
令和2年度 Jヒノ台まちづくリネットワーク 活動報告

令和 2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。

1)運営委員会

*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2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

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

5月 9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 9日 第 1回運営委員会 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため ) 中止

7月 11日 第 2回運営委員会 防災訓練 。δ、れあい朝市について 神代植物公園 44名 +3名

9月 12日 第 3回運営委員会 ふれあい朝市 。グループ活動につし神代植物公園 41名 +3名

11月 14日 第 4回運営委員会 5ヽ れあい朝市 。今後の活動についス神代植物公園 40名 +1名

1月 9日 第 5回運営委員会 (中」

―

中止

3月 13日 第 6回運営委員会 今年度のまとめ・総会について クリーンプラザぶヽじみ 384呂

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

4月 21日 第1回 役員会 中止

5月 19日 第2回役員会 総会及び書面表決について 書面開催 12名

6月 16日 第3回役員会 総会報告 。応ヽれあい朝市 。今後のカ深大寺地域福祉センター 12名

7月 21日 第4回役員会 行事反省・防災訓練・グループ活動書深大寺地域福祉センター 12名

8月 18日 第5回役員会 防災訓練・秋の朝市・クリーンセンピ深大寺地域福祉センター 11名 +2名

9月 15日 第6回役員会 秋の行事・クリーンセンター跡地不深大寺地域福祉センター 12名 +2名

10月 20日 第7回役員会 防災訓練の準備詳細事項について 深大寺地域福祉センター 11名

11月 17日 第8回役員会 秋の朝市 。市内地区協連絡体制に1 深大寺地域福祉センター 11名

12月 15日 第9回役員会 朝市反省。今後の活動・会計につい 深大寺地域福祉センター 12名

1月 19日 第10回役員会 中止

2月 16日 第 11回役員会 今後の活動と今年度反省・会計等 深大寺地域福祉センター 11名

3月 16日 第12回 役員会 総会。次年度に向けて 深大寺地域福祉センター 12名

4月 24日 会計監査 会長宅 5名

*役員会は毎月 1回、令和 2年度は 12回予定 していましたが、10回の開催とな りました。



3)企画事業

① 令和2年度 防災訓練

配付時期 :令和元年 10月 26日 (土 )9:00～11:30  天候 :晴

配付総数 :約 212名 (一般参加 :132名 、運営委員及び協力団体等スタツフ80名 )

配付内容 :防災特集 。地域防災マップ (AED設置場所 。消火器・避難所等 )

実施日時 :令和 2年 7月 12日 (日 )9:00～ 11:00 会場 !深大寺保育園 (駐車場) 天候 :曇

参加総数 :約 213名 (一般来場者 :156名 、運営委員及び協力団体等スタツフ :57名 )

内容 :野菜販売のみ (ピス トンバスの運行は実施 )

実施日時 :令和 2年 11月 23日 (祝・月)10:00～ 12:00  会場 :深大寺保育園 (駐車場) 天候 :曇

参加総数 :約 258名 (―般参加 :195名 、運営委員及び協力団体等スタツフ :57名 )

内容 :野菜販売のみ  (ピス トンバスの運行は実施 )

実施日時:令和2年 11月 27日 (金 )14:00～ 16:00 会場 :深大寺地域福祉センター  天気 :曇

参加総数:約 20名 (一般参加 :5名、運営委員及び協力団体等スタツフ15名 )

内容:防犯の話 。健康体操 (ポールウォーク)。 相談コーナー等

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

10月 8日 防災訓練口関係者会議 防災訓練打ち合わせ 深大寺地域福祉センター

10月 25日 防災訓練前日準備 アルフア米個包装準備 深大寺地域福祉センター

10月 26日 防災訓練 (中止 ) 防災訓練案内 。会場準備 。設営他 北ノ台小学校 中止

② 北ノ台ふれあい朝市・夏(共催:調布市社会福祉協議会)

6月 16日 ふ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

7月 1日 ふれあい朝市チラシ配t 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 7日 ら、れあい朝市広報活動 朝市周辺ポステイング 深大寺保育園周辺 8名

7月 11日 ら、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 12日 北ノ台ふれあい朝市 野菜販売・ピス トンバス運行等 深大寺保育園 213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 20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 12名

11月 14日 ふれあい朝市役割分担 朝市役割分担・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 保育園周辺ポステイング 保育園周辺 4名

11月 22日 ふ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 北ノ台ふれあい朝市 野菜販売・ピス トンバス運行等 深大寺保育園 258名

④ ら、れあいサロン

6月 20日 ふ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 5名

11月 27日 ふれあいサロン 防犯の話・簡単健康体操等 地域福祉センター 42名



4)各グループ協議

① 総務グループ

② 安心・安全グループ

③ 交流・福祉グループ

④ 環境自美化グループ

月  日 事 業 名 内  容 会  場 参加人数

9月 12日 総務グループミーティン 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

11月 9日 安心・安全グループミーティ〕防犯カメラ設置について 神代の杜 7名

11月 14日 安心・安全グループミーティ) 防犯カメラ設置について 神代植物公園 6名

3月 13日 安心・安全グループミーティ) ミニバス・道路問題について クリーンプラザ5ヽ じみ

9月 12日 交流・福祉グループミーティ〕5ヽ れあいサロン等の活動について 神代植物公園 。会議室 18名

10月 1日 ら、れあいピンポンクラブ ピンポンクラブ発足 17名

10月 7日 グループミーティング ふれあいサロンについて 図書館 7名

11月 14日 交流・福祉ミーティング 応ヽれ あ いサ ロ ンにつ いて 神代植物公園 。会議室 17名

11月 27日 ら、れあいサロン開催 防災の話、健康体操等 深大寺地域福祉センタ 22名

3月 13日 グループミーティング ピンポンクラフ
｀
活動等について クリーンプラザ5、 じみ 7名

4月 1日 北ノ
lヽ
口花壇の手入れ 北ノ台小学校正門前花壇の手入れ 北ノ台小学校 5名

4月 1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 7名

6月 24日 北′トロ花壇の手入れ 北小正門前花壇の手入れ 。草刈り 北ノ台小学校 6名

7月 11日 環琴i・ ま:化ク
゛
ルーフ

゜
ミーティ〕夏の活動ついて 。花壇計画 神代植物公園 6名

7月 11日 北ノ1ヽ・花壇の手入れ 北ノ台小学校正門前花壇の草取り 北ノ台小学校 5名

9月 12日 環ミ1黄・妻:化ク
゛
ルーフ

゜
ミーティ) 図書館草取り、北小花壇について 神代植物公園 7名

9月 16日 美化活動 北小花壇手入れ 北ノ台小学校 5名

11月 14日 環境・美化グループミーティ) 今後の活動について 神代植物公園 11名

11月 20日 美化活動 北小花壇手入れ 北ノ台小学校 6名

3月 13日 環場:口 妻:化ク
゛
ルーフ

゜
ミーティ) 春の活動について クリーンプラザδヽじみ 7名
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⑤ 広報・情報グルTプ

5)

①

関係団体事業への参加口協力

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 4日 広報ミニテイング 広報誌20号の内容 テレワーク 'メ ール 4名

4月 15日 広報ミーテイング 広報誌20号の編集・校正 テレワーク・メール 5名

4月 25日 広報誌20号発行 広報誌20号 の配布 深大寺地域福祉センタニ 5名

6月 25日 広報ミーティング 朝市チラシ内容・編集 深大寺地域福祉センター 4名

7月 1日 朝市ポスターロチラシ ら、れあい朝市ポスターの配布 深大寺地域福祉センター 5名

7月 11日 広報口情報ミーテイング 今後のスケジユール・内容について 神代植物公園 5名

7月 13日 広報ミーテイング 広報誌21号の内容について テレワーク 。メール 4名

7月 28日 広報ミーテイング 広報誌21号の校正 テレワーク 。メール 5名

8月 3日 広報誌21号発行 広報誌22号の配布 深大寺地域福祉センター 5名

9月 12日 広報 :情報ミーテイング 広報誌22号の内容について 神代植物公園 5名

11月 1日 広報ミーテイング 広報誌22号の編集、校正 テ レワーク・ メール 4名

11月 12日 広報ミーテイング 広報誌22号の仕分け 北ノ台小学校 2名

11月 14日 広報誌22号の発行 広報誌22号の配布 神代植物公園 5名

11月 27日 広報ミーテイング 広報誌23号 の内容について テレワーク・メール 4名

2月 25日 広報ミーテイング 広報誌23号の校正 テレワーク・メール 5名

3月 8日 広報誌23号の発行 広報誌23号の配布 北ノ台小学校 2名

3月 14日 広報・情報ミーテイング 広報誌24号の内容について クリーンプラザふじみ 5名

北ノ台小学校避難所開設訓練協力地域防災訓練4月 27日

② ふじみまつり(ふじみ衛生組合)

11月 24日 ふじみまつり 地区協PR(広報誌の配布等 ) 5、 じみ衛生組合 中止

交流のかけはじ(交流のかけはじ・深大寺実行委員会 )

小地域交流事業 (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 )

深大寺地域福祉センター
後援 (北 ノ台まちづくリネットワーク)

交流のかけはし・深大11月 23・ 4日

深大寺地域福祉センター
共催 (北 ノ台まちづくリネットワーク)ふれあいフエスタ北ノ台2月 16日

地区協議会交流会 (調布市)

たづくり12階大会議場
地域の防災勉強会地区協議会連絡会11月 6日

まち活フエスタ(調布市 )

まち活フエスタ

神代植物公園防災フエスタ(神代便些些聾壁
神代植物公園防災公園の設備見学・体験

防災施設見学会12月 20日

中止

中止

3月 8日
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