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地域 とのつなが りのなかで

会長 矢田部 正照
「北ノ台まちづくリネットワーク」も早いもので、設立から7年 目を迎えることとなりまし

た。お陰様で地域の方々のご支援とご協力により「ふれあい朝市」や「ふれあいサロン」「地域
の環境美化活動」等々、いずれも地についた活動となってまいりました。

しかし、昨年度からは、「新型コロナウイルス禍」もあつて市からの諸事業に関する自粛要請
もあり、一部事業を中止しましたが、戸外での活動 (朝市、環境美化活動)については、十分
な感染対策を取りつつ実施を致しました。今年度も、緊急事態宣言も発出されておりますので、
昨年同様に関係機関からの指導、助言をいただき、可能な範囲での当会事業を進めてまいりた
いと思います。

今年度は、4回 目の役員改選期となりましたが、コロナ禍の時期でもあり新旧役員の交代も少
数と致しました。総会も5月 8日 に「ふじみ衛生組合」会議室に於いて開催を計画致しました
が緊急事態宣言が発出されたこともあり運営委

総会を代替えしました。内容等は当会報記載の1

超えた賛同を得ましたので、今年度も計画案に1

ので、今後とも宜しくご支援のほどお願い致し

||||:=■■=■    .

‐■∫ F
,     ■F     .|

11.:摯|‐|‐

＼`くご ヽ



令禾口3年度 ;

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

クの総会は、検討の結果、運営委員の書面 :

ていただきました。 (運営委員数 :60を

第 1号議案 令不02年度活動報告

第 2号議案 令不□2年度会計報告・監 :

第 3号議案 会員」一部改正 (案 )

第 4号議案 令不□3年度運営委員・役」

第 5号議案 令不□3年度活動方針・活 i

第 6号議案 令/113年度予算 (案 )

第 η号から第 6号までの金ての議案につい

北ノ台まちづ<リ ネットワークは、今年 |

営委員は、 5つのグループに分かれ活発に|

この紙面に各グループの主な活動をまとめ
:

安全 。安心グループでは、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

関する状況を再調査し、地域防災

マップを作成しました。

作成した防災マップは、昨年秋

の広報誌「防災特集号」と共に地

域の各世帯に配布しました。

また防犯カメラの設置調査を行

い、要望書を市に提出しました。

北ノ台地区の通学路には昨年 2カ

所防犯カメラが設置されました。

環境・美化グループでは、コロ

ナ禍においても少人数かつ屋外

の活動であることから、北ノ台小

学校正門前の花壇の手入れや深
~太

寺図書館の早取りを定期詢 に

行つています。

春は子供たちを迎える学校の

花壇に、色とりどりのかわいい

花々が見事に咲きそろいました。

黄色のベス トを着て

活動 していきす ′

今後は、ミニバスや地域高齢

者の足となる交通手段の運行な

ど、道路問題も含めて地域住民

の声を聞いたり、実際に歩いて

検討していきたいと思います。

図書館の植栽は以外に広<草

取りは大変な作業です。この

春の作業では雑草だけで 40袋

以上のゴミがでました。夏に

は草取りの他、本の剪定も行

う予定です。

今年度、役員の交替がありました。

新役員ともどもこの地域が安全安′さ

で住みやすいまちになるように活動

をして行きますので、皆様のご参力0、

ご協力をよろし<お願いいたします。
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総会 報告

令不]3年度北ノ台まちづ<リ ネットワー

そ決による議決とし、書面表決書を提出し

書面表決書提出 :58名 )

野報告

ミ (案 )

力計画 (案 )

I、 多数の賛成をもって可決されました。

護60名の運営委員が参力0し ています。運

ヨ動をしています。

にした。  _運 営委員募集中 ′

袋隆 艤1鍮1蟷
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行事の詳しιl情報|オ

……三7をFr設蘊望薫
「′3れあい朝市」: 7月 11日 (日 )

「ふれあい朝市」:11月 23日 (祝 )

「地域防災訓練」:10月 23日 (土 )

「′3れあいサロン」:(年 4回予定)

(緊急事態宣言中は中止)

「広報誌」:(年 4回発行予定)

「環境美化活動」:(少人数で実施 )

状況により開催が中止や延期になる場
合もありますので、ご了承願います。開

催にあたってはしつかり対策を致します。

交流・福祉グループの活動

がコロナ禍で一変しまたが、

対策をして頑張ります。
/

今年度も感染症予防対策を

して、可能なイベントIき行

日ます。来てくださいわ ′

北ノ台まちづ <リ ネ ットワ

ークでは、独自の HPなどネッ

トでの情報ツールを持ってい

ませんが、市の HPで地区協議

会の広報誌や「ちょみつと」で

イベン トのお知らせを見るこ

とができます。

交流・福祉グループでは、「′3、れ

あい朝市」や「る、れあいサロン」

を企画・開催しています。0乍年度

も夏と秋 2回の「ふれあい朝市」

を開催しました。今年度も夏と秋

の 2回を予定しています。

「る、れあいサロン」は高齢者な

どを対象にしているため、今年度

も状況を見ながら企画を練つて

いるところです。

広報・情報グループでは、年 4回

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。コロナの影響によ

リイベン トが少な <なつています

が、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・

関係機関の方がいますので、地域の

方々に身近な話題やより良い情報

をよ り多 <お届 けできるように

日々活動しています。
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広報誌|オ写真を入れて

見やすくしています f
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「朝市」で みんなに会いたllわ ′
「北ノ台・夏のふれあい朝市 開催予定」

日時 :7月 11日 (日 )午前 9:00～ 11:00

場所 :深大寺保育園駐車場 (雨天の場合は中止)

北ノ台まちづ<リネットワークが主催する交流の事業「夏
の6、れあい朝市」を開催します。

感染症拡大防止のため、「野菜販売」

のみの屋外での開催ですが、地上或の

皆様にお目にかかれるのをスタッフ

ー同楽しみにしています |!

‡キ這洲鷹勇「Zノド歪3辱Ж菖事F36。尭と9:30発の2優hl

こどもたちを応援しきす r

「こどもフードバントリー調布」
～子ども食堂深大寺東町～

こどもフー ドバントリー調布では、コロナ禍で

生活に困窮し食の支援が必要な子どもたちを対

象に食料品を無料で配布しています。今回 5月
9日 (日 )は、調布市子ども食堂ネットワークが

運営し、野ケ谷の郷が協力して、会場を提供し、

事前申し込みをした 50世帯に用意した食料品

が配布されました。この地域にこどもの居場所づ

<り として「子ども食堂」を計画していましたが、

今回このような形ではじまりました。
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*運営委員は様友な団体や施設の方々がいます !*
北ノ台まちづくリネットワークの運営委員には、今

回の広報誌表紙の関係機関のほか、自治会・PT∧・健

全育成会・民生委員などに所属している方がいます。

団体に所属していなくても、地1或のお店やお住まい

の方など、どなたでも運営委員になることができます。

ご″′|ら開催される夏のイ
～

挙 のお燿弓ごでグ /

北ノ台地域の情報を

お届けします ! 〈

「スポーツフェスティバル」
北ノ台小学校

コロす禍で考えた初めての取り

組み「スポーツフェスティバル」が

6月 1,2日の 2日 Fo3に渡つて行わ

れました。子供たちは澄み渡つた青
空の下、最後まで全力を振り絞つて

頑張りました。子供たちの元気いつ

ぱいの姿にスポーツの楽しさや素

晴らしさを改めて感じました。

デタたちtま元気ιり /比 ′/

い運動とおしゃべりを一緒に楽しみませんか?

活動日 :未定 (チラシや広報誌を見てね)

持ち物 :上履き (ス リツノ{でな<運動靴)

運動しやすい服装・タオル等

3後の活動予定が決定しましたら、回覧や広報

誌等でお矢0らせします。       _⌒

1      編集後記      |
: 3度目の緊急事態宣言に溜息も出

|ますが、みんな辛いし、みんな頑張つ

:ているのだと想います。一日でも早く

|「みんなが笑顔」になれることを願い

:ます。広報誌でほつとする瞬間があれ

:ば幸いです。 (広報スタッフー同)


