
令和3年度 Jヒノ台まちづくリネットワーク 活動報告

令和 3年度の北ノ台まちづくリネットワークでは、運営委員会・役員会をはじめ、企画事業と

グループ協議及びその他関係機関団体の事業などに参加・協力を行いました。

*定期総会は年1回 、運営委員会は2ヶ 月に 1回を予定 していましたが、4回 の開催で した。

(令和 3年度の運営委員会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため2回中止 しました。 )

2)役員会

1)運営委員会

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

5月 8日 定期総会 事業計画・予算案について 書面決議 提出数52票

5月 8日 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため ) 中止

7月 10日 第 1回運営委員会 防災訓練 。ふれあい朝市について ふ じみ衛生組合 34名 +3名

9月 11日

―

中止

11月 13日 第 2回運営委員会 応ヽれあい朝市。今後の活動・地域交通 クリーンプラザ5、 じみ 40名 +1名

1月 8日 第 3回運営委員会 5ヽ れあい朝市反省・今後の活動等 神代植物公園 36名 +2名

3月 12日 第 4回運営委員会 今年度のまとめ 。次年度について クリーンプラザ5、 じみ 40名

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

4月 20日 第 1回役員会 総会及び今年度の活動について 深大寺地域福祉センタ 11名

5月 18日 第2回 役員会 総会書面表決。今後の予定について 深大寺地域福祉センター 12名

6月 15日 第3回 役員会 総会書面表決報告・δヽれあい朝市等 深大寺地域福祉センター 12名

7月 20日 第4回 役員会 5ヽ れあい朝市反省・グループ活動等 深大寺地域福祉センタ 12名

8月 17日 第5回 役員会 防災訓練・秋の朝市について 深大寺地域福祉センタ 11名 +2名

9月 21日 第6回役員会 秋の行事・防災訓練について 深大寺地域福祉センター 12名 +2名

10月 19日 第7回役員会 秋の行事 。防災訓練について 深大寺地域福祉センタ 11名

11月 16日 第8回 役員会 秋の朝市・コミュニティーバス等 北町市営住宅集会所 11名

12月 21日 第9回役員会 朝市反省。今後の活動 。会計等 野ケ谷ふれあいの家 11名

1月 18日 第 10回 役員会 今後の活動 。防災訓練 。会計等 北町市営住宅集会所 10名

2月 15日 第 11回 役員会 今後の活動と今年度反省 。会計等 野ケ谷 5ヽ れあいの家 11名

3月 15日 第 12回役員会 総会・次年度に向けて 北町市営住宅集会所 11名

4月 27日 会計監査 深大寺地域福祉センター 7名

*役員会は月1回年12回 。地域センター改装の為、市住集会室・ふれあいの家で開催 しました。



3)企画事業

① 令和2年度 防災訓練

10月 に予定 していた防災訓練は感染症拡大防止のため、一般対象の防災訓練は中止 しました。

3月 に運営委員及び自治会に向けて企画 したが、まん延防止が発令中のため、中止 しました。

3月 に防災特集 (防災備蓄品や防災用品 )のパンフレットを作成 し、4月 に配付 しました。

実施日時 :令和 3年 7月 11日 (日 )9:00～ 11:00 会場 :深大寺保育園 (馬主車場) 天候 :晴

参加総数 :約 258名 (一般来場者:182名、来賓 :15名、運営委員及び協力団体等スタッフ:63名 )

内容 :野菜販売 。パンの販売 (ピス トンバスの運行実施 )

実施日時 :令和 3年 11月 23日 (祝・火)10:00～ 12:00  会場 :深大寺保育園 (駐車場) 天候 :晴

参加総数 :約 378名 (一般参加 :282名 、来賓 :23名、運営委員及び協力団体等スタッフ :73名 )

内容 :野菜販売・パン 。福祉作業所製品販売  (ピス トンバスの運行 )

実施日時 :令和 3年 11月 30日 (火 )14:00～ 16:00 会場 :野ケ谷ふれあいの家  天気 :晴

参加総数 :約 33名 (一般参加 :4名、出演者・協力団体等 :12名 。運営委員17名 )

内容 :ミ ニ演奏会 。マジックシ∃一・健康体操・防犯の話等

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

8月 17日 役員会 防災訓練について 深大寺地域福祉センタ

10月 23日 防災訓練 (中止 )

―

中止

3月 13日 防災訓練 (中止 )

―

中止

② Jヒノ台ふれあい朝市口夏(共催:調布市社会福祉協議会)

6月 15日 ら、れあい朝市について 役員会にて朝市開催打ち合わせ 深大寺地域福祉センタ 12名

6月 28日 ふれあい朝市チラシ配し学校 。自治会等 したり配付 深大寺地域福祉センタ 3名

7月 1日 ら、れあい朝市広報活動 朝市周辺ポスティング 深大寺保育園周辺 8名

7月 10日 ふれあい朝市役割分担 前日準備 (荷物積込み他 ) 神代植物公園 。地域セ 5名

7月 11日 北ノ台ら、れあい朝市 野菜販売・ ピス トンバス運行等 深大寺保育園 258名

③ Jヒノ台ふれあい朝市・秋(共催:調布市社会福祉協議会)

10月 19日 ら、れあい朝市について 役員会にて朝市内容・詳細打合せ 深大寺地域福祉センタ 11名

11月 13日 ら、れあい朝市役割分担 朝市役害」分担・詳細確認 神代植物公園会議室 40名

11月 17日 ふれあい朝市準備 保育園周辺ポスティング 保育園周辺 4名

11月 22日 ら、れあい朝市前日準備 買い出し、荷物運搬等 地域センター 。会長宅 6名

11月 23日 北ノ台あ、れあい朝市 野菜販売・ピス トンバス運行等 深大寺保育園 378名

④ ら、れあいサロン

11月 13日 ら、れあいサロンミーティンクサロン打ち合わせ 深大寺分館 7名

11月 30日 ら、れあいサロン 防犯の話・簡単健康体操等 野ケ谷ふれあいの家 33名



4)各グループ協議

① 総務グループ

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

9月 12日 絲ミi努ク
゛
ルーフ

゜
ミーティンク

゛
市内地区協議会連絡体制について 書面

地域防災マップの配付について 書面

② 安心口安全グループ

9月 2日 安心口安全ミーティング 防犯・児童交通安全等について 神代の社 6名

11月 23日 安心口安全ミーティング 防犯 。自動通話録音機貸 し出しPR 深大寺保育園 6名

12月 27日 安心口安全ミーティング 通学路の安全要望書提出 調布警察署

2月 1日 防犯カメラ設置 (今年度新設 ) 深大寺保育園北側

③ 交流・福祉グループ

5月 中止

6月 中止

11月 13日 交流口福祉ミーティング δ、れあいサロンについて 7名

11月 30日 ら、れあいサロン開催 器楽演奏、手品、防犯の話、健康体操 野ケ谷δヽれあいの家 33名

3月 中止

令和3年度は4回 の応ヽれあいサロンを開催する予定であつたが、新型コロナ感染防止対策のため

集会等の規制が発出され、公共施設が利用できなくなり、種々な事業が中止となつた。

令和3年度もコロナ禍で十分な活動が出来なかつたと思います。

北小正門前花壇の手入れ、図書館花壇の手入れと草メ」りを主に活動。

コロナのため、グループのメンバーが集まっての話し合いが出来なかつた。

④ 環境・美化グループ

4月 3日 北ノlヽ・花壇の手入れ 北ノ台小学校正門前花壇の手入れ 北ノ台小学校 9名

4月 3日 図書館・草刈り草刈り 図書館深大寺分館植込み草取り 図書館深大寺分館 9名

6月 23日 北小・図書館花壇手入れ 北小前花壇手入れ ,図書館草メ」り 北ノ台小学校 。図書館 4名

7月 28日 北ノ]ヽ・図書館花壇手入れ 北小前花壇手入れ 。図書館草メ」り 北ノ台小学校 。図書館 7名

9月 4日 美化活動 北小花壇手入れ 北ノ台小学校 8名

11月 13日 環境・美化ミーティンク
゛

今後の活動について 神代植物公園 6名

11月 17日 美化活動 北小花壇手入れ 北ノ台小学校 6名

3月 18日 美化活動 北小花壇手入れ 北ノ台小学校 8名



⑤ 広報・情報グループ

令和3年度もコロナ禍で行事が少なく、十分な取材等が出来なかつたと思います。

コロナのため、グループのメンバーが集まつての話し合いは少なく、残念でした。

5)関 係 団体事業への参加 口協 力

① 調布市防災教育の日(北ノ台小学校)

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

4月 2日 広報ミーティング 広報誌24号 の内容について テ レワーク・メール 5名

4月 12日 広報誌23号発行 広報言志23号 の配布 5名

5月 25日 広報ミーティング 朝市チラシ内容・編集 4名

6月 25日 朝市ポスターロチラシ ふれあい朝市ポスターの配布 5名

6月 10日 広報誌24号発行 広報誌24号の配付 5名

7月 10日 広報ミーテイング 今後の活動内容について クリーンプラザ応ヽじみ 5名

9月 12日 広報口情報ミーティング 広報誌25号の内容について 5名

10月 1日 広報ミーティング 広報誌25号 の編集、校正 テ レワーク・メール 4名

10月 20日 広報誌25号の発行 広報誌25号の配布 5名

11月 13日 広報ミーティング 広報誌26号の内容について クリーンプラザふじみ 5名

12月 20日 広報ミーティング 広報言志26号 の校正 テ レワーク 。メール 5名

1月 8日 広報誌26号の発行 広報誌26号の配布 4名

3月 12日 広報口情報ミーティング 広報誌27号 の内容について クリーンプラザδヽじみ 4名

4月 24日 地域防災訓練 避難所開設訓練協力 北ノ台小学校

② あ、じみまつり(ら、じみ衛生組合)
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11月 21日 ら、じみまつり 性

③ 交流のかけはじ(交流のかけはじ口深大寺実行委員会)

11月 27/8日 交流のかけはじ・深大寺 後援 (北 ノ台まちづくリネットワク) 深大寺地域福祉センタ

④ Jヽ地域交流事業(ふれあいフエスタ北ノ台実行委員会・調布市社会福祉協議会)

2月 20日 ふれあいフェスタ北ノ台 性

⑤ 地区協議会交流会(調布市)

11月 6日 地区協議会連絡会 地域の防災勉強会 たづくり12階大会議場 2名

⑥ まち活フエスタ(調布市)

3月 6日 |まち,舌フエスタ 地区協PR(活動紹介 ) オンライ ン

⑦ 調布市避難所開設訓練(北ノ台小学校)

8月 6日 避難所開設訓練 避難所開設訓練の協力 北ノ台小学校 6名
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