとして門扉か、ドアにタオル

を掛ける 

今年度は以下の要領で防災訓練を実施し

ます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

《訓練テーマ》 

「災害発生時 あなたが最初にとる行動は」 

「震度 5 強地震発生！落ち着いて行動を」 

※訓練対象 北野台自治会全住民 

       《訓練内容 在宅訓練》 

⑴在宅タオル駆け安否確認訓練  13：00 

⑵班長によるタオル掛け件数調査               13:15 

本部へ電話にて報告  

                     

               

《高嶺小にて 防災訓練》 

⑴訓練開会宣言              13：30 

⑵高嶺小で起震車、けむり体験、三角巾を

利用した応急処置訓練      13：40 

⑶消火器の使い方            〃 

⑷保存食の紹介              〃 

⑸簡易トイレ、蓄電池 他展示      〃       

⑹訓練終了               14：50 

⑺講評(八王子消防署北野出張所長) 

⑻訓練終了宣言            15：00 

 

※アンケートを書き非常食を受取り解散      

 ※参加協力よろしくお願いします。 

 

東京都功労者表彰 

北野台自治会 

 10 月 3 日 北野台自治会の日ごろの活動に対

し小池百合子都知事より、令和 4 年度東京都功労

者表彰を受賞し、表彰状と記念クリスタルトロフィ

ー、知事お手紙を頂きました。北野台自治会員が、

大所帯ゆえの難しさの中でも、長年にわたり、活動

を維持していることへの表彰です。 

感染症対策は今まで通りに！ 

寒くなってきました。  

インフルエンザとコロナに要注意。 

マスク着用は必要のようです。 

利 用 時 間 

1.会館利用曜日    全曜日可 (21 時迄) 

2.会館窓口業務    平日 10 時～12 時 

13 時～16 時 

             (12 時～13 時は閉窓口) 

各 部 屋 の 定 員 

1.ABC 会議室   各部屋 10 名～15 名  

2.防  音  室   6 名～8 名  

3.和  室 AB    各 6 名(除：月・火・水) 

4.キッズルーム   子 4 名 ・親 4 名   

■ 予  約     12 月の予約 受付 

            11 月 1 日(火)10 時です 

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

会館利用の基本ルール 

1.部屋の換気は十分に！マスクは着用！ 

2.飲み物は各自持参 ちょっとした軽食は可 

3.当日の部屋の利用届は必ず提出 

班長交代日 11 月 1 日(火) 

①班長・副班長のプレート掛け替え 

②班長ファイル他必要な書類等一式引き継ぐ 

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

第 2 回 後期班長会(4 回に分けて開催) 

1. 11/27(日)  自治会館会議室 A～C 

2. 出席班長 11/1 に引継いだ 後期班長 

班長のご都合が悪い場合は副班長の代理出席を

お願いします。 

班長会の時間帯 

  ①09：30～10：30→   1～23 班 

  ②11：00～12：00→  24～45 班 

  ③13：30～14：30→  46～67 班 

  ④15：00～16：00→  68～88 班 

  11 月 の 会 館 利 用 
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幸和クラブが再結成 

役員会 

しばらくの間休会を余儀なくされていた北野台

幸和クラブの総会が 9 月 27 日開催されました。

上原会長を始め地区民生委員の方、同会世話役の

方々による進行で会則の承認が行われました。同

会は当面の間、つどいを中心に、八王子市の出前講

座や、健康体操、すでに活動中の写経、社交ダンス

などと合流して、ふれあいを広めてゆくとのことで

す。 

自治会では

2、3 丁目の親

睦のかなめとし

て今後も活動の

お手伝いをさせ

ていただきま

す。 

入会連絡先：菅原 070-5517-5840 

熊坂 042-637-5348 

 

ふれあい喫茶室 

ふれあい喫茶室、11 月は「秋の紅茶フェア」を開

催します。フォションのダージリン・ティーを始め季

節が香る紅茶を新しいカップ＆ソーサーにてご用

意。選べるお菓子も復活です！その他、お洒落なテ

ーブルウェアの展示もします。ちょっと優雅な気分

でゆったりと楽しむ秋のティータイム。もちろん、い

つもの挽きたてのコーヒーや緑茶もご用意しており

ます。お一人で、あるいはお友達と、ぜひお出かけ

くださいませ。 

「秋の紅茶フェア」は、11 月

4 日（金）と 18 日（金）の 2 回。

いずれも午前 10 時から 12 時

と午後 1 時から 3 時までオー

プンします。 

参加費は 11 月より 250 円となります。値上げ

ラッシュの昨今、喫茶室もコーヒー豆やお菓子が高

騰しており、誠に心苦しいのですが、参加費を値上

げせざるを得ない状況となってしまいました。何卒

ご理解を賜りますようお願いいたします。皆様のご

来室をスタッフ一同、お待ちしております。 
 

 当地区管内の詐欺被害額が 

     昨年の 2 倍になっています！ 

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 

家族のことや、お金が引き出

されている などと脅されると、

動揺し、犯人の嘘を“ほんとだ”

と思い込んでしまいます。 劇場

型や、肉親への不安心理をあお

る連絡は電話の時点で とにか

く疑いましょう。  

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」 

・「〇〇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、家族にかけなおす、警察へ、相談です !   

-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 

 

《ふれあい北野台 500 号記念事業｠     

広報部 

我がまちの機関紙が、昭和 55 年 6 月“自治会ニ

ュース”として創刊、平成 10 年 3 月、175 号で改称

以来、今号で 500 号を重ねました。 

  43 年にわたり、年間ほぼ 12 回の発行を続け自

治会の近況や課題などを知らせてきたことは、稀な

ことと言われています。自治会では“500 号発行と

自治会の姿”と題し外部識者と現会長との座談会を

文化祭前に公開する計画でしたが、文化祭中止に伴

い非公開とし、記録動画を用意することとしました。 

  広報部では創刊号からの保存紙面を PDF 形式

で電子化しておりましたが、この機にご希望の会員

に記録動画も併せ配布することにしました。 

申し込み/配布予定は 11 月発行の 501 号でお知

らせいたします。 
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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  
 
年末の姿が近づいています！ 
  北野台では “火の用心” “泥棒用心” “詐欺用心” 焚火はしないで、戸締りをしっかり、慌てず家族に電話を！ 

西武北野台こども文庫 

開きます！ 

11 月 16 日（水） 

 14 時～16 時  

「フレッシュひろば」に 

Web リンクしてます！ 

福祉部 映画上映会 

開催いたします！ 

“フラガール” 蒼井 優 主演 

（120 分）  

日時：11 月 30 日（水） １３時より 

会館： 洋室にて （マスク着用） 

自治会館事務まで予約を！ 

ふらっと de ランチ 

第 2 土曜日は 

 会館でランチを！ 

次回 12 月 10 日（土） 

11 時半～13 時 

 11 月はお休みです。 

―地域の子育て広場― 
『わくわく北野台』 

11 月 11 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 

11 月 4 日と 18 日 

金曜日の 10-12 時/13-15 時 

コーヒーと紅茶、緑茶 

選べるお菓子 用意します 

 参加費 250 円 

移動販売 京王ほっ

とネットワーク

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） 

11 月 18 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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 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！！） 

お宅で空いている駐車場の活用、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） 

●駐車場の予約や料金収受などは、利用者がアプリで済ませるので、オーナーは門を開けておくだけです。 

 

Web ページ Link 


