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３年ぶり 高嶺小校庭にて 防災訓練 災害の恐さを忘れないでほしい その為にも大事な一日です 

11 月 12 日（土）、八王子消防署北野出張所、八王子市消防団第 10 分団、八王子市の協力を得て、3 年ぶり

に高嶺小で、防災訓練を実施しました。参加対象は北野台自治会在住の全住民(会員、非会員 対象) 

実施内容と感謝 

1.安否確認訓練(タオル掛け訓練 13：00 開始)→タオルを掛けたことにより安全を確保した証となります。          

2.高嶺小にて体験型訓練 

(火災時のけむり体験、起震車にて地震体験、応急処置訓練、 

消火器の取扱い方訓練、展示など)【詳細については、自主防災会、 

防災ニュースが発行されます。是非、ご覧ください。】 

なお、今回の訓練の準備運営に携わって下さった、区長、班長、自主防災会隊員の皆様、 

交通安全協会、防犯協会、民生・児童委員の皆様、ありがとうございました。 

「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 2019 年 3 月 9 日発行 No.457-P1 「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 2022 年 11 月 27 日発行 No.501 -P 1 

AED をご存じですか？ 

心臓マッサージ以外に、「AED」を知っているこ

とでより多くの方の命が救われます。   

 

【AED についてこんな質問がありました】 

A. AED って何ですか？   

突然の心臓停止から心臓を正常な動きに戻すこ

とを試みる医療機器です。 

B. いつ頃から普及したんですか？ 

 一般市民には平成 16 年(2004 年)7 月から。 

使用方法は音声ガイドに従って操作します。 

C. どこに設置してあるんですか？ 

 人が多く集まる公共施設などに置いてあります。 

D .近隣ではどこに設置してありますか？ 

1.小・中学校(中山中、高嶺小、片倉台小、中山小) 

 

2.病院、警察、公共施設(北野台自治会館、 

片倉台自治会館、近隣病院、高嶺交番) 

 

3.店舗  

(クリエイトドラッグストア 

 他) 

 

  心のスキにご注意を！自治会より 

―年末です！慌ただしくなってきましたー             

  こんな時、ちょっとした心のスキから、 

交通事故に巻き込まれます。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

■横断歩道を渡る時、左右しっかり確認を！  

■何かをしながらの、ながら横断はやめましょう 

■11 月上旬、青信号で横断中、危うく信号無視の

車による大惨事となる事例が発生しました。 

住民の皆様、ご注意下さい。 

―自治会 事務員が決まりましたー 

北野台自治会 

自治会事務員として、明るくてきぱきと頑

張っていた永吉華子さんが、一身上の都合

により 12 月末日を以て、退職となります。 

       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

そこで、後任の事務員を募集した結果、とて

も真面目で前向きな方の応募があり、是非、

力になって頂きたく、採用を決定いたしまし

た。ご紹介いたします 

千葉明美さん(3 丁目在住) 50 代 

11 月 15 日から引継ぎが始まっています。 

皆様、よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

《公園と遊歩道の樹木の調査行います》 

  北野台自治会 

剪定が必要な樹木の調査と、ご連絡頂いている

剪定希望箇所を市指定業者と自治会で行います。 

実施に際しては自治会を示す腕章をして、12 月

初旬から中旬までに町内を回ります。剪定などのご

希望、ご意見は、あらかじめ１２/５までに自治会ま

でお知らせください。検討決定の上、3 月末迄の予

定を定めます。 

連絡先： 自治会館 635-7674 

 

環境安全部より 

北野台花いっぱい運動：伊藤為ー郎さん 1-21-7(遊

歩道のスペース)が登録されました。 

「雪かきしてほしい世帯」 雪かきする人 募集！ 

   北野台自治会ほっとライン 

今年の冬も、雪かき支援を希望

する方、雪かきボランティアの募

集を始めます。詳細は各戸配布

いたしますので、自治会館まで

申し込みください。 今冬も昨年同様、積雪があった

場合、玄関から公道までの間（階段など）の除雪を

対象とし、受け付けます。ただし、歩道・車道は対象

外とします。 

 

慶弔金に関する班長の役割について 

北野台自治会 

 慶弔金に関する件は「慶弔金細則」に詳しく記載

されており、自治会員の出生、死亡については、慶

弔金が支給されます。 

支給に関して班長の役割か定められており、班長の

負担軽減のため、申請書を予め班長に渡しておく事

にしました。ご理解の程宜しくお願い致します。 

 

「冬の火の用心に参加しませんか？」 

                      子ども支援部 

12 月 28 日(水)の夜に自治会館出発で高嶺小学

校をぐるっと一周して戻ります。10 分程度です。あ

たたかい洋室で待機いただけます。大人も子供も

お土産あります。 

消防署や警察署の方と、慰労激励会を

し、その後に出発します。年末のお忙し

い時期ですが、地域の防災活動にご協

力お願いします。冬の夜の北野台を練り

歩きましょう！参加の連絡やお問い合わせは自治

会館事務までお願いします。 

 

 

12 月の子ども文庫は 

特別イベントを行います 

□午前 11 時～12 時  パネルシアター と松ぼっく

りのツリー工作 （赤ちゃんから幼児向けの内容で

す。 お母さんと一緒にたのしんでください） 

□午後 3 時～ 4 時  科学工作  （素敵な万華鏡を

作ります）   貸し出しも行います、クリスマスの本

もたくさん用意してお待ちしています。 

■感染症対策は今まで通りに！ 

寒くなってきました。 風邪の季節突入！ 

 

1.インフルエンザとコロナに要注意。 

2.うがい、手洗いは忘れずに！ 

3.換気・マスク着用は必要 

4.飲み物は各自持参 軽食は可 

《食事以外はマスク着用、ただしアクリル板

使用の場合はマスクを外して十分気をつけ

て会話を！大声は出さない》 

5.当日の部屋の利用届は必ず提出 

利 用 時 間 
1.会館利用曜日    全曜日可 (20 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 4 名(除：月・火・水) 

4.キッズルーム   子 5 名 ・親 5 名   

■ 予  約      1 月の予約 受付 

            1 月 6 日(金)10 時です 

  12 月 の 会 館 利 用 



北野台テニスクラブより 

当テニスクラブはこの度40周年の節目を迎える事

が出来ました。そこで記念イベントの一環として、活

動拠点である中山中学テニスコートのラインテープ

の張替えを実施しました。費用は大分掛かりました

が、経年劣化が著しかったコートは見違えるほどに

生まれ変わりました。しかし、残念ながら会員数は

高齢化が進み減少傾向にあります。それでも住まい

の近くでテニスを楽しめる環境は中々ないかと思

います。和気藹々とした雰囲気に加え一生懸命な好

プレーには拍手が鳴り響きます。 

そうしたクラブで健康増進、体

力強化に繋がるテニスを始

めませんか。 

皆様の参加をお持ちしていま

す。土日の午後 1 時から活動

しておりますので、是非見学にいらし

て、声を掛けてください。 
 

ハロウィンのお礼 

北野台子ども会 

10 月 29 日(土)子ども会のハロウィンが行われま

した。ご協力くださった地域の皆様のおかげで、今

年も子ども達の笑顔が溢れました。思い思いに仮

装をした子ども達は、お菓子を抱え帰ってくると、

キャッキャッとお菓子を見せ合い、楽しいハロウィ

ンとなりました。ご協力いただいた地域の方々、本

当にありがとうございました。子ども達が地域の

方々と交流をもてることは、とても嬉しいことで

す。今後も子ども会にご理解ご協力よろしくお願い

いたします。 

新春やきいも大会 

1 月 9 日(月・祝)高嶺小学校の校庭にて、やきい

も大会を開催します。小学生や未就学のお子さんが

いらっしゃるご家庭の方で子ども会に興味があり

ましたら、子どもと保護者の方と一緒にご参加くだ

さい。お待ちしています♪ 

 

参加の連絡やお問い合わせは高橋まで 

090-8464-9766 

 

 

ふれあい喫茶室 

 11 月４日、ふれあ

い喫茶室ではポー

セリンペイントとク

リスマステーブルウ

ェア展を開催しまし

た。ポーセリンペイ

ントとは白い磁器

に絵付けを施すこと。展示作品は自治会員の Y さ

んが長年に渡って作り続けたもので、マイセンの白

磁に描かれた絵の美しさには目を見張るばかり。会

場中央にはその作品を集めた本格的なテーブルセ

ッティングを設え、夢のような空間ができあがりま

した。同時に「秋の紅茶フェア」としてマロンの香り

の紅茶や華やかな色合いのハーブティーなどの特

別メニューを用意。いつもと違う喫茶室の雰囲気を

楽しんでいただけたことと思います。 

 さて来月は久々のクリスマスコンサート。弦楽合

奏「八重洲オッターバ」の皆さんが帰ってきます！ク

ラシックやポップスなど幅広いレパートリーで楽し

ませてくれるコンサートです。残念ですが、予約先

着 25 名様限定となります。日時は 12 月 16 日

(金)午後 1 時開場～1 時半開演。飲物とお菓子付

250 円。 予約受付： 自治会館 635-7674 

 

 10 月に侵入盗犯が 

 11 月初めにカード受け取り詐欺が！ 

南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部 

4 丁目で 10 月に侵入盗犯

の被害にあいました。ちょっ

との間でも、すべての鍵か

けと、窓には防犯シールなど

の対策を！！11 月初めには、あなた

のカード番号が偽造カードで使われている、カード

を預かると、訪れた男にカード 4 枚と現金約 60

万円を渡してしまいました。 役所も銀行も自宅で

カードを要求しません。現金は扱いません！このよ

うな電話は詐欺です。その場で対応することなく、

家族に相談、警察へ、相談です !   

 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  
 
皆様 師走を迎えます！！ 
  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！ 

12 月 21 （水） 

 14 時～16 時  

「フレッシュひろば」に 

Web リンクしてます！ 

会館/公園の年末年始駐車場 

貸し出し受付いたします（抽選）。 

貸出期間：12/29～１/５ 

受付の期間：11/２８～12/１６ 

申し込み方法：電話、FAX、メール 

募集要項は各戸配布します 

*申し込みは事務室まで 

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 

要予約 

―地域の子育て広場― 
『わくわく北野台』 

12 月 9 日（金） 

 １０時半〜１１時半 

自治会館にて開催 
予約を自治会館へ！ 

     高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

12 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 

ふれあい喫茶室 

12 月 2 日、16 日 

金曜日の 10-12 時/13-15 時 

16 日は室内楽！ 要予約 

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 

刃物研ぎ開催  

日時： 12 月 21 日（水） 

受付：10:30～12：３０ 

場所：自治会館 

詳細は配布いたします 
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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！！） 

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 


