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防災研修会を開催します
＝ ３月１６日 午前 1０時～ ＝
昨年９月に予定していた防災研修会は、９月
６日早朝に発生した「北海道胆振東部地震」の
影響を考慮して中止としました。
胆振東部地震は、皆さまご承知のように江別
市を含め北海道全体に大きな被害を与え、その
影響は今も続いています。
この２月２１日午後９時２２分に、道央を中
心に強い地震（震源地は胆振地方中東部、厚真
町で震度６弱、江別市で震度４）が発生したこ
とは、皆さまの記憶に新しいと思います。
そこで、見晴台自治会では、次の日程で「防
災研修会」を開催することにしました。
市役所では、昨年の地震の後、避難所の運営
など様々な課題について検討を行っており、そ
の内容などを担当者から直接聞く機会を設け
っ

ました。また、地震発生
後に自治会自主防災組織
が直面した課題を討論し
たり、皆さまの実体験を含めて質疑を行ったり
する時間も設けます。
江別市内外に存在していると言われている
断層は今のところ動いていませんが、いつ動い
ても不思議ではないという状況です。
参加される方々は、直接自治会館へお越しく
ださい。
◇日 時 平成３１年３月１６日（土）
午前 1０時～１１時半
◇会 場 見晴台自治会館（大広間）
◇講 師 江別市総務部危機対策室
危機対策・防災担当 齋藤氏
◇問合せ 事務局次長 仲西 正彰
電話３８５－１３１７
〔自主防災組織〕
見晴台住民数

(平成３１年２月 1 日現在)

男性
女性

2,181 人
2,368 人

(前月比
(前月比

6 人増)
1 人減)

合計

4,549 人

(前月比

5 人増)

平成２９年度防災研修会

〔３月の行事予定〕
1 日(金)
2 日(土) 9:30
8 日(金)19:00
9 日(土)10:00
14 日(木)10:00
16 日(土) 9:30

自治会だより発行
資源回収
運営委員会
健康講座
むつみ会
資源回収

16 日(土) 10:00
19:00
20 日(水)
25 日(月) 19:00
28 日(木) 9:00
10:00
１

防災研修会
役員会
自治会だより原稿締切
自治会だより編集会議
自治会だより区分け、配付
むつみ会

見晴台支え合い見守りづくり⑪

余震にびっくり、何もなくて良かった。
２月２１日午後９時２２分ごろ、道央を中心に
強い地震があり、厚真町で震度６弱を観測しまし
た。江別では震度４とのこと。昨年の地震から５
か月余りの大きな地震にはびっくりです。幸い停
電、断水もなかったことからその後は、何もなか
ったようにふだんの生活に戻れたと思います。
地震直後はしばらく携帯電話が繋がらない、ま
たＪＲ、札幌市営地下鉄など交通機関も地震の影
響でストップし、江別に帰れない、いわゆる帰宅
困難者もいたようです。野幌駅、高砂駅に待つ迎
えの車は、札幌まで迎えに行ったとの話もありま
す。災害時の備え、家族間の約束などは日ごろか
ら決めておくことも大事と思います。
地震当日は日中の気温も高めで暖気でした。一
部の役員が地震後、
建物、
落雪などパトロールし、
異常はなかったと話してい
ます。地震の時、特にひと
り暮らしの高齢者の方など
は不安な気持ちを抱えてい

たと言います。
今回、何も被害がないことと電気と水の確保が
不安を和らげたともいえます。気象庁は今後も余
震が続くと発表しています。
災害はいつ起こるか分かり
ません。災害時の備え、水
や食糧のほか、改めて隣近
所とのつながりの大切さを
感じさせた揺れでした。
３月１６日、見晴台自治会館で防災研修会があ
ります。研修会は、地震の対応など身近な話題を
テーマに防災を考えるものです。お気軽にご参加
ください。
あれだけあった積雪も３月は雪解けが加速し
ます。跳ねるスプリング、春は行きつ戻りつ、陽
射しのぬくもりとともに来ます。雪との別れもも
うすぐです。
降雪時の除雪では「お疲れ様」でした。
〔健康福祉部〕

抱腹絶倒？ 映画観賞会

雪解け時の交通事故防止

２月９日（土）上映当日は、前日の猛吹雪も収
まり１９名の皆様の参加を頂き、北海道生涯学習
推進センターより借用した２作品を上映しました。
１本目の「黄金花」は、老人介護施設「浴陽荘」
で繰り広げられるドタバタ劇で、現役時代に各界
で活躍された方々が現実と夢幻の世界が混ざった
ハチャメチャ大騒ぎで、鑑賞された皆さんの反応
はチンプンカンプンの様子でした。
２本目の綾小路きみまろ「爆
笑ライブ」は、毒舌ながら理屈
抜きで笑える内容で、会場は笑
いの連続でした。
上映前日は、上空１,５００m
に－２４．４℃と観測史上最強
の寒波北海道に流れ込み、道内各地－３０℃以下
（江別－１３．６℃）で、しかも猛吹雪だったため、
参加者は雪かきを「６回やったよ！」「私は４回
だ！」と連日の雪かきでお疲れの中、参加頂きま
した。有難うございました。
少しは筋肉の休めになったでしょうか。
〔健康福祉部〕

☆スピードを抑えた運転を！
☆スピードを抑えた運転を！☆
この時期は雪解けが進み、路面が乾燥して、
ついスピードを出しがちです。
☆路面凍結に注意を！☆
日中は乾燥している道路でも、路肩に寄せら
れた雪が解けて、夜には凍結する恐れがありま
す。朝夕の気温が下がる時間帯や日陰になって
いるところは路面凍結に注意を。
☆思いやりの運転を！☆
雪解けとともに、歩行者（特に子供たち）や
自転車の動きが活発になります。お互いに思い
やりの気持ちを持って、安全に通行しましょ
う！
〔生活環境部〕
【交通安全標語】
とびだすな 君の命は ひとつだけ
（対雁小６年 松下 恭也さん作品）
恭也さん作品）
忘れがち シートベルトに 気をつけて
（対雁小６年 松田 美結さん作品）
２

資源回収へのご協力、有難うございます

古紙

資源物回収状況（平成 29 年 10 月～平成 30 年 12 月） 単位（㎏）
自治会が行っている毎月
の資源回収では、皆様のご協
H29 年 10 月
H30 年 4 月 H30 年 7 月
品 目（単位：㎏）
力により今年も多くの資源
～H30 年 3 月
～6 月
～12 月
物を回収することができま
新聞
66,290
33,640
62,790
した。
雑誌
6,090
3,670
6,040
これらの資源物は新たな
ダンボール
24,890
12,710
23,960
製品へと再生されます。資源
牛乳パック
630
360
675
を再利用するということは、
1.8 リットルびん
718
323
507
日本、地球の限られた資源を
有効に使うという意味のほ
ビールびん
124
60
143
か、廃棄物の減量化につなが
上記以外のびん
185
68
152
るものです。
カレットびん
19,260
10,296
20,178
更に、回収した資源物の重
アルミ缶
1,895
895
1,957
量に応じて江別市から自治
スチール缶
1,400
715
1,495
会に奨励金が入ります。その
鉄くず
1,760
1,565
3,465
額は、
平成２９年１０月
布（古着含む）
879
529
1,067
～平成３０年３月分
合 計（㎏）
124,121
64,831
122,429
３７２，
７２，３６３円
３６３円
江別市資源回収奨励金（円）
372,363
194,493
367,287
平成３０年４月～６月分
自治会資源回収収益金（円）
439,171
224,332
427,613
１９４，
１９４，４９３
４９３円
平成３０年７月～１２月分
３６７，２８７円
計
９３４，
９３４，１４３円
１４３円
これとは別に、資源回収業者から自治会資源回収収益金の代金があります。
皆様から出される資源物が自治会活動の原資となっています。
今後ともご協力をお願いします。
〔会計部〕
びん
金属

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

自治会排雪、終了！

後 は、 春 の訪れを
待 つだ け ですね ！

２月１１日から始まった今年度の自治会排雪
作業は前半降雪量が多く、排雪作業も夜７時、
８時までかかっていましたが、後半は天候にも
恵まれ、予定通り２月２２日に無事終了致しま
した。期間中、自治会会員の皆様のご協力、大
変有難うございました。
今年は積雪量が多く、自治会員の皆様も毎日
除雪作業に従事され、
「腰が痛い。」
「腕がつかれ
た！」など、大変な思いをしてきたことと思い
ます。暖かい日が多くなってきましたが、まだ
まだ降雪のシーズンは続きます。油断は禁物！
今しばらくは、冬型事故（落雪、転倒、交通事
故、等）に気をつけて、楽しく冬の生活を送っ
ていきましょう。
〔生活環境部〕
３

健康講座開催の案内

屋根の雪下ろしに注意

会員の皆さんがいつまでも元気で幸せに暮せる
よう「健康づくり」をお手伝いすることを目的に、
下記日程で健康講座を開催します。

「自治会だより２月号」でも注意喚起をしました
が、このところの暖気で屋根の雪が緩んできてい
ます。
２月前半に大雪が続き、屋根の雪下ろしを計画
されているご家庭もあるでしょう。最近全道各地
で、雪下ろし最中の死亡事故やけがをする事故が
多発しています。
雪下ろしをする際は、足を滑らせて屋根からの
転落事故、落雪に埋まる事故のおそれがあります
ので、ヘルメットや命綱をつけ、複数で作業を行
ってください。

◇日

時

平成３０年３月９日（土）
１０：００～
１時間半程度

◇開催場所

見晴台自治会館大広間

◇参 加 料

無 料

◇講

江別第一地域包括支援センター
長谷川真理子さん
（保健師・主任介護支援専門員）

師

◇講座内容：
・「元気アップ体操」
で体と頭をもっと
元気に！
どなたでも無理な
くできる体操もあ
ります。
動きやすい服装
で、皆様お誘い合わせの上ご参加くださるよ
うお願いします。
〔健康福祉部・事務局〕

３月、事務局の会館駐在日
３月の事務局駐在日は、２日、６日、９日、１３
日、１６日、２０日、２３日、２７日、３０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か。
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、ご相談などをお受けしています。
〔事務局〕

〔生活環境部〕

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

