
  
    

 

３．選出予定数に満たない役員については、北野台自

治会規約「総会において選任することができなかっ

た役員については、総会において別に定める方法に

より選任する」の規定を適用し、本総会後の第一回班

長会で選任するよう提案いたします。 

「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 2019 年 2 月 17 日発行 No.456-P1 
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  「地域ボランティア活動」から見えたこと」 

 

会員の皆様の中で、日課として地域内の清掃、雑草取りなど 

目立たないところで、地域活動に力を注いで下さる方の姿を見かけ 

ます。 何気ないひと手間は、地域の力となって気持ちの良い生活、 

心地よい街並みを作り出して頂いてると思っています。 

ありがとうございます。 

 

また、自治会のボランティア活動も活発に行われ、北野台の特徴の一つとなっています。 

皆様のかけがえのない時間を費やし、多くの活動が生まれ、会員の皆様の活力に繋がっています。 

そして、継続し行われていることに意義を感じます。     

次年度を迎えるに当たり、改めまして皆様の行動力と優しさに感謝申し上げます。 

「フレッシュひろば」 http://www.purple.dti.ne.jp/kitanodai-j/ 

令和 5年度役員改選に関する件 

 令和５年 3月 22日  

北野台自治会選挙管理委員会 

1.役員選挙公示及び再公示に基づき、候補者の氏名を

次の通り報告いたします。 

役職名 定員数  氏名 区別 

会長 1 3-46-8 篠原 由紀子 立候補 

副会長 4 

2-35-19  中埜 正幸 立候補 

1-9-4 小林 吉邦 立候補 

2-33-7 島崎 光章 推薦 

   

会計 2 
1-18-7 杉本 昌明 推薦 

2-33-8 松岡 秀峰 推薦 

理事 7 

2-8-6 清水 俊男 推薦 

3-49-3 高橋 貴子 立候補 

1-41-7 高田 正勝  立候補 

   

   

   

   

監事 2 
2-10-4 久保田貞視 推薦 

2-27-15 上見由美子      推薦 

２．報告の候補者について対立候補がいないため、無投票

当選とするよう提案いたします。 
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北野台自治会 会長 篠原由紀子  

 役員会からのお知らせ  

1.第 44回 北野台自治会定期総会て 

 日時： 令和 5年 5月 7日(日) 10時開始 

会場： 北野台自治会館  

持ち物：第 44回 総会議案書 

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

2.第 3回 班長会開催のお知らせ 

対象： 班長・副班長 (令和4年度の班長・副班長) 

日時： 4月 16日(日)   

9時 30分 開始 

会場： 北野台自治会館 

内容： ①自治会活動報告   ②質疑     

お渡しするもの：  

①総会議案書(各世帯に配布用) 

②広報紙「ふれあい北野台」他 配布物 

 【欠席の場合】事前に下記へ連絡をお願いします。  

■TEL/fax 635-7674 

(平日 10時～16時  除：12時～13時) 

■メール  kitanodaijimu @hotmail.com 

 



  

令和５年度（来年度） 

＞新年度の前期班長及び後期班長へ連絡 

 ・専門部所属希望調査票及び専門部辞退

申請書の提出締め切りは４月 2 日

（日）となっています。未提出者は至急

ご提出ください。 

 No.505-P2 

 4月の公共の場 会館利用について  

北野台自治会 

コロナ禍対応に於ける、マスク着脱について、3 月 13 日にやや緩和した政府の方針が決まりま

した。   その方針を踏まえて、自治会としても、コロナ対応として会館利用の皆様にマスク着

脱についてのお願いを何点かさせて頂きます。ご協力よろしくお願い致します。 

 

                 【会館内 マスク着脱について】 

① 原則、マスクの着脱については、ご本人の判断でお願いいたします。 

 但し、自治会からマスク着用をお願いする場合もあります。室内の換気も引き続きお願いいた

します。ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

②体調が悪い場合はマスクの着用をお願い致します。 

③咳が出ていたり、飛沫で他人に迷惑が掛かりそうな場合はマスク着用をお願い致します。  

④会議室等で密となる参加人数の場合は、マスク着用をお願い致します。 

 

■公共の場を楽しくご利用頂き、健康を第一と考え以上のようなお願いを致しました。 

  ご理解ご協力をお願い致します。 

 

【予約について】      ■5月の会館予約受付    4月 3日(月) 10時より 

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

【利用時間について】   ■会館 利用時間        全曜日利用可能です  21時迄 

■会館 事務窓口業務     平日 10時～16時(除：12時～13時)    

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

【各部屋の定員】      1.ABC会議室  密は避ける   2.防音室  10名  密は避ける 

                  3.和室 AB     各 4名     4.キッズルーム  子 5  親 5 

小学校入学おめでとうございます！ 

北野台自治会 

令和 5年度より小学校入学祝金をお渡し

することになりました。新入学の子どもに、 

1万円を支給いたします。つきましては自

治会館にて手続きの上、お受け取り下さ

い。 

―空き家予防対策に関するアンケート調査報告よりー 

      「北野台の良さを見直してみませんか・・・」 

                        北野台自治会 

昨年、東京都立大学環境学部で「空き家予防対策に関す

る」アンケート調査を実施。その報告がありました。 

有効回収率は 36.5%でアンケート調査としては、高い数

値とのことでした。中でも、「ずっと住み続けたい方」が約

80％。「当分住みたい」が 10％で合算しますと約 90％の

方が定住の意向を示していました。 

ただ、最近、班長の仕事が出来ない、など・・様々なご判断

で、退会という選択肢を取られる方もいらっしゃいます。 

お願いなのですが、自治会活動が繋いでいる「安心安

全」という紐を断たないで頂きたいのです。特に今は犯

罪が多く「安心安全」な生活環境を確保する時でもありま

す。 

ご理解頂きますよう、お願い致します。 



民生・児童委員が地域を回ります 

北野台１丁目～4丁目-民生・児童委員 

 日頃より民生・児童委員

活動にご理解頂きありがと

うございます。 

 さて、今年度も八王子市

社会福祉協議会より調査

の依頼がありました。4 月

より高齢者のお宅を担当の

民生・児童委員が訪問いた

します。 

☆調査対象者：74 歳以上（昭和 24 年 4 月 1 日以

前生まれ）の在宅一人暮らしの方 

  75 歳以上（昭和 2３年 4 月 1 日以前生まれ）の

高齢者のみ世帯 

☆調査期間：令和 5年 4月 1日～7月 31日 

   調査の期間に限らず何かお困りごとがありまし

たらいつでも遠慮なくご相談ください。 

☆民生・児童委員活動 

「高齢者あんしん相談センタ－長沼」や必要と思

われる関係機関に連携をとるパイプ役として守

秘義務を守り活動しています。また児童や子育

ての悩みごとも遠慮なくご相談ください。 

連 絡 先 

  1丁目担当    田端 弦    ℡ ６３６―６４７６ 

  2丁目担当   菅原むつみ   ℡ ６３５―７５５３ 

  3丁目担当   熊坂栄子    ℡ ６３７―５３４８ 

  4丁目担当   陣内泰子    ℡ ６３６―８６３１ 

                      

ペットの放し飼いはおやめください！ 

 

公園などで、リードを付けていない犬について、お

知らせ、ご意見が寄せられています。子供たちも外遊

びが多くなる季節です。 ぺットを散歩させるとき

は、油断せずに、常にリードを付けていただき、会員

同士で事件になりませんよう留意ください。 

 

北野台子ども会からのお知らせ 

☆資源回収へのご協力をお願いします 

いつも子ども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。 

子ども会資源回収のお願いのお手紙とともに、1年

分(12 枚)のチラシと 10Lの可燃ゴミ袋 1枚の各

戸配布を 4/12(水)までにさせていただきます。 

資源回収により、八王子市から得られる補助金は子

ども会の活動費にあてています。たくさんのみなさ

まにご協力いただけるとありがたいです。よろしくお

願いします。◎4/12(水)を過ぎてもチラシが投函さ

れていない方、お手数ですが自治会事務まで電話や

メールで連絡お願いします。◎チラシは会館の受付

横にも置いてあります。必要な方はご自由にお持ち

帰りください。 

☆子ども会会員募集中☆ 

４月から一緒に活動していただける、新１年生から新

６年生のお子さまとご家族さまを募集しています。大

人も子どもも楽しくてホッとするような居場所にな

るよう活動していきたいです。 

入会、お問い合わせの連絡お待ちしています。 

連絡先 会館 (635)7674 

 

電話！あなたに大変なことが！ は詐欺です！ 

南大沢防犯協会北野台支部/環境安全部  

 

 優しい、女性の声で、緊迫した真面目そうな声

で、 だましにかかります。差し迫った声で不安に

させる、電話がかかります。あわてないでくださ

い！！ 詐欺です！ 

 不用品の引き取りの勧誘なども用心ください。ア

ポ電かもしれません。 

少しでも変と思ったならば 

近くの警察にかけなおしましょう。  

相談先：042-65３-0110 南大沢警察署 

☆北野台の優しい方々を 

狙ってます！北野台は被害が続

き、さらに標的になっています。 

決めた身内に連絡を取りましょう！ 

☆私は大丈夫！は 迷信です！！ 

☆警察相談窓口では優しく 

親切に対応いただけます。  

最寄り警察に相談を！！ 

（留守電、録音通知も大変有効です） 

相談先：042-65３-0110 南大沢警察署   

 No.505-P3 



自治会では町内の“花いっぱい運動”を行っています  

                              

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 

北野台助け合いほっとライン 

 “ちょっとしたお困りごと” 

お手伝い受付、実施しています！ 

連絡をお待ちしています。 

受付時間は 月と金曜日のみ 

11:00～12:30・13:30～15:00 

📞 090ー5753 6573 

ふらっと de ランチ 

第 2土曜日は自治会館でランチを！ 

4月８日（土） 

11時 30分～13時 

スタッフ一同お待ちしています。 

自治会館まで予約をお願いします。 

ふれあい喫茶室 

開催します！ 

4月 7日（金） 

4月 21日（金） 

10-12/13-15時 

 参加費：250円 

地域の子育て広場― 

 

「親子あそびひろば北野台」 

４月はお休みです 

次回 ： 5月第 2金曜日 

西武北野台こども文庫 

開きます！ 

４月 19 日（水曜日） 

 14時～16時  

「フレッシュひろば」に 

Webリンクしてます！ 

子ども会 資源回収日 

  

4月 15日（土曜日） 

5月 20日（土曜日） 

八王子市から得られる補助金は子

ども会の活動費にあてます。 

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・交通状況により

変更あります 

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

状況により変更あります 

 高齢者あんしん相談 

(包括支援センター長沼） 

4月 21日(金) 第 3金曜 

   スマホ活用個別相談 

   生活お困りごと相談 

時間：10：30～１1：30 

予約不要/無料です会館防音室にて 

バス時刻表Link 

時刻改定です！ 

Web ページ Link 

          訪問介護時の駐車場確保への協力について（引き続きのお願いです） 

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が困難となっています。 

■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。 

   連絡先 042-620-7452 （市の窓口） 
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