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自治会定期総会（５月１２日）ご案内
見晴台自治会第３３回定期総会を５月１２日
(日)、午前１０時から自治会館で開催します。
本総会は、平成３０年度の活動報告・収支決算報
告を行い、平成３１（令和元）年度の事業計画案や
収支予算案などを審議する大事な会議です。
新年度事業としては、防災研修会、避難訓練、会
館前花壇作り、交通事故防止・防犯意識の啓発活動、
自治会排雪、避難行動要支者避難支援に係わる事業、
敬老の集い、見晴台新そば交流会、ラジオ体操会、
親子野外活動バス旅行（余市方面）
、夏祭り、子ど
もクリスマス会、新年交流会、文化の集い、三世代
餅つき会、新規事業として公園レクリェーションと
焼き肉交流会を計画しています。
総会では会員による十分な審議で、自治会活動

に対する理解を深めていただき、よりよい自治会活
動に結び付けていきたいと思っていますので、多数
の会員の出席をお願いします。
なお、出席の申し込みは不要ですので、出席され
る方は事前に配布される「定期総会議案書」をご持
参ください。
〔事務局〕

昨年度の総会

通算 242 号

合同役員会のご案内
＝ ５月１８日 新班長集合 ＝
５月１８日(土)午後７時から、新班長さんを含
新班長さんを含
め全役員による合同役員会を自治会館において開
全役員による合同役員会
催します。

この合同役員会では、これからの活動にとって重
要な事柄の打ち合わせや資料、事務用品が渡される
大事な会議ですので、必ず出席してください。
特に、新班長さんは宜しくお願いします。なお、
出席できない場合は代理の方の出席をお願いしま
す。
〔事務局〕

見晴台住民数

一昨年度の合同役員会

(平成３１年４月 1 日現在)

男性
女性

2,161 人
2,345 人

(前月比
(前月比

21 人減)
14 人減)

合計

4,506 人

(前月比

35 人減)

〔５月の行事予定〕
1 日(水)
4 日(土) 9:30
9 日(木) 10:00
10 日(金) 19:00
12 日(日) 10:00
13 日(月) 19:00
16 日(木) 19:00

自治会だより発行
資源回収
むつみ会
運営委員会（旧役員）
第３３回自治会総会
運営委員会（新役員）
役員会（新役員）

18 日(土) 9:30
19:00
20 日(月)
23 日(木) 10:00
24 日(金) 19:00
26 日(日) 8:30
28 日(火) 9:00
１

資源回収
合同役員会
自治会だより原稿締切
むつみ会
自治会だより編集会議
花苗移植、自治会館清掃
自治会だより区分け、配付

見晴台支え合い見守りづくり⑬
見晴台支え合い見守りづくり⑬

めざすまちの姿 協働のまちづくり
江別市では、平成２６年度からの１０年を展望
し、めざす１０年後の将来像を、
「江別市自治基本
条例」の基本理念に基づき「みんなでつくる未来
のまち えべつ」を定め、平成２６年３月に「え
べつ未来づくりビジョン
（第６次江別市総合計画）
」
を策定した。
計画策定から５年（前期）が経過、少子高齢化、
人口の減少、経済や社会の情勢など取り巻く環境
が大きく変化している状況もあって平成 31 年 3
月に改訂版（後期計画）が刊行された。中間改訂
に際しては、行政審議会や市民アンケート、意見
交換会など踏まえ見直されたもの。
１０年後の江別市では、高齢化率が 35％を上回
ることが予想されている。江別市の高齢化率は現
在３０％（平成３１年３月）
。超高齢化社会であっ
ても、すべての市民が快適に暮らせるまちづくり
が求められている。このため、市民が暮らしやす
くいつまでも住み続けたいと思えるまちづくり、
また江別市に住んでいない人も住んでみたいと思
えるようなまちづくりを基本に、基本理念として
「安心して暮らせるまち」
「活力のあるまち」
「子
育て応援のまち」
「環境にやさしいまち」の 4 つの
柱を掲げている。そして、これらは江別市に暮ら

ストップ・ザ･交通事故
令和元年 春の交通安全運動
私たち一人一人が、交通安全を自らのことと考
え、交通ルールの遵守し、思いやりのある交通マ
ナーを実践するよう、交通安全意識の高揚を図り
交通事故を防止することを目的として、春の交通
安全週間が５月１１日（土）～２０日（月）まで
の１０日間実施されます。
【春の交通安全運動の重点】
外出する機会が増える子どもたちや活動期に入
る自転車利用者のルールの遵守とマナーの向上を
図る。
★ 子どもと高齢者に対する安全確保
子どもと高齢者に対する安全確
運転者は歩行者優先・保護意識を持ち、スピ
ードダウンを心がけるとともに、高齢者や子ど

す市民一人ひとりの協力
がなくては実現できま
せん。市民、自治会、
市民活動団体、企業、
大学、行政など多様な主
体が様々な世代が、それぞれの役割と責任を理解
し、互いに尊重しながら協力して地域課題に取り
組む「協働のまちづくり」が、基本理念の根幹に
ある。
「安心して暮らせるまち」では、子どもから高
齢者まで、あらゆる人が健康的に安心して暮らせ
るように、福祉・保健・医療サービスを充実する
とともに、地域防災力の向上を図り、生活する上
での様々な不安を解消して安全・安心を確保する
ことをめざします、としている。
自治会は、防災・防犯・環境衛生・福祉・子育
て・高齢者扶助・親睦交流など地域コミュニティ
の重要性が再認識され、自治意識の向上等、ます
ますその重要性が高まってきている。
時代は「平成」から「令和」
。見晴台自治会も環
境の変化にあわせ、各種事業に取り組むこととし
ている。
〔事務局・健康福祉部〕

もの行動特性を理解した安全運転に取り組む
ことが大切です。
★ 飲酒運転の根絶
二日酔い運転を含めた飲酒運転は悪質な犯罪
であるとの認識をしっかりと持ち「飲酒運転を
しない、させない、許さない」という意識を一
人ひとりがしっかりと持ちましょう。
★ スピードダウンと居眠り運転の防止
時間にゆとりをもち、スピードダウンで安全
運転をしましょう。
長距離・長時間の無理な
運転にならないよう２時間
毎に１回以上の休憩を取る
ようにしましょう。
★ 自転車の安全利用
自転車は「車両
車両」であることを認識し、交通
車両
ルールを守りましょう。
〔生活環境部〕
２

見晴台シルバークラブ会員募集
シルバークラブは「社会的な活動に参加するこ
とで、より積極的に地域社会に関わって社会から
愛される高齢者になりたい」と願う人たちの集ま
りです。
明るく思いやりのある人間関係をつくり、自ら
の長い人生経験で会得した技術を生かして、社会
奉仕活動や身につけた趣味に生きる喜びを分かち
合い、一人でも多くの仲間をつくり、お互いに支
え合って活動しています。
年間の主な行事として、年２回の道内旅行、誕
生会、観桜会、観楓会や見学会等を実施していま
す。又、公園清掃、対雁小学校で
の子どもたちとのふれあい活動な
ども行っています。
更に、サークル活動として、趣
味を通して、右のようなサークル
を結成し、生活の質的向上を目指
し、何よりも仲間づくりを大事にしながら活動し
ております。
地域に仲間がいて、出かける所がある幸せ、言
葉を交わすことがお互いの心の支えとなり、地域
の支え合いの輪となると思います。

サークル名
パークゴルフ
麻雀(銀卓会)
和裁
日本舞踊

開催曜日

時間帯

月曜日・木曜日
月曜日
火曜日
第１水曜日
第３水曜日
ふれあいサロ 第２水曜日
ン五月会
第４水曜日
新舞踊
木曜日
（あやめ会）
囲碁・将棋
木曜日
コーラス部
金曜日
カラオケ
土曜日

午前
午前・午後
午前・午後
午前・午後
午前・午後

午前
午後
午前
午後

６０歳以上の方であれば、いつでも、どなたで
もお入りいただけますので、是非加入していただ
き私達と一緒に活動しませんか。
興味のある方は是非気軽にお問い合わせ、お申
し込みください。会員一同お待ちしております。
〔見晴台シルバークラブ
会長 廣瀬敏一 ℡３８９－４５０８〕

カラスにエサを与えないで!!

ごみの中からエンジンオイル！

最近、カラスにエサをあげているという情報が
自治会に届いています。
カラスなどの野生動物は、厳しい自然環境の中
で、自分の力でエサを確保する能力が備わってお
り、たくましく生活しています。
野生動物はペットではありません。人からエサ
をもらうことは、本来の野生動物の姿ではありま
せん。
餌付けは動物のためにも、
人のためにもなりません！
餌付けによって人の食べ物の味を覚えた野生動
物は、人の食べ物に依存するようになり、人を恐
れなくなります。また、多くの野生動物（カラス
など）
を近くに呼び込むことになり、糞害や悪臭、
ごみステーションでの被害などにつながります。
そのことによって、ご近所トラブルの原因にも。
野生動物を大切にするとは、自然のまま見守っ
てあげることではありませんか。
〔生活環境部〕

４月１６日（火）、見晴台地区でごみ収集車が
回収作業中、エンジンオイルが混入しているゴミ
袋からオイルが漏れ、作業員のズボンにオイルが
多量に付着し、路上にも広く漏洩するという出来
事がありました。作業員の方々は、路上に漏洩し
たオイルに水をかけて薄めようとしましたが、廃
油は道路上に残り、オイル臭がなかなか取れませ
んでした。
エンジンオイル等は、江別市ではゴミとして回
収していません。
ご理解、ご協力をお願いします。
【ゴミに関するお問い合わせ先】
◆ゴミや資源物の分別、出し方に関すること
減量推進部
３８３－４２１１
◆ゴミや資源物の収集に関すること
廃棄物対策課
３８３－４２１７
〔生活環境部〕
３

花壇造成・会館清掃、皆さんのご協力で!!
～５月２６日（日）～
５月２６日（日）、午前８時３０分から会館
前花壇への花苗の植え付けと自治会館の清掃を
行います。

なお、自治会の花壇については、１０月まで
月１回午前８時３０分から雑草取りなどの花壇
整備を行いますので、皆さんの参加をよろしく
お願いします。

雑巾、ご持参でお願いしま

自治会館は、日ごろから私たち自治会員が活

～

自治会館の清掃

～

動の拠点として利用しているところです。今年
度も多くの自治会員の皆様のお手伝いをよろし
くお願いします。
花壇への花苗の植え付けは、それぞれの区ご
とに場所が決まっていますので、区長、班長を
中心に作業をお願いします。移植コテ、スコッ
プ等はご持参ください。
今年の花苗は、サルビア、マリーゴールド、
ベゴニア、ペチュニアなど４種類計１，１５０
株を移植する予定です。また、当日は雨天決行
です。

５月２６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、自治会
自治会
館の清掃も行います。多くの会員の皆様のお手
館の清掃
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。

５月の事務局員駐在日

注意！ 対雁小グランド横にきつねの巣！

５月自治会館駐在日は、８日、１１日、１５
日、１８日、２２日、２５日、２９日の７日間
（１０連休中は閉館）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
自治会活動に対するご意見やご要望、ご相談
などをおうけしています。
〔事務局〕

【交通安全標語】
とびだすな 車のあとに また車
また車
（光永 翔吏さん作
吏さん作）
青信号 なっても確認
なっても確認 右左
（杉山 きらさん作
きらさん作）
※お二人とも
二人とも、
とも、昨年対雁小学校６
昨年対雁小学校６年生
対雁小学校６年生

毎月の第１
毎月の第１、
第１、第３土曜日
第３土曜日

資源回収にご協力を！

〔生活環境部・事業推進部・事務局〕

対雁小学校グランドにきつねが出没するよう
になり、学校の観察によるとプール横のプレハ
ブ物置の床下に巣を作っいるとのことです。ま
れにエキノコックスの感染症も懸念されますが、
駆除は鳥獣保護法の関係で難しいようです。
【各ご家庭で
家庭で注意すること
注意すること】
すること】
◆ ゴミの出し方に十分注意を！
◆ きつねに近づいたり、触ったりしない！
◆ 学校周辺で遊んだ後は、しっかりと「うが
い」「手洗い」をする。
【学校の
学校の取り組み
取り組み】
◆きつねの巣に近づかないよう、テープ等で規
制線を張り、進入禁止の立て札を掲示。
【江別市の
江別市の取り組み
取り組み】
◆直接捕獲することは困難なため、「きつねの
嫌がるにおい液」を数度にわたって散布し、
きつねを追い出します。

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。

子育て中のきつねは警戒心も高く、近づくと
人にも威嚇してきます。十分注意をしてくださ
い。
〔生活環境部〕
４

