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今年の見晴台夏まつりは、昨年度と同じく８月３
日（土）の一日日程で、自治会館駐車場において開
催いたします
当日は、午後１時から綿あめ、飲み物、おもちゃ・
駄菓子の模擬店を開店、午後２時３０分から食べ物
の模擬店も開店します。
今年の夏まつりは、ちびっ子参加ゲーム、恒例の
豊太鼓、子ども盆踊り、北海盆踊り、自治会加入世
帯にお配りする「お楽しみ抽選券」による恒例の抽
選会など、多彩な催しを計画しています。また、子
ども盆踊り、北海盆踊りに参加された方々には参加
賞を差し上げます。
見晴台の皆さんが一堂に会する機会はなかなか
有りません。お互いの交流を深める絶好の場です。
ご家族、ご近所お誘いの上、是非御参加下さい。
【８月３
】
【８月３日（土）
13:00～
綿あめ、飲み物、玩具販売開始
13:30～
ちびっ子参加ゲーム
14:30～
模擬店販売開始
15:30～
豊太鼓演奏
17:30
会長挨拶
17:30～18:30 子ども盆踊り・北海盆踊り
19:00～20:00 お楽しみ抽選会
20:30
模擬店閉店、後片付け

通算 228 号

昨年度の夏祭り

協力員（
協力員（スタッフ）
スタッフ）募集の
募集の案内
夏まつりを成功させるためには、多くの運営協力
のスタッフが必要です。そこで、夏祭り実行委員会
では、運営協力のスタッフを募集しています。
自治会員の方々、特に高校生・大学生などの若い
方々の参加を大いに期待しています。
協力いただける方は、戸別配布される「協力員募
集」参加申込書に記入され、お申し込み下さい。
〔見晴台夏まつり実行委員会〕

見晴台住民数

※悪天候の場合は祭りを翌日に順延しますが、実施
の可否は当日の朝、実行委員会が決定します。

(令和元年６月 1 日現在)

男性
女性

2,144 人
2,332 人

(前月比 4 人減)
(前月比 2 人減)

合計

4,476 人

(前月比 6 人減)

〔７月の行事予定〕
1 日(月)
5 日(金) 19:00
6 日(土) 9:30
11 日(木) 10:00
13 日(土) 19:00
14 日(日) 9:30
20 日(土)

自治会だより発行
運営委員会
資源回収
むつみ会
役員会
公園レク焼肉交流会
自治会だより原稿締切

20 日(土) 9:30 資源回収
21 日(日)
参議院議員選挙
8:30 花壇整備
25 日(木) 10:00 むつみ会
19:00 自治会だより編集会議
26 日(金) 6:30 夏休みラジオ体操開始
28 日(日) 9:00 自治会だより区分け、配付
１

見晴台支え合い見守りづくり⑭
見晴台支え合い見守りづくり

「ひと」
「地域」
「組織」をつなげる
＊地域包括支援センター＊
６月２０日、江別市保健センターを会場に江別第一地域包括支援センター主催で「第１３回つなが
る会議」が開催されました。同センターの担当する江別駅北側地域の自治会役員、民生・児童委員ら
を対象にした会議で４８人が参加しました。見晴台自治会からは、健康福祉部役員並びに民生・児童
委員、主任児童委員の８人が参加しました。
「つながる会議」では、江別第一地域包括支援センターの平成３０年度の活動報告と令和元年度の
活動方針が同センターから説明がありました。その後の研修会では「地域内における個人情報使用の
理解」と題して西脇弁護士からの講演、グループワークでは「地域内における個人情報のやりとりの
疑問」を参加者がグループに分かれ、意見交換しました。
地域包括支援センターの平成３０年度報告は、①総合相談業務、②介護予防に関する業務、③地域
づくりに関する業務、について報告がありました。報告の中では、交通の不便さ、認知症の方の見守
り、災害時の対応等、課題も浮きぼりになり、解決に向け前に進めたいと説明がありました。
令和元年度の活動方針では、重点的に取り組む事項は、
『
「住みよいまちづくり」と「介護予防促進」
のため「ひと」
「地域」
「組織」をつなげていきます』として、各事業を展開することになりました。
具体的には、
１．地域の実情を皆さまと一緒に考え、支え合いの仕組みを広げていきます。
２．地域に寄り添いながら、共生できる地域を目指します。
３．介護予防・認知症予防への取り組みを強化します。
としている。
見晴台自治会では、見守り、支え合いをどのように進めていくべきか、課題解決に向け取り組みを
している時だけに、包括支援センターの事業活動と連携しながら今後、同センターの助言等を受ける
中で進めることとしています。
事業活動では、個人情報は避けて通れません。個人情報の取扱いに関しては、法律はもちろんです
が、住民に誤解を招かないよう進めていかなければなりません。今回の研修を通して、さらに個人情
報の取り扱いは慎重に扱うことを確認できたと同時に、これからの各種事業でも肝に銘じることとし
ています。＊参考：会議資料
〔健康福祉部・事務局〕

高齢者マークをつけて
安全意識をたかめましょ
○ 高齢者のアクセルとブレーキの踏み間違いに
よる事故が多発。お互い注意しましょう。
○ ７０歳以上の運転者が運転する普通自動車に
は、前面と後面に高齢運転者標識（マーク）を
表示するよう努めなければなりません。
○ このマークを表示している車
両に対しては、幅寄せや無理な
割込みをすることが禁止されて
います。
○ 運転に自信がなくなった、不
安がある場合は、安全第一。運転免許返納をお
勧めします。
〔生活環境部・事務局〕

６月の花壇整備、雨のため中
前日からの雨がやまず、やむなく６月の花壇整
備を中止しました。
昼には、雨もやみ青空になり、もう少し早く雨
が上がってくれればと悔やんでいます。
当日来てくださった２１人の皆様、大変申し訳
ありませんでした。

７月の花壇整備は、
７月２１日です。
宜しくお願い致します。
〔生活環境部〕
２

自治会の新しい役員を紹介します
今年度の見晴台自治会総会において、役員改選が
実施され、新たな役員（任期２年間）が選出されま
した。

「自治会だより」の紙面を使って、今年度の各部
の活動とメンバーをご紹介していきます。
今月は、
「三役・監事」を紹介します。

会長は、見晴台自治会の代
表であり、会務を総括する
（全体を取りまとめる）こと
が仕事です。
従って、総会・役員会・運
営委員会を招集することが
できます。
また、地域のまとめ役として、他の役員や地域住
民がそれぞれの立場で十分力を発揮できる環境づ
くりを行い、自治会活動を活発にしていく役割が
あります。さらに、対外的な交渉や会の意志を行
政等に伝える役割、他の役員と協議しながら自治
会活動の基本的な方向を示し、会の活動をリード
していくリーダーの役割もあります。
副会長は会長を補佐し、時には会長の役割を代
行する役割があります。会長と連携して自治会の
運営を行います。
三役のメンバーは、山岸勝明会長（１区１班）を
中心に、三橋勝副会長（７区３班）
、菊池恵理子副
会長（１１区４班）の３人です。
監事は、自治会の会計や資産の状況、事業の実

施状況などのチェック（監査）を行います。会の目
的に沿って、適正に運営されているかどうかを確
認するのが役割です。
監事は、引き続き安西道雄監事（４区２班）
、伊
藤正人（１２区１班）の２人です。
宜しくお願い致します。

（後列）

安西監事

（前列）三橋副会長

伊藤監事

山岸会長

菊池副会長

〔事務局〕

カラスは目で食べ物を探している
カラスは非常に目が発達しており、色彩感覚が
優れていると言われています。
ごみ袋の中に残飯などを見つけると、袋をクチ
バシで突っついて破り、周辺に散らかして、生活
環境に悪影響を及ぼします。
【カラス除けグッズを使用する】
◇ネットを使用する。内側にシートをかける等、ご
みをカラスの目に触れさせないようにすると、さ
らに効果が上がります。
◇ネットの末端部におもり等を取付ける。
◇ネットを袋状にする
【生ごみを見えなくする】
◇ビニール袋などの小袋に入れて、しっかりと口

を結ぶ。
◇その袋を新聞紙やチラシ
などで二重に包み、中身
を見えなくする。
◇さらに、生ごみを隠すよ
うにごみ袋の中心に入れ、
周りにそれを遮る物を入
れて、袋口をきちんと縛る。
※ごみステーションは、利用するみなさんが自主
的に管理する場所です。日頃から協力して地域
の環境美化に努めましょう。ごみを荒らされて
しまった場合は、ごみステーション利用者が片
づけてください。その際は「公共ごみ袋」を使
うことができます。
３

夏休みラジオ体操会
見晴台公園、いきいき公園の２会場

７月２６日（金）
～８月８日（木）

見晴台自治会では、対雁小学校の夏休みに合わせて、７月２６日（金）から８月８日（木）ま
での１４日間、朝６時３０分からのＮＨＫラジオ放送に合わせ見晴台公園（見晴台１８番地）と
いきいき公園（見晴台１００番地）の２ヶ所で、「夏休みラジオ体操会」を行ないます。
今年も小学生から大人の方まで、多くの方々の参加をお待ちしております。
※ 公園の近くにお住まいの方々には、ラジオ体操期間中に朝早くからラジオの音で迷惑をおか
けしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

ボランティア募集
一緒に体操し、運営にお手伝いいただける方をボランティアとして募集
しています。子供たちの健全な身体を育成するための夏休みラジオ体操会に、
是非ご協力下さいますようお願いいたします。
参加頂ける方は、健康福祉部・事務局（担当者）へご連絡願います。
健康福祉部部長（中村）
３８９－３９１２
事務局長
（石垣）
３８４－０２１９
〔健康福祉部〕

見晴台公園レク＆焼肉交流会

７月の事務局員駐在日
７月の自治会館駐在日は、３
３日、６
６日、１０
日、１０
日、１３
１３日、１７
１７日、２０
２０日、２４
２４日、２７
２７日、
３１日の９
３１日 ９日間で、事務局員が自治会館事務室
日間
に９時から１２時まで駐在しています。
会費の納入はもちろん自治会活動に対するご
意見やご要望、相談事などを
お受けしていますので、是非
ご利用ください。
お待ちしております。
〔事務局〕

参加を希望される方は、参加申込書に記入の
うえ、７月３日（水）までに自治会館郵便受け
に投函ください。
◇日時
◇会場
◇会費

７月１４日（日）１１時～１３時
見晴台公園東側緑地
大人（中学生以上） １０００円
小学生以下
無料
※ 詳細は、参加申込書をご覧ください。
〔事業推進部〕

毎月第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。
（第５土曜日は休み。
）
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

