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令和元年度自治会総会終了!!
自治会の皆様には、自治会の事業活動につきま
して、日頃よりご理解ご協力をいただき厚く御礼
申し上げます。
さて、５月１２日（日）に開催した令和元年度
の第３３回定期総会では７４名の会員の方々に参
加していただき、平成３０年度事業報告及び決算
報告、並びに令和元年度の事業計画、予算案など
を審議し、提案通り承認され、令和元年度がスタ
ートしました。
振り返りますと、昨年は９月５日の台風２１号
の強風により公園内の樹木が多数倒れたり、交通
安全旗２０本が破損したり、住宅屋根の飛散被害
など、さらに翌６日早朝には北海道胆振東部地震
（江別市震度５強）による停電・断水の被害、２
月２１日には胆振東部地震の余震
（江別市震度４）
など自然災害の多い年でした。
新事業として、作品掲示板の設置や交通安全川
柳（対雁小６年）募集、野外活動バス旅行（浜益
方面）を実施し、初めて自治会事業に参加された
方々もいて、会員相互の新しいつながりの場とな
りました。
令和元年度は昨年度に引き続き、会館前花壇の
花苗移植・管理、交通安全啓発活動、対雁小６年
生の交通安全川柳募集と掲示、防犯灯の保守・管
理、自治会排雪の実施など、健康福祉部では避難
行動要支援者避難支援及び緊急通報装置に係る活
動、敬老の集い、新そば交流会、夏休み及び健康
ラジオ体操など、事業推進部では焼き肉交流会、
見晴台夏祭り、野外活動バス旅行、文化の集い、

〔６月の行事予定〕
1 日(土)
9:30
7 日(金) 19:00
13 日(木) 10:00
15 日(土) 9:30

自治会だより発行
資源回収
運営委員会
むつみ会
資源回収

子どもクリスマス会、新年交流会、三世代もちつ
き会などを実施します。
また、今後の自治会活動に係る住民アンケート
の実施や、自治会館の将来を見据えて（仮）新会
館建設検討委員会を設置し、検討を進めていきた
いと考えています。
今年度も自治会活動を通して、安心・安全な地
域づくりに役員一同取り組んでいきますので、ご
理解とご協力をよろしくお願いいたします。
【主な活動日程】
❖会館前花苗移植・会館清掃
５月２６日
❖焼き肉交流会
７月１４日
❖見晴台夏祭り
８月 ３日
❖敬老の集い
９月 ８日
❖野外活動バス旅行
１０月 ６日
❖文化の集い
１１月２～３日
❖新そば交流会
１１月１４日
❖子どもクリスマス会
１２月 ７日
❖新年交流会
１月 ５日
❖三世代交流もちつき会
１月１３日
❖健康講座
３月 ７日
【事務局】

見晴台住民数
男性
女性

2,148 人 (前月比 13 人減)
2,334 人 (前月比 11 人減)

合計

4,482 人 (前月比 24 人減)

15 日(土) 19:00
20 日(木)
23 日(日) 8:30
25 日(火) 19:00
27 日(木) 10:00
28 日(金) 9:00
１

(令和元年５月 1 日現在)

役員会
自治会だより原稿締切
花壇整備
自治会だより編集会議
むつみ会
自治会だより区分け、配付

自治会館駐車場花壇花苗移植

ふれあい会館内の清掃

５月２６日（日）
、天候にも恵まれて１１４名の
会員の参加があり、自治会館花壇の花苗植え付けと
自治会館・ふれあい会館の清掃が行われました。
花壇の花苗植え付けは、区ごとに担当する花壇
を耕し、マリーゴールド３８０株、サルビア２４０
株、ベゴニア３９０株、ペチュニア１４０株の４種
類１，１５０株の花苗を移植しました。大変有難う
ございました。
なお、１０月まで月１回の雑草取りなどの環境整
備を実施します。よろしくお願いします。

６月の花壇整備の日は、
６月２３
月２３日（日）午前８時３０分
より実施しますので、会員のみなさんの参加をよ
ろしくお願いします。
５月２６日（日）には、花苗植え付けと同時に自
治会館内及びふれあい会館内の清掃と窓拭きなど
も同時に行われ、会館の内外とも大変きれいにな
りました。有難うございました。
〔生活環境部、事務局〕

合同役員会が開催されました

参加者募集 「みはらし広場」

５月１８日（土）午後７時より自治会館におい
て、令和元年度合同役員会が開催され、会長、副会
長、事務局、各部の部長・副部長、新区長、新班長
など、１０４名が集まりました。
山岸会長の挨拶、役員紹介の後、石垣事務局長
から配布資料の確認と「見晴台自治会区長・班長
ハンドブック」に従って、自治会費の集め方、自治
会だよりなどの配付や回覧の仕方、葬儀や香典、
出産祝い金、などの区長・班長の仕事について、詳
細な説明が行われました。
全体説明の後は、区ごとに区長、班長が大広間 や
和室の定められた場所にわかれ、顔合わせと具 体
的な仕事の打合せが行われました。

若者からお年寄りまで、多くの人たちの交流の
場として、また自治会員の健康と元気を維持する
ために、江別市が健康の輪を広げるために作成し
たＤＶＤ「元気アップ体操」を使用し、健康体操教
室「みはらし広場」を実施します。
どなたでもご参加ください。男性の方も大歓迎!!
◇会
◇日
◇会
◇持 ち

場
時
費
物

見晴台自治会館大広間
毎月第１、第３金曜日１０時より
無料
空の５００㏄ペットボトル２本
飲み物
※ 参加を希望される方は、６月７日、２１日の午
前９時３０分から午前１０時に会場で受付して
ください。
代表 山本由美子 ℡ (384)0347

【交通安全標語】
わかってる？ 酔ってるあなたが してること
（昨年度対雁小６年生 川上 聖史さん作）
２

利用を希望する場合は、５日前までに所定
の会館申込書と使用料を持って、会館管理人
に申し込みください。

葬儀などはパック料金で

見晴台自治会では、見晴台自治会館とそれに併設
したふれあい会館を持っており、多くの自治会員に
利用されています。
自治会館には、大広間、洋室１、洋室２、和室１、
和室２、和室３、厨房と事務室があります。昨年度
部屋別で延べ４３２回の利用がありました。使用料
がかかりますが、自治会活動や公共的利用について
は、無料で利用することができます。

使用料は細かく区分されていますが、葬儀
で利用する場合はパック料金となっていま
す。
葬儀の場合の使用料は２日間使用で、会員
３万円、会員外５万円（冬期は暖房料７千円
が別途必要）となっています。
また、会館の祭壇を使用する場合は、会員は無料、
会員外は４万円で利用でき、葬儀を安価に済ますこ
とができます。
※ 自治会館使用の詳細については、会館管理
自治会館使用の詳細については、会館管理
人におたずねください。
見晴台自治会館 ℡３８５－２０６３

平成３０年度 見晴台自治会館利用状況（平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日）
［目的別利用件数］
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〔事務局〕
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子育てカラスの威嚇に注意！
カラスは普段積極的に人を襲うことはありませ
んが、繁殖期に限っては卵やヒナを守るため凶暴
性を増すため、注意が必要です。
注意する時期は、
４月：巣作り
５月：産卵・抱卵
６月：孵化・ヒナを育てる
７月：ヒナの巣立ち
この時期は巣に近づくと、親鳥
が威嚇行動を始めることがあり、そのあと人を攻
撃することがあります。
むやみに巣に近づくことは避けましょう。万が
一威嚇された時は、すぐに巣から遠ざかるように
しましょう。

危険の避け方
◆ その場から離れる
カラスは卵やヒナを守るために威嚇している
ので、その場から離れれば危険を回避できます。
なるべく背を向けず離れるとよいそうです。
◆ 傘をさす
傘をさして頭を守ることも効果的です。傘をさ
すと、カラスは攻撃対象（頭）を見失うためだそ
うです。
◆ 腕を真上に上げる
カラスは頭を蹴るときに翼を広げる反動を利
用するため、腕を上げていると翼が腕に当たる危
険があるため、攻撃を中止するそうです。
〔生活環境部〕
３

＝ 自治会費を集めます ＝
５月に新しくなられた班長さんが、今年度分の自
治会費を集めに会員の皆様のお宅に伺います。
自治会費は私達自治会の様々な活動に際して必
要不可欠なものであり、貴重な財源です。自治会で
は、この財源で総会・役員会での決議に基づいて、
事業を推進します。
また、会費を集めるに当たって、班長さんの負担
を軽減するため、できるだけ３ヶ月分、６ヶ月分あ
るいは１年分をまとめて納入していただけるよう
お願いします。

◇自治会費

年額 ４，８００円
（月額
４００円）
◇排雪負担金
年額 ２，４００円
（月額
２００円）

１年間の総額は、７，２００円になります。
なお、会費は６月中に初回分を集金したいと思
いますので、会員皆様のご理解ご協力をよろしく
お願いします。
〔会計部〕

えべつ女性協まつりへ
行ってみませんか!!

公園レクリェーションと
焼肉交流会の実施

第４１回えべつ女性協まつりが、７月７日（日）
市民会館において開催されます。
女性協まつりでは、日頃地域で活動されている
方々の歌謡、舞踊、コーラス、剣詩舞、フラダンス
等の舞台発表と地元特産品の販売を行います。
ご来場をお待ちしています。
◇開催日
◇会 場
◇開 場
◇開 演
◇入場券

７月７日（日）
江別市民会館 大ホール
９時３０分
１０時００分
大
人 ５００円（個人負担）
小中学生 １００円（個人負担）

※ 詳細は、回覧される「第４１回えべつ女性協ま
つりのご案内」をご覧ください。観覧を希望され
る方は、６月２５日まで自治会女性協担当菊池
恵理子（自治会副会長）へご連絡下さい。
担当 菊池恵理子(電話：３８２－６８５３)
〔江別市女性団体協議会担当〕

今年度から地域のつながりと会員相互の交流の
場として、
「焼き肉交流会」を計画しています。
❖日 時

７月１４日（日）
１１：００～１４：００
❖会 場
見晴台公園緑地
❖会 費
大人１，０００円（小学生以下無料）
※ 詳細は、
「焼き肉交流会のご案内」を参照し、
参加を希望される方は参加申込書に必要事項を
記入し、７月３日までに自治会館郵便受けに投
函ください。
〔事業推進部〕

６月の事務局員駐在日
６月の自治会館駐在日は、１日、５日、８日、
１２日、１５日、１９日、２２日、２６日、２９
日の９日間で、事務局員が自治会館事務室に９時
から１２時まで駐在しています。是非自治会館事
務室お立ち寄りください。
〔事務局〕

毎月の第１、第３土曜日

資源回収にご協力を！
資源回収の日は朝の９時半までに玄関前に資源ごみ
を出しましょう。
なお、自治会の資源回収車には青い旗を付けていま
す。他の事業者の持ち去りにご注意ください。
４

