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　　　　会　長　　天岡　環 　　　相　談　役  梅木　勝美  881-2338

　　　相　談　役  宝利　　豊  577-5102
　４月当初からコロナウイルス感染症のため、定期総 　会長（総務部長兼任） 天岡　　環  881-4924
会も書面表決という変則的な形での開催となり、会員  副  総務・会計兼任  黒川  和雄  883-2019
の皆様には大変お手数をおかけいたしました。  会 青少年育成部兼任  永井 ゆかり  885-3357
　さて、6月3日現在、札幌市では、４月からの感染症  長  女性部長兼任  関根　邦江  883-7540
第２波を乗り越えつつありますが、毎日数人の感染症 　　　  会　　計  黒川  和雄  883-2019
が出ており、まだまだ予断を許さない状況が続いてお 　　　 総 務 部 長  天岡　　環  881-4924
ります。   １区長（総務）  片岡　万里  885-1401
　感染症拡大防止と生活を支える活動の狭間で、難  区   ２区長（保健）  高橋　秀雄  882-5662
しいかじ取りを強いられ、コロナとの共生を余儀なくさ   ３区長（防犯）  永井不二雄  885-3357
れている中で、私ども町内会も知恵を絞りながら進め  長   ４区長（福祉）  畑井　昌美  884-0133
ていかなければならないと考えております。   ５区長（交通）  伊藤　美雪  881-8781
　　しかしながら、当面は、密集・密接・密閉を避け感 　女 性 部 長  関根　邦江  883-7540
染症を何としてでも防いでいかなければならないと考  専 　会館運営部長  野口　保典  881-8031
えております。  門   福祉推進委員長  中山　直子  882-3755
　これらの状況により、ここ数年続けております「八望  部   体 育 部 長  佐藤　辰夫  881-4870
台町内会夏まつり」も断念しなければなりません。   青少年育成部長  永井 ゆかり  885-3357
　小さな幼児を初め・小中学生、ご高齢の方、そして、 　　　  監　　事  大野　　寛  888-3577
若い方々も一堂に会し、皆で楽しみながら親睦を深 　　　  監　　事  中村サツキ  882-2443
めてきた行事ですが中止せざるをえず、非常に残念 　平成会会長  梅木　勝美  881-2338
に思います。 　　　子供会世話人代表  佐藤　礼子  557-6317
　また、七夕まつり子ども花火大会、ラジオ体操も大  民生・児童委員  中村サツキ  882-2443
事をとり、中止にすることにしました。ご理解の程宜し  民生・児童委員  三好　節子  883-7447
くお願いいたします。
　症状の無い感染者の方もいらっしゃり、今後の見通 【新型コロナウイルス感染症連絡先】
しがなかなつかない現状です。困難に直面している     2020  5月「広報さっぽろ」より
事業者・従業員の方、医療に携わる関係者、福祉や   ※  一般電話相談窓口
介護施設の方、児童生徒等、その他多くの方々が大 ☎ 632-4567 (毎朝9時～21時)
変な状況です。詳しいことはよく分かりませんが行政   ※緊急安心センターさっぽろ(帰国者・接触者相談
には、ＰＣＲ・抗原検査・抗体検査等を積極的に進め、 　　 センター)☎ ♯7119 または ☎ 272-7119
全体像を把握した中で、見通しを持った生活ができる 　　　　(毎日24時間）
様、進めていただきたいと願っています。

［前期予定されていた主な行事予定］

　　　※　今年度は下記の様な行事を予定しておりましたが、コロナウイルス感染症のため
　　　　 多くの行事が中止になります。検討中の行事につきましては、近くになりましたら
　　     改めて実施の有無を回覧等でお知らせいたします。

町内一斉清掃 ラジオ体操・七夕まつり    八望台福祉まつり
　春：中止 　　　　　　中止 　　   　検討中

花壇に花の苗植え 八望台夏まつり おたのしみ会
　　実施：済 　　中止  前期中止・,11月検討中
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　　　　　　☆　新役員のご紹介　☆ 　　　　　　◇　　班長さんが変わりました　◇
　　　就任にあたって　　　４区 区長   畑井　昌美

 　前期班長さん 　令和２年前期班長名簿
　この度、前区長 野口様の後任として区長の任を
引き継ぐ事となりました。 区 班 　　氏　　名
　微力ながら町内会の発展の為お手伝いが出来れ 　 令和２年4月１８日に、 　１区長  片岡　万里
ばとお引き受け致しました。  前期班長会が開かれ新 1班  因幡　英二
　何分にも役員として初めての活動に携わるもので  しい班長さんに引継ぎ 1 2班  若月　早苗
不慣れからご迷惑、ご不便をおかけする事も多々あ  が行われました。 ３班  上田　久美子
るかと思いますが、４区の皆様の連絡係として頑張 　 今年は、コロナウイル 区 4班  岩野　裕之
ってまいりますので、どうぞ宜しくお願い致します。  ス感染症の心配の中で 5班  深尾　正枝

 の船出で、班長さんに 　２区長  高橋　秀雄
 は、いろいろご迷惑をお 1班  山形　雄也

     　前八望台町内会 会長 宝利 豊氏退任  かけいたしますが、半年 2 2班  阿部　和洋
　　　　　　～長い間ありがとうございました～  間宜しくお願いいたしま ３班  後藤　つぐ美

 す。 区 4班  山田　公也
　平成21年度より11年間の長きに渡り、町内会役員    会員の皆様には回覧 5班  力丸　安真
としてご尽力いただきました。また、現在も相談役と  をスムーズに回しいてい 6班  天沼　助二
してお努めいただいております。  ただき、班長さんへのご 　３区長  永井不二雄
　会長時代には、町内会規約の改正を初め、町内会  協力をお願いします。 1班  出角　昭一
館の維持管理、町内会活動の活発化にお力添えを 3 2班  岡本　修二
いただきました。   前年度後期班長さん ３班  松野　篤子
　 これまでの数々のご功績を讃え、令和2年度の定 区 4班  土開　康生
期総会にて感謝状を授与させていただいております。 5班  金野　富吉

　 後期班長さんには、町 6班  斉藤　康二
 内会費の集金・定期総 　４区長  畑井　昌美

※　4区区長の野口保典氏は、今年度区長を退任し  会の議案書の配布、書 1班  中平　　隆
　新たに会館運営部長に就任いたしました。  面表決書の回収など大 4 2班  田中　真人
　　引き続き役員としてご尽力いただくことになりまし  変お世話になりました。 ３班  川角　志津子
　た。どうぞ、宜しくお願い致します。 　 今後共、町内会の活 区 4班  加藤　広之

 動にご協力いただきます 5班  北原　勝夫
　♢♦ ７５歳を迎える敬老者への記念品の贈呈 ♢♦  様宜しくお願いいたしま 6班  俵     愛子

 す。 　５区長  伊藤　美雪
　毎年、７５歳の誕生日を迎える方へ３，０００円相当 1班  榎本　　晃
の記念品を贈呈しております。今年は、昭和20年生 5 2班  林　　　祐介
まれの方が対象となります。９月21日敬老の日にお ３班  工藤　隆司
届けする予定です。近くになりましたら回覧でお知 区 4班  高橋　徹夫
らせいたします。 5班  永尾　広史

 ★☆★　ゴミステーションの利用について　★☆★

　　　　保健衛生部長　高橋　秀雄 　　　［北野地区発行の 「家庭ごみ収集日カレンダー」

　 日頃より会員の皆様には、ゴミステーションの維持         　　　　の購入を取り止めることにしました。］

　管理にご協力いただきありがとうございます。 　　　これまで北野地区発行の「家庭ごみ収集日カレン
　 最近は、皆様のご協力によりカラス被害によるゴミ 　　ダー」を購入し各戸に配布してきましたが、毎年この
　の散乱が少なくなってきております。 　　時期　(10月） に札幌市より「家庭ごみ収集日カレン
　 しかし、ゴミ袋が少しでもゴミ箱から出ているとカラ 　　ダー」が配布されております。比較し少し小さいサイ
　スの被害に合うことになります。 　　ズですが、重複を避け有効に活用しようということに
　　ゴミを出す時は、出来るだけ奥の方に入れるよう 　　より北野地区発行の「家庭ごみ収集日カレンダー」
　ご協力をお願いします。 　　を購入をしないことにしました。

　　※　これまで支出してきた北野地区発行の「家庭ごみ収集日

　　　［箱型折り畳み式ゴミ箱の設置について］ 　　　　　カレンダーの購入費約3万円は、折り畳み式ゴミ箱の購入

　平成30年より、カラスの被害を防ぐため箱型の折り 　　　　　等に活用できます。 札幌市から発行されるゴミカレンダー

畳み式ゴミ箱を少しずつ増やしています。カラスによ 　　　　　の有効利用をお願いします。

る被害が少なくなり大変役立っています。
　ただ、一度に大量に設置すると買い替え時の作業
が大変になることやその年の費用もかさむことから、 　　◇箱型折り畳み式ゴミ箱◇
年に７～８個を目途に取り替えていきたいと考えてお
ります。しっかりしているゴミ箱を除き、２～３年中に
改善していく予定です。
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　コロナ関連詐欺にご注意を 　　会館の利用について　
　　　　 防災・防犯部長　　　永井　不二雄 　　会館運営部長　　　野口　保典

　日頃より会員の皆様には、防災・防犯活動にご協力 　　今年度から会館運営部長を引き継ぎました野口でご
頂きありがとうございます。 　ざいます。よろしくお願いします。
　さて、新型コロナウイルス感染症に便乗した詐欺に 　　現在の会館利用状況についてですが、新型コロナ
ご注意を！　特定定額給付金の給付を装った特殊詐 　ウイルスの流行以降、自粛が続いていますが、緊急
欺に注意してください。市区町村や総務省などがＡＴ 　事態措置が解除された後、若干の利用が始まってま
Ｍの操作をお願いすることは、絶対ありません。また、 　す。まだまだ安心は出来ませんが、状況を見ながら利
給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対 　用開始されてはどうでしょう。
にありません。住民の皆様の世帯構成や銀行口座の 　　今後とも安心して利用して頂くために、使用後の後
番号などの個人情報や電話や郵便、メールで問い 　片付けよろしくお願いします。
合わせすることは、絶対ありません。 　　申し込みをお待ちしています。
　　　　　　　絶対に教えない！渡さない
・暗証番号　・通帳　・マイナンバー　・口座番号 【 会館借用までの流れ 】
・キャッシュカード
　なりすまし、オレオレ詐欺等に十分注意してください。 　会館使用申し込み 会館運営部長
不審電話、メール、不審訪問等には十分注意すること。 （使用前月に連絡） 　 野口宅
  問い合わせ先 ⇩ ☎ ８８１－８０３１
　　　　　　豊平警察署（０１１）　８１３－０１１１  使用料金を添えて申込書に記載
　　　　　　警察相談ダイヤル　   ♯９１１０ (使用許可を受ける)

⇩
 会館の鍵　 鍵　１ 大野宅

            【 街路灯の市への移管について 】 ( 鍵の保管者から借り 鍵　2 平間宅
 解錠して使用 ) 鍵　3 野口部長

　八望台町内会管理の街路灯は、30灯ありましたが、 ⇩
平成28年度より、将来の電気代節約のため札幌市へ 使用後、  会館使用 ： 後始末点検表に記載

の移管を少しずつ進めてきました。 (点検表を添えて、鍵を返却する)

　市への移管の条件として水銀灯をＬＥＤに変更しな (施錠時刻を必ず記載する）

ければならず、平成28年度から約720,000円ほどの
予算を投入し平成30年度で24灯の移管を終えました。 ※　会館使用料金
　残りの6灯は、私有地にあり市へ移管できないため 　　　(平成29年4月改訂）

八望台町内会の管理として残ります。今年度は、６灯 　  午前の部 　  午後の部 　  夜間の部

の内３灯のＬＥＤ化をしました。残り３灯は来年度の予 室　名 8:00～12:00 12:30～16:30 17::00～21:00
算でＬＥＤ化を終える予定です。 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季

　市への移管前、年24～25万程支出していた電気 ライラック 500 700 500 700 600 800
料も、残り6灯分の5～6万円程度に抑えられることに (会員外) 650 850 650 850 750 950
なります。ご連絡まで！ ポプラ 500 700 500 700 600 800

(会員外) 650 850 650 850 750 950
町内の路地での交通事故防止 いちい 600 800 600 800 700 900

(会員外) 800 1,000 800 1,000 900 1,100
交通安全対策部長　　　伊藤　美雪 大ホール 1,500 1,900 1,500 1,900 1,700 2100

(会員外) 1,950 2,350 1,950 2,350 2,150 2,550
　最近、塀や樹木など見通しの悪い交差点で、自転 全　館 ,3000 4,100 ,3000 4,100 3,400 4,500
車や車の出会い頭事故が起きています。 (会員外) 3,900 5,000 3,900 5,000 4,300 5,400
　交差点に入る前には十分に減速し、徐行して通過 ※　冬季料金は、燃料代も含まれています。
してください。 ※　全日の使用も可能です。相談下さい。
　ちなみに、徐行とは車両等が直ちに停止する事が
できる速度(道路交通法第２条）おおむね自転車は 　【 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の廃棄 】
4キロ・車は10キロ以下とされています。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　 会館に設置しているＡＥＤが耐用年数を迎えました。
　　 ＡＥＤの耐用期間は約7年で、継続していくためには

回覧物は、できるだけ早めに 　 新しく本体を買い替えていかなければなりません。
　　　　　　総　務　部　　　　片岡　万里 　　 本体価格は、約２３万、成人用パットは2年毎に交換

　 で2組：約4万円、バッテリーの交換は4年毎に3万4千
　いつも回覧にご協力していただきありがとうございま 　 円の維持費がかかります。
す。 　　　また、ＡＥＤは命に係わる機器で、いつも最適な状
　町内会の回覧は、10日に１回程度、月に３回程回し 　 態を保ち維持管理しておく必要があります。会館には
ております。時には、お知らせだけでなく参加や申し 　 常駐する者もいなく、いざという時に不備があってはな
込みなど重要な物もあります。回覧は、できるだけ早 　 らず、管理上難しいこともあり新規購入をしないことと
めに回していただきます様宜しくお願いいたします。 　 しました。
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            女性部の活動予定 福祉推進委員会活動の予定
                        女性部長　　関根　邦江 福祉推進委員長　　中山　直子

新型コロナウイルス感染に伴い、皆様の健康を第 新型コロナウイルス感染騒動の中、皆さま、いか
一に考え、当面の間女性部の活動を中止することに 　がお過ごしでしょうか。
いたしました。 その拡大防止のため、当委員会は当面の間、活

　動を休止しております。(町連も休止状態です。)よって
　　　　・ガン検診　　　　　　　　 　・・・    中止 　例年実施していました、「おたのしみ会」・「きたのくら
　　　　・北野ふれ合い夏まつり　・・・　　中止 　ぶin八望台」も、残念ながら中止となりました。
　　　　・研修会・親睦会　　　　　 ・・・    検討中 　尚、10月の福祉まつり・11月のおたのしみ会は、今後
　　　　・1円玉募金 　　　検討中 　の状況を見ながら判断したいと思います。

いずれにしましても、「新しい生活様式」にのっとり
　　　　　　　　　八望台町内会女性部 　ながら、少しでも快適な日々を過ごせます様、お祈り

　　　　　　令和2年度 　役員班長名簿 　いたします。♡♡♡
　　※マスク・手洗い・うがい～健康チェックを習慣にしましょう！

部　長  関根　邦江 ◎は、各区の副部長 　　※3密をさける(密閉・密接・密集)～心の距離はとらないで!

1班 一色　文子 3 4班 真鍋　和子 　　※特に、医療関係従事者の皆様には、感謝いたします！

1 ◎ 2班 山本　奈緒 5班 伊藤　八恵子
3班 熊谷　ゆかり 区 6班 吉田　由美子 　　八望台町内会

区 4班 柴田　昭子 ◎1班 高島　美恵子 　　　　令和2年度　　福祉推進委員会名簿
5班 菊地　葉子 4 2班 松永　美惠子
1班 丹代　未希 3班  呉　　美智子 役職名 氏　　名 役職名 氏　　名

2 2班 関口　美穂 区 4班 靍田　昭枝 委員長 中山　直子 副委員長 永井 ゆかり
3班 河野　ツタ 5班 鈴木　亜希子 副委員長 畑井　昌美 会　　計 大西　昌子

区 4班  曺　　陽子 6班 山田　慶子 　委　員 八木沢 鴻子　委　員 三好　節子
◎ 5班 折田　有子 1班 藤井　美紀 　委　員 大野　旬子 　委　員 宝利　　豊

6班 大内田ひろ子 5 2班 遠藤　恵子 　委　員 片岡　万里 　委　員 俵　　愛子
3 1班 渡辺 志津子 3班 江渡　千鶴子 　委　員 渡部 美佐江　委　員 伊藤　美雪

2班 高橋　真紀 区 ◎ 4班 荒矢　美幸 　委　員 高橋　秀雄 　委　員 赤石　広子
区 ◎ 3班 神田　佑香 5班 山田　京子 　委　員 川下 ちよ子 　委　員 中村 サツキ

　委　員 永井 不二雄　委　員 関根　邦江
　委　員 天岡　　環 　委　員 田中　昭子
　委　員 林　　健彰 　委　員 松田　三恵
　委　員 佐藤　辰夫 　委　員

【昨年度の福祉まつり】
　　　　　　（可愛いですね！キッズダンス）

★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★　☆　★

【要配慮者への避難支援の継続のお願い】

　 北野地区社会福祉協議会では、平成２８年度より
災害時に、ご自身やご家族の力だけでは避難所ま
で避難することが難しい方の支援を行ってきており、
それを受け、各町内会単位で要配慮者への避難支
援に取り組んできています。
　八望台町内会では、「平成２８年度～平成元年度」 　　　　　　（すてきですね！作品展示室）

避難支援の要配慮者の方は２９名、ご近所で支援に
ご協力していただいた方は43名です。
　緊急時の時は、支援者の方も自分の身とご家族の
身の安全を第一とし、状況に応じてご近所の方々と
一緒に要配慮者の方へのご支援をいただけますよう
宜しくお願いいたします。
　平成28年度当初からご協力のご承諾をいただいて
おります方には、時間も経過しておりますが、今一度
ご確認いただけましたら幸いです。
　ご事情が変わりましたら、役員にご連絡ください。


