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i 「北小 50周年記念行事準備バザー 開催 !」

:      6月 17日 (日 )10:00～ 15:00

:  今年度、北ノ台小学校では開校50周年を迎え、記念行事が

: 予定されています。周年事業実行委員会が組織され、周年に向

: けてマスコットキャラクターを決めたり、記念撮影を行なつた

: り、いろいろな取り組みが行われています。

:  今回、記念事業推進のために   '    魚朦群

: 「記念行事準備バザー」を企画

: しました。おいしい食べ物の模

: 擬店や楽しいゲームなども予定   _         、
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:  「調布市防災教育の日・地域防災訓練 J

:      4月 28日 (土 )(北ノ台小学校)
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*「北ノ台まちづ<リネッ トワーク」の親睦会 *
今年は桜の開花が早く、春の「お花見会」とはい

かずに親睦会を神代の社のホールにて行いました。

北ノ台まちづくリネットワークの新旧運営委員が

集まり、会議とは違つた禾□やかなひとときを過ごし、

親睦を深めました。
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編集後記

総会も無事終わり、4年目に入つた
1北

ノ台まちづくリネットワーク。グル

十―プの活動もさらに活発になってい

|ます。さまざまな情報を地域のみなさ

まにお知らせできるよう頑張ります。
1    (ス タッフー同)

神代植物公園ばら園

総会 を終 えて

会長 矢田部 正照

早いもので創設以来 3年が過ぎました。 60名 の運営委員の方々には、4つのグループ

に分かれて各事業に於いて精力的に活躍いただきました。石の上にも3年 と云われます
が、地域の実情を熟知された方々でもあり、地についた活動を一歩一歩確実に進めており
ます。特に、年 4回発行の「会報」は、地域に於ける諸団体の活動状況を写真等も交えて

紹介し、今までにない地域の情報提供の役害1を果たしているものと思います。
また、平成 29年度の新たな事業では、安心・安全グループが、地域内のAED設置場

所を調査して設置マップを作成したことや、交流・福祉グループの高齢者を中心とした「ふ

れあいサロン」を市の福祉協議会と共催で実施を致しました。いずれも、調布

も注視されている事業となりました。こうした事業も継続して充実・発展に努
います。
一方、自然災害への対応策については「地域住民の防災意識の向上」の

実現であります。防災訓練を実施し地域住民の防災意識の向上が当会の責

務とも考えておりますので、今後ともよろしくご支援ご協力のほどお願い

致します。
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安全 。安心グループでは、0乍年

度地域の AED設置状況や消火器・

公衆電話・避難所 。給水拠点等、

防災に関する状況を調査し、マッ

プを作成しました。

作成した防災マ ップは、4月号

の広報誌と共に地域に配布 。回覧

しています。
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田腋日         会 場
平成30年 7月 14日 (土1 北ノ台小学校校醒

午後1:30～    (目 天時は体育麟 )

スタントマンによる
「                          」

7月 14日 (土 )13:30～
北ノ台小学校校庭
(雨天時は体育館にて開催 )

今年度 7月には、スタントマンの実

演による事故の再現を見ることができ

る珍しい交通安全教室を開催します。

事故の恐怖を目の当たりすることで交

通ルールを守る大切さを実感します。

第 4回 定期総会 開催しました !

5月 12日 (土 )「希望の家深大寺」にて平成 30年度北ノ台まちづ<り

ネットワーグ定期総会を開催しました。総会では、昨年度の活動報告及び

決算報告 0監査報告、今年度の活動IP~針・活動計画、予算案等の議案が全

て75K認され、無事に総会を終了することができました。

北ノ台まちづ<リネットワークは、今年度 58者の運営委員が参Dllして

います。運営委員は

5つのグループに分

かれ活発に活動をし

ています。この紙面

に各グループの主な

活動をまとめました。

環境・美化グループでは、図書

館深大寺分館の植栽の手入れも定

期的に行っています。

5月 49日 (土)春に伸び放題

になっていた雑草の草取りを行い

ました。雑草だけで 10袋以上のゴ

ミがでます。夏には草取りの他、

本の剪定も行う予定です。

運営委員募集中

環境 0美化グループでは、北ノ

台小学校正門前の花壇の手入れを

定期的に行っています。

4月の入学式の頃には新 η年生

を迎えるかわいい赤・白・黄色の

チユーリップの花が満開でした。

5月 にナデシヨなど初夏の花に

植え替えと草取りを行いました。
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交流 。福祉グループでは、「北

ノ台 。ふれあいサロン」を企画・

開催しています。北田]にある市営

住宅の集会室で今回も 5月 21

日午後から行い、楽しいひととき

を過ごしました。今年度は東BIIで

も開催しようと企画中です。
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「防災訓練」
日日寺:          )
場所 :北ノ台小学校 校庭体育館

(雨天時は体育館のみ )

瘍

総務グループでは、今年度も秋に防災

訓練の開催が決定しており、現在:||1練の

内容について検討しているところです。

また平成 28年度に完成した「)壁難所

運営マニユアル」についてもいざこいう

時に活用できるかなど見直しをしていま

す。       (右のチラシはB午年6)も の→
)

軒‐簑鶯

復
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楽しιlイベント、

詳しくIさ秋に配布する

手うシを見てください

7月 8日 (日 )9:00～ 11:00

深大寺保育園 園庭
(雨天時は園舎内にて開催)

北ノ台まちづ<リネットワーク

恒lylの行事となっている「北ノ台

′3、れあい朝市」も夏と秋に企画し

ています。朝市は、野菜・花等の

販売や昔遊びコーナー、休憩所な

どがあり、のんびりできます。
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広報・1青報グループでは、年 4回以上の

広報誌を発行しています。北ノ台地域の話

題やイベン トを取材し、記事にしていま

す。当会の運営委員には、自治会や学校を

はじめ、地域の様々な団体の人が集まって

いるのでた<さんの情報が入つてきます。

地域の方々により良い情報をより多<お

届けできるようにしています。

警

3月 48日 国領あ<ろすで

行われた「まち活フェスタ」に

参加し、北ノ台まちづ<リネッ

トワークを紹介するポスター

も作成しました。
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