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愛のふれあい交流事業

見晴台新そば交流昼食会２０１９
今年の愛のふれあい交流事業「新そば昼食会」
は、そば打ち名人がそば打ちしている時間を活用
し、健康体操や正しい歩き方など、健康づくり指
導者として有名な吉田ゆう子先生をお招きし、健
康セミナ－「ゆうゆうのいきいき教室」を開催し
ます。
健康にまつわるお話と元気になる体操をして、
終わった後は野幌手舞いそばの会６人の名人が打
ったおいしい新そばを味わうという企画になって
います。
皆様お誘いあわせの上、是非ご参加ください。
お待ちしています。
なお、数に限りがございますので食材がなくな
り次第終了とさせていただきます。

◇日 時 １１月１４日（木）
１０時３０分～１３時
◇会 場 見晴台自治会館 大広間
◇会 費 一人 ２００円
◇定 員 ８０名（先着順）
◇服 装 普段着（簡単な体操も出来る服装で）

〔健康福祉部、むつみ会〕

見晴台自治会住民アンケート調査の実施（お願い）
見晴台自治会では昭和６２年４月創立から３２
年を迎えます。自治会活動は、これまで関係者の
努力と会員相互の親和協力によって住みよい地域
づくりと住民福祉の増進など社会変化に対応しな
がら事業を展開してきました。
ここ数年台風や地震など大きな災害が頻発して
います。災害時はもとより、高齢者の孤独や各家
庭の子育てなど日常生活の問題に対し、今まで以
上に住民同士の連携・協力が重要になってきてい
ます。
そこで、これからの自治会活動の方策を検討す
るため、会員の皆様からの声、アンケート調査を

実施し、今後の事業、活動の参考にしていきたい
と考えています。
住民アンケート調査にご協力をよろしくお願い
いたします。
※調査項目、方法、回収方法等については、調査
用紙をご覧ください。
〔事務局〕

見晴台住民動向

(令和元年 10 月 1 日現在)

男 性
女 性

2,151 人
2,337 人

(前月比
(前月比

3 人増)
1 人減)

合 計

4,488 人

(前月比

2 人増)

〔１１月の行事予定〕
1 日(金)
2 日(土)

自治会だより発行
9:30 資源回収
文化の集い１日目

3 日(日)

16 日(土)

９:00 文化の集い２日目

7 日(木) 19:00 運営委員会

9:30 資源回収
19:00 役員会

20 日(水)

自治会だより原稿締切

25 日(月) 19:00 自治会だより編集会議
28 日(木)

14 日(木) 10:00 新そば交流会・むつみ会

9:00 自治会だより区分け・配付
10:00 むつみ会

１

１０月６日（日）
、晴天に恵まれ自治会主催バス旅行が行われました。行く先は、仁木町で最も大き
いサクランボ山観光農園です。ここでは、季節それぞれにいろいろな果樹の摘み取りができる果樹園で
すので、今回の秋の旅行は、
“ぶどう狩り”です。ポートランド、キャンベル、ナイアガラなど、参加
者６６人全員がぶどうをたくさん食べようと意気揚々と出発しました。
高速道路を一気に余市へ。そして、山あいの道を経由してサクランボ山へ到着しました。当日は、
「う
まいもんじゃ祭り」が行われており、行く途中は車が数珠つなぎ。観光農園についてもお客さんで一杯、
受付には長い行列ができていて果樹園に入るのも
大変な状態でした。しかし、私たちは団体申し込
み!! 並んでいる人たちをしり目に入場し、ぶど
うを食べ放題、参加者の皆さんのお腹はぶどうで
一杯。ぶどう狩りの後の昼食（カレーライス）は、
食べられたのだろうか。お代わり自由で、二杯も
食べた人がいたとか…。
予定よりも早く、余市の道の駅「スペース・ア
ップルよいち」に到着、ゆっくりと買い物などを
しました。天気も良く、参加者の笑顔も素晴らし
く、楽しい一日を過ごすことができました。
〔事業推進部〕

「子どもクリスマス会２０１９」
見晴台自治会は、今年も新栄台西自治会、新栄
台東自治会の３自治会連携で、
「子どもクリスマス
会」を開催します。見晴台の子どもたち、たくさ
んの参加を待ってます。
１、日 時 １２月１４日（土）
午前１０時～１２時
２、場 所 対雁小学校体育館
出入口は、体育館玄関です。

待ってま

３、内 容 ①ゲームとビンゴ大会、お楽しみア
トラクション（賞品があります）
②参加の子ども（小学生）にクリス
マスケーキプレゼント
４、対 象 小学生（保護者同伴、幼児参加 OK）
５、参加費 無料 ※上靴（スリッパ）持参を！
※ 自治会だよりと同時に配付される「参加申し
込み書」に必要事項を記載し、自治会館郵便受
けに投函ください。
〔事務局〕
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きましたが、今回が
最後になります。。
最後は、自治会の「事務局及び管理人」を紹介し
ます。

事務局の仕事は、多
岐にわたっています。
定期総会、
合同役員、
運営委員会、役員会等
各種会議の企画・運営、
自治会だよりの発行及
び回覧文書、お知らせ
等の配付、自主防災組織幹事会の運営及び防災訓
練、研修会の開催、市内関係団体との連携、自治会
活動に関わる各種補助申請等の業務、自治会に関
わる収受文書の受付、役員保険の加入手続き、各
種団体負担金に係わる業務、会議資料等の作成、
規約・役員名簿・会議議事録・統計等の更新・保
管、区長・会員との連絡調整、自治会関係に関す
る業務、資源回収の実施業務、その他各部等に属
さないこと等、多岐にわたった業務を行っていま
す。
会館管理人は事務局と連携し、会館の適切な管
理、会館使用の受付や使用料の管理、会館内外の
清掃やごみの分別、会館周辺の維持管理や簡易な
除雪等、多くの業務を行っています。
会計部は、会費の収納・収受簿の保管・管理事務、
金銭出納業務（金融機関出向事務等）
、会計事務

（各種帳票・財務諸表の整理等）
、資金・帳票管理
事務、備品台帳の管理事務等の業務があります。
会計部は事務局長が兼務し、会長・事務局員と協
力して業務を遂行しています。
事務局・管理人メンバーは、石垣秀人事務局長
（８区６班）を中心に、仲西正彰事務局次長（１３
区６班）、龍本英世事務局次長（１２区１班）の３
人で業務を行っています。また、会館管理人は石川
安男さん・千鶴子さん（５区７班）です。
これからもよろしくお願いいたします。

（左から） 龍本事務局次長、石川管理人、
石垣事務局長、仲西事務局次長

〔事務局〕

見晴台ラジオ体操会が終了しました
健康増進を図り、会員間の交流を深める目的でお
盆明けの８月１８日（日）～９月２９日（日）まで
の４５日間、自治会館前駐車場にて見晴台ラジオ
体操会を実施しました。
今年も相次ぐ台風等のため天候が不順で、屋内
開催も７日間（昨年２日）もありましたが、延べ
１．４２３名（１日平均３１．６名）参加がありま
した。中にはお孫さんを肩車して参加してくれた三
世代家族もいました。
７月２６日（金）からの夏休みラジオ体操会に続
き、今年も中学生や小学生の代表が最前列で元気
に模範体操をしてくれました。
最終日、中村健康福祉部長より「自分もジャンプ

が出来る様になりました。健康で快適な毎日を過
ごすためラジオ体操を継続して下さい。
」
との挨拶
がありました。
毎朝早くから運営にご協力下さいました役員を
はじめ協力員の皆様に深く感謝申し上げます。

〔健康福祉部〕
３

川柳に願いを込めた交通安全

１０月１６日、見晴台自治会館大広間で、対雁
小学校６年生１３３人から募集した交通安全川柳
から入賞１２句を発表し、表するとともに記念品
を贈呈しました。また、１３３人全員に参加賞と
して、交通安全クリアファイルを贈呈しました。
川柳の募集は、交通安全意識を高めようと昨年
度から実施しています。
表彰式では、山岸会長から「６年生全員が交通
事故を無くそうと思いを込めた川柳から、さらに

１１月の事務局員駐在日
１１月自治会館駐在日は、２
２日、６
６日、９
日、９日、
１３日、１６
日、１６日、２０
日、２０日、２
日、２７日、３０
２０日、２３
日、２３日、２７
日の９
９日間で、事務局員が自治会館事務室に９時
日間
から１２時まで駐在しています。
自治会事務や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〕

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。

選び抜かれた１２の川柳です。みんなの気持ちを
大切にし、交通事故のない住みよい地域にしてい
きましょう！」と、挨拶がありました。
〔事務局〕

交通川柳優秀作品
◇ もう少し ゆっくり走って みませんか
（１組 高本 唯央さん）
◇ 大丈夫！ と分かっていても まず確認
（１組 及川 花実さん）
◇ お互いに 思いやりを持ち 慎重に
（１組 吉田 和奏さん）
◇ 前見よう 事前に事故を 防ぐため
（２組 高瀬 正景さん）
◇ 危ないよ ななめ横断 事故誘う
（２組 得地 祐菜さん）
◇ 手を上げて 君がいること 知らせよう
（２組 清原
縁さん）
◇ 運転中 煽り合いより 譲り合い
（３組 工藤隆之佑さん）
◇ お酒より 大事な未来 守ろうよ
（３組 阿部 結生さん）
◇ 「ベルトして」 その一言が 命救う
（３組 丸井 翔馬さん）
◇ 命より 大事なのか？ そのスマホ
（４組 佐々木弘希さん）
◇ あおったら 自分も他人も 危険だぞ
（４組 八木田蒼良さん）
◇ 青信号 安心しきるな 注意せよ
（４組 桑原虎太郎さん）
４

