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爽やかな秋晴れの中、９月２２日（日）午前８
時３０分より４０人の会員の方々の参加で、花壇
清掃・除草が行われました。
当日参加できないということで、前日・前々日
に草取りをしてくださっている方々もおり、その
おかげで雑草が少なく、短時間で作業が終了して
います。参加された会員の皆様には、いつもなが
ら大変ありがとうございました。
さて、今年も５月２６日（日）に天候にも恵ま
れ、１１４人の会員が参加され、花壇の花苗の植
え付けと自治会館・ふれあい会館の清掃が行われ
ました。猛暑のためか、多少傷みもありますが、
５か月間の除草・花壇整備で、現在もマリーゴー
ルド、サルビア、ベゴニア、
ペチュニアの花々がきれいに咲いています。
しかし残念ではありますが、１０月には冬に備
え、花壇の後始末をしなければならない時期とな
りました。

雑巾、ご持参でお願いしま
～ 自治会館の清掃 ～
１０月２７日（日）は、午前８時３０分から
会館前花壇への花苗の植え付けと同時に、自治
自治
会館の清掃も行います。多くの会員の皆様のお
会館の清掃
手伝いをお願いいたします。
なお、会館内の雑巾が不足しています。大変
申し訳ありませんが、お手伝いいただける方は
雑巾をご持参いただければ、有難いです。
宜しくお願い致します。

１０月２７
１０月２７日（日）午前８時３０分より、花壇
日（日）午前８時３０分
の片付けと自治会館の清掃を行います。
自治会館は、日頃から私たち自治会員が活動す
る拠点として利用しています。今年も多くの会員
の皆様のお手伝いをよろしくお願いします。
移植コテ、スコップ等は、自治会にも多少あり
ますが、ご持参いただくと助かります。

〔生活環境部・事務局〕

見晴台住民動向

(令和元年９月 1 日現在)

男 性
女 性

2,148 人
2,338 人

(前月比
(前月比

2 人減)
1 人減)

合 計

4,486 人

(前月比

3 人減)

〔１０月
１０月の行事予定〕
1 日(火)

自治会だより発行

5 日(土)

9:30 資源回収

6 日(日)

９:00 見晴台野外活動バス旅行

19 日(土)

自治会だより原稿締切
9:30 資源回収
19:00 役員会

10 日(木) 10:00 むつみ会

24 日(木) 10:00 むつみ会

11 日(金)

25 日(金) 19:00 自治会だより編集会議

江別市女性大会
19:00 運営委員会

13 日(日)

全市一斉草刈りの日

27 日(日)

8:30 花壇整備片付け・自治会館清掃

29 日(火)

9:00 自治会だより区分け・配付

１

８月４日（土）、見晴台夏まつりは盛会裡に無
事終了しました。
夏まつり当日は、６８年ぶりの１０日間猛暑日
が続くという中でのお祭りとなりました。
お祭りは、会場の会館前駐車場に用意した焼き
鳥、おもちゃ、綿あめ、たこ焼き、いなりセット、
うどん・そば、ジュース・生ビールなどの模擬店、
豊太鼓の演奏、ちびっ子参加ゲーム、盆踊り、お
楽しみ抽選会などで盛り上がり、夏の宵のひと時
を 楽しく過ごしました。
今年の盆踊りは駐車場の中央にやぐらを作り、
その周りを輪になって踊りました。子供盆踊りに
は２９２人の子どもたち、北海盆踊りには８０人
の人たちが参加しました。踊る子どもたちに目を
細めて見つめるお父さんお母さん、おじいちゃん
おばあちゃんたちの様子をみていると、地域の交
流の場としての夏祭りは大変有意義なものと改め
て感じる行事となりました。
来場者は１，８００人ほどで、周辺自治会のお祭
りと重なったことなども影響したのか、昨年より

少なかったようです。
夏祭りの運営には、役員はじめ協力員など実人
員９６人で、準備から本番そして撤収・片付け作
業などに協力いただきました。協力していただい
た皆様には厚く御礼を申し上げます。また周辺住
民の皆様のご理解により開催できていますこと
も併せて御礼を申し上げます。
自治会のお祭りは、祭りを通して地域のつなが
りと住民相互の交歓を深める場として開催してい
るもので、夏の恒例行事としてすっかり定着した
ものとなっています。
明年も工夫を重ね、楽しい行事に出来たらと思
います。
◇ ご協賛、ご協力をいただいた事業所のみな様
に厚く御礼申し上げます。
㈲江別資源様／㈲東興電機工業所様／リビン
グショップやまもと様／佐藤珠算学院様／シ
ェ・キノ様
〔事業推進部・見晴台夏まつり実行委員会〕

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ます。
今月は、
「健康福祉部」を紹介します。

健康福祉部の活動も
昨年の反省に基づき、廃
止したもの、また内容を
見直した活動があります。
避難支援要支援者支援
に係る活動や緊急通報装
置に係る活動をはじめ、
愛のふれあい交流事業、
健康増進の事業を行います。
愛のふれあい交流事業では、９月８日に敬老の
集い、１１月１４日には見晴台新そば交流会を企
画運営します。
健康増進の事業では、夏休みラジオ体操会、見
晴台ラジオ体操会、健康に関するこうざなどを企
画運営します。
支え合いフォーラムなど地域福祉の推進などの
取り組みも行います。
健康福祉部のメンバーは、中村康治部長（８区６
班）を中心に、和泉鐵太郎副部長（８区６班）
、杉

本優子副部長（６区２班）
、照井昌代副部長（７区
４班）の４人で、精力的に活動しています。
事業の推進のためボランティアを募集していま
すので、併せて宜しくお願い致します。

（後列左から）和泉副部長 中村部長
（前列左から）照井副部長 杉本副部長

〔事務局〕

夏休みラジオ体操会終了しました！
小学校児童の夏休み期間を利用し、７月２６日（金）～８月８日（木）までの１４日間、朝６時３０分
からＮＨＫのラジオ放送により、見晴台公園といきいき公園の２会場で夏休みラジオ体操会が開催されま
した。
今年も元気な小学生を中心に多くの人たちが参加してくれました。中には三世代で参加したご家族やお
腹の大きなお母さんもいて「健康志向」の高まりを感じました。
運営にご協力して下さった協力員の皆さん、前列で模範体操をしてくれた６年生の皆さんに厚くお礼
を申しあげます。
お盆明けの８月１６日（金）～９月２９日（日）まで、自治会館前の駐車場で朝６時３０分から「見
晴台健康ラジオ体操会」を開催中です。快適で元気な毎日を過ごすため多くの皆様の参加をお待ちしてお
ります。
【夏休みラジオ体操会参加延べ人数】
幼 児
小学生
中学生
大 人
合 計
見晴台公園
１２５
６３０
２２
４１０
１，１８７
いきいき公園
５８
５２３
２７
２４０
８４８
合 計
１８３
１，１５３
４９
６５０
２，０３５
〔健康福祉部〕
３

令和元年度長寿祝い金の贈呈

猛暑を乗り切った花々
猛暑を乗り切った花々

見晴台自治会は、高齢者の健康とますますの長
寿を願い、平成２９年度から長寿祝い金を敬老月
間にあわせ贈呈しています。
令和元年度の対象者は、見晴台自治会住民カー
ドから調べ対象者に贈呈の案内（通知）をさせて
いただいています。
該当年齢で通知が届いていない場合は、大変恐
縮ですが事務局までご連絡をお願いいたします。
事務局担当 石垣（電話３８４－０２１９）

８月２５日（日）降ったりやんだりの朝でした
が、３５人の方々に参加していただき、無事花壇
整備ができました。
今夏は猛暑が続き、花壇の花々も大部分傷みま
したが、頑張って咲き続けた花々もたくさんあり
ました。
９月の花壇整備は、９月２２日（日）
９月２２日（日）になりま
９月２２日（日）
す。たくさんの方々の参加をお願いします。

◇長寿祝い金贈呈の対象年齢とお祝い金
（基準日：9
（基準日：9 月 1 日）
満７７歳（喜寿）
５,０００円
７７歳（喜寿）
昭和 16 年 9 月 2 日～昭和 17 年 9 月 1 日
満８８歳（米寿） １０,
１０,０００円
昭和 5 年 9 月 2 日～昭和 6 年 9 月 1 日
満９９歳（白寿） ２０,
２０,０００円
大正 8 年 9 月 2 日～大正 9 年 9 月 1 日
〔事務局〕

〔生活環境部〕

９月の事務局員駐在日

見晴台健康ラジオ体操会

９月自治会館駐在日は、４
４日、７
７日、１１
日、１１日、
１４日、１８
８日
日、１８日、２１
日、２１日、２５
日、２５日、２８
日、２８日の８
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。
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。

お盆明けの８月１６日（金）～９月２９日（日）
までの４５日間、見晴台自治会駐車場を会場に朝
６時３０分からＮＨＫラジオ放送に合わせ、見晴
台健康ラジオ体操会を開催しています。
毎日を健康で快適に過ごす
ため、健康ラジオ体操会に参加し
ませんか。

〔事務局〕

（注）雨天の場合は、自治会館大広間（屋内）に
て開催します。
〔健康福祉部〕

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

