見晴台自治会
発行･編集 見晴台自治会事務局

だ

よ

【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～
全模擬店販売開始
15:30～
豊太鼓演奏
17:00～
子ども盆踊り
18:00～
北海盆踊り
19:00～
会長挨拶・お楽しみ抽選会
20:30
模擬店閉店、後片付け
【模擬店販売品・値段】
模擬店販売品・値段】
☆ うどん・そば
１杯
３５０円
☆ たこ焼き
６個
１７０円
☆ 稲荷セット
１パック ３００円
☆ フランクフルト
１個
１８０円
☆ ラスク・菓子パン １個
１００円
☆ 綿あめ
１個
１００円
☆ 生ビール
１杯
４５０円
☆ 酎ハイ(350ml)
１缶
１５０円
☆ ジュース類(500ml) １本
１２０日
☆ ラムネ
１本
１２０円
☆ おもちゃ・駄菓子
２０～５００円
☆ 焼き鳥
１串
７０円

〔８月の行事予定〕
3 日(土)

通算 294 号

※ 悪天候の時は祭りを翌日に順延します。実施
の可否は当日の朝、実行委員会で決定します。
※ 会場内でのタバコは、ご遠慮ください。
※ 会場周辺には駐車場がありません。徒歩また
は自転車でお越しください。
※ 自転車は、所定の場所に置いてください。

「お楽しみ抽選
しみ抽選会
抽選会」応募券について
応募券について
全戸配付した「お楽しみ抽選会 応募券」につ
いて、個人情報の保護から下記のように対処しま
す。
記
①受付で、抽選券を投函する際に、本部テントに
いる受付係が、住所・名前を確認する。
②抽選券の「応募券」と「引換券」の両方に、ナ
ナ
ンバリングを
ンバリングをする。
③「応募券」は「抽選箱」に投函し、
「引換券」を
本人に渡す。
④当選者を発表する際は、
「番号」と「名前」
「番号」 「名前」を
「名前」
読み上げ、住所は公表しない
住所は公表しない。
住所は公表しない
〔見晴台夏まつり実行委員会〕

見晴台住民動向

9:30 資源回収
6:30 夏休みラジオ体操会終了

9 日(金) 19:00 運営委員会

(令和元年 7 月 1 日現在)

男 性
女 性

2,138 人
2,330 人

(前月比
(前月比

6 人減)
2 人減)

合 計

4,468 人

(前月比

8 人減)

17 日(土)

自治会だより発行
13:00 見晴台夏まつり

8 日(木)

月

〒067-0042 江別市見晴台 54-5 見晴台自治会館 ℡011-385-2063

今年度の見晴台夏まつりは、昨年度に引き続き
８月３日（土）の一日日程で、自治会館駐車場に
て開催いたします。
見晴台の皆さんが一堂に会する絶好の場です。
ご家族、
ご近所お誘いの上、
是非ご参加ください。

1 日(木)

り８

2019（令和元）年

9:30 資源回収
19:00 役員会

20 日(火)

自治会だより原稿締切

22 日(木) 10:00 むつみ会
24 日(土) 19:00 対雁小ワクワクふれあい祭り
25 日(日)

8:30 花壇整備

13 日(火)～15 日(木) 自治会館休館

26 日(月) 19:00 自治会だより編集会議

16 日(金)

29 日(木)

6:30 健康ラジオ体操会開始

１

9:00 自治会だより区分け、配付

見晴台支え合い見守りづくり⑮
見晴台支え合い見守りづくり⑮

暮らしの安心を支える地域福祉

江別市社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき設置された地域福祉推進の中核的な役割を果たすことを目
的とした民間の社会福祉法人で、全国の市区町村、都道府県に設置されています。地域に暮らす市民
をはじめ、ボランティア、福祉・保健・医療の関係者、行政機関などの参加と協力のもと、地域の
人々が安心して生活できる福祉のまちづくりのため、各種福祉サービスの提供や相談支援事業、ボ
ランティアや市民活動支援など様々な地域福祉活動を推進しています。
江別市社会福祉協議会（以下「社協」
）は、
「お互いさま、みんなで支えあう地域づくり」を理念と
する地域福祉計画と連携し、
「暮らしの安心を支える地域福祉」を目指し各種事業を展開しています。
社協活動の財源は、会員制度による会費などにより支えられています。見晴台自治会は、社協活動
の趣旨に賛同し、第 1 種会員会費（世帯会費）として１世帯当たり年額 300 円、登録世帯 1520 世帯
で 456 千円を負担しています。会費は、地域の福祉活動への支援やボランティア活動推進など、様々
な福祉課題の解決に向けた施策に活かされています。社協事業は、江別市が策定する「江別市地域福
祉計画」と整合を図る中で「地域福祉実践計画」を策定し、各種事業を推進しています。
令和元年度事業計画では、①地域福祉に関する課題の把握と情報提供、相談支援体制の整備－社協
だより「幸せな社会」（年 4 回）の発行、くらしサポートセンターや成年後見支援センターの運営な
ど。②ボランティア活動で進める福祉の環境づくり－ボランティア支援センターの運営など。③市民
参加で進める地域での生活支援や交流活動の促進－高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して
暮らすことを目的とした自治会の助け合い活動の支援など。見晴台自治会の敬老の集い、新そば交流
会は、愛のふれあい交流事業の助成を受け取り組んでいます。④体験学習、研修による福祉意識の醸
成－福祉体験用具の貸出、移動支援事業所リフレえべつの運営など。⑤自立した生活を支援する福祉
サービスの提供－福祉除雪サービスや給食サービスの実施など。⑥地域に信頼される社協運営のため
の組織づくり－自主財源の確保、次期実践計画の策定など、としています。
◇社協事業の問合せ先/社会福祉法人江別市社会福祉協議会（錦町 14-87）
、電話 385－1234 まで。
＊参考：社協だより「幸せな社会」2019.4 月号
〔健康福祉部・事務局〕

お腹一杯、焼肉パーティ

爽やかな朝、きれいな花

７月１４日（日）１１時から見晴台公園で、初
めての「公園レク・焼き肉交流会」を実施しまし
た。前日までの天候から、実施が危惧されていま
したが、当日は絶好の焼き肉日和でした。
参加者は、５２世帯、大人７５人、子ども２４
人、計９９人が参加し、お腹一杯焼き肉を食べ、
楽しい一日を終えました。

爽やかな日差しに恵まれ、７月２１日（日）に
花壇整備を実施しました。
当日は、４３人の方々の参加者あり、花壇や歩
道。縁石付近の雑草取りなどしていただき、大変
有難うございました。

８月の花壇整備 ８月２５日（日）
８月は暑い日が
続きます。
あと３回の花壇
整備になりますが、
今後とも宜しくお
願い致します。 〔生活環境部〕
〔生活環境部〕

〔事業推進部〕

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、
「事業推進部」を紹介します。

事業推進部の活動は、昨
年の反省に基づき、廃止し
たもの、また新規の活動が
あります。
７月１４日に、今年初め
て企画した「公園レクと焼
き肉交流会」を実施しまし
た。大変盛況でした。
この後も、
８月３日に開催する
「見晴台夏まつり」
の企画・運営、１０月６日の「野外活動バス旅行」
の企画・運営、１１月２日、３日に開催する「文化
の集い」の企画・運営、１月に実施する「新年交流
会」や「三世代もちつき会」の企画・運営、新栄台
の東・西自治会との三地区自治会連携による「クリ
スマス会」の実施、
「対雁小学校土曜広場」
・
「対雁
小学校ワクワクふれあい祭り」への協力などの取り
組みを行います。

事業推進部のメンバーは、部長宮野保幸さん（２
区１班）を中心に、魚住奈々子さん（２区７班）
、
澤田幸志郎さん（４区４班）
、鈴木貴博さん（６区
３班）の４人で精力的に活動しています。
宜しくお願い致します。

（左から）鈴木副部長 澤田副部長 魚住副部長 宮野部長

〔事務局〕

敬老のつどいのご案内

長寿祝い金の贈呈

今年度も「敬老のつどい」を開催したいと準備を
進めています。
自治会会員７５歳以上の方々を対象に、簡単な
昼食会（お弁当）に、歓談・余興等楽しんで頂きた
いと思います。
案内状や参加申込書については、別途戸別配付い
たしますので、ご覧ください。

見晴台自治会では、一昨年度から高齢会員に対
し、長寿を祝い、敬老精神と福祉の増進を図るた
め、長寿祝い金を贈呈しています。
今年の「長寿祝い金」の対象者は、９月１日を基
９月１日を基
準日（平成３０
準日（平成３０年９月２日～
３０年９月２日～令和元
年９月２日～令和元年９月１日
令和元年９月１日ま
年９月１日ま
でに誕生日を迎えられた方）
でに誕生日を迎えられた方）とし、次に掲げる年齢
の方々へ贈呈いたします。

◇日 時

❖ 満７７歳になられた方
❖ 満８８歳になられた方
❖ 満９９歳になられた方

９月 ８日（日）
１１時３０分～１３時３０分
◇会 場
見晴台自治会館 大広間
◇対象者
７５歳以上の方々（会費不要）
※ 参加希望の方は、
別紙
「敬老の集い開催ご案内」
の参加申込書に、氏名・年齢・住所・電話番号を
記載し、８月２０日までに自治会館郵便受けに投函
ください。
問い合わせ先 中村健康福祉部長 389-3912
石垣事務局長
384-0219
〔健康福祉部〕

５，０００円
１０，０００円
２０，０００円

対象者の方々には、追って連絡を差し上げ、自治
会長が対象者宅に
お伺いします。

〔事務局〕
３

見晴台
見晴台健康ラジオ体操会開催の
ラジオ体操会開催の
ラジオ体操会開催の案内
案内
見晴台自治会館駐車場を会場に

８月１６
８
６日（金
金）
～９月
月２９日（
日（日）
）

お盆明けの８月１６日（金）～９月２９日（日）までの４５日間、見晴台自治会館駐車場を会場に
朝６時３０分から NHK ラジオ放送に合わせ見晴台ラジオ体操会を開催いたします。
毎日を健康で快適に過ごすため、ラジオ体操会に積極的に参加しましょう。
毎日を健康で快適に過ごすため、ラジオ体操会に積極的に参加し
。
（注）雨天の場合は、自治会館大広間（屋内）にて開催いたします。
※ 自治会館
自治会館近くにお
お住まいの方々
方々には、期間中
期間中朝早くからラジオの音で
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。

協力員（
協力員（ボランティア募集
ボランティア募集）
ボランティア募集
８月１６日（金）～９月２９日（日）の開催期間中
８月１６日（金）～９月２９日（日）の開催期間中、
、ラジオ体操会の運営（ラジオの準備
ラジオ体操会の運営（ラジオの準備
ラジオ体操会の運営（ラジオの準備や模範体
模範体
操）にご協力頂けるボランティアスタッフを募集しています。ご
操）にご協力頂けるボランティアスタッフを募集しています。ご協力頂
協力頂ける方は
ける方は、健康福祉部・
、健康福祉部・自治
自治
会事務局までご連絡願います。
中村健康福祉部長
３８９－３９１２
石垣事務局長
３８４－０２１９
〔健康福祉部〕

日ハム観戦ツアー

８月の事務局員駐在日
８月の事務局員駐在日
８月の自治会館駐在日は、
自治会館駐在日は、３日、７日、
７
１０日、
日、
１７日、２１
１
２１日、２４日、２
日、２８日、
日、３１日の８
８日
間で、事務局員が自治会館事務室に９時から１２
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。
なお、お盆休みとして
なお、お盆休みとして、会館休館日（８月１３
会館休館日（８月１３
日～１６日）を設けています。
事務局員駐在日
駐在日は、会費
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
ますので、是非ご利用くだ
ご利用くだ
さい。
〔事務局〕

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。

９月１４日（土） 日ハム・ソフトバンク戦
序盤戦の劣勢から持ち直し、現在パリーグ２位
につけている日本ハムファイターズです。後半戦
奮起を願い、みんなで応援しませんか。
奮起を願い みんなで応援しませんか。
◇期 日

９月１４日（土）
９月１４日（土）
試合開始 １４：００～
◇参加料
参加料
３，２００円（子ども料金なし）
３，２００円（子ども料金なし）
◇参加人数 先着５０人
先着
※申し込み
申し込みについては、別紙
については、別紙
については、別紙「参加申込書
申込書」に記
に記
入の上、８月
入の上、 月２０日までに会館ポストへ。
日までに会館ポストへ。
※参加料は、
参加料は、８
８月２４日（土）
日（土）１０時～
時～１２時に
時に
会館まで持参してください
会館まで持参してください。（世話人対応）
。（世話人対応）
※当日は、午前
当日は、午前１１時までに会館集合。
当日は、午前
時までに会館集合。
問合せ先：世話人・武内美智子
問合せ先 世話人・武内美智子
電話 ３８５－６８７０

【交通安全標語】
しっかりと やさしさもって 行動を
（昨年度対雁小６年生 中川 夏凛さん）
前を見て！ ながら運転 危険だよ
（昨年度対雁小６年生 松岡
凛さん）
４

