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(題字揮墓 元町内会長 故・井田光――さん)

「コロ十こ町内会活動」
今年度の町内会活動の内、行事、会議関連はほとんど中止とさせて頂

きました。皆さんの健康第一を最優先と考えた対応です。道内では毎 日

10名前後の方の感染が報道されております。
このような中で、 (国 人での感染への防衛策は、やはり、 3密 を避ける

マスクの着用 ・手洗い等基本的な事項の実践が重要と言われています。

冬の季節が到来 しますが、今後 も感染対策の徹底継続をお願いします。

町内会活動の中で、外での開催で3密 を形成 しない催 しは、感染対策

を徹底する条件で行いま した。 「ラジオ体操」 「秋の清掃」 「パークゴル

フ」 「がん検診」を実施 しています。例年開催の 「盆踊 り」 「防災訓練」
「敬老祝い」は残念ながら中止と致 しま した。

10月 以降では、 「バス旅行」 「餅つき大会」 「一人暮らし食事会」
「新年交礼会_|「 ボウリング大会_|「麻雀大会」は中止です。会議は必要

最小限で実施をし、町内会運営に支障が出ないように致 します。

「―円募金」協力のお願い
例年、女性部が窓口で行つている「一円募金」は今年度も実施 します。

班長さんに当該班の会員宅を訪問いただきますが、マスク着用等感染対策を徹

底致しますので、会員各位には、宜しくご協力願います。 (10月 下旬頃)

「資源回収」
毎月、第一 日曜 日は町内会の資源回収 日ですが、 日ごろのご協力に感

謝いたします。これによる収益金は冬の排雪費用に充当しています。排雪費用は

年々上昇している状況です。

け「みんなで賄ごう特殊サギ」
自分で出来る ● 電話防犯機器や留守番電話を活用 しましょう !

● 一番相談 しやすい相談先を決めておきま しょう |

家族で出来る ● 普段から家族 と顔を合わせ、連絡を取 り合い ましょう

● サギの手口に関心を持ち、注意 し合いま しょう |

● 家族だけがわかる合言葉を決めておきま しょう |

地域で出来る ● ご近所さんで普段から挨拶など声を掛け合い ま しょう

● ご近所さんの相談に乗ってあげましょう

北海道警察 相談電話 ♯9110
(1,アルミ缶 ・新聞雑誌 ・段ボール ・ビン類は毎月第一日曜日の資源回収ヘ



特別企画
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開催

9月 27日 (日 )に一月早

いハロウィンを開催 しま

した。日頃、家に閉じこ

もりがちな子供たちに外

に出る機会と、町内会を

周ることで地域を知る機

会と成るべく、―日を楽

しく過ごせたかと考えま

す。

参加者は

中学生

小学生

幼稚園

幼 児

計

5名
28名
4名
6名

43名

皆さん、右の決めら

れたスタンプ・ポイ

ントを巡り、スター

ト地点である「北野

西公園」に到着 して、

景品を受け取りまし

た。コロナ対策もし

つかりと行い、無事

終えることができま

した。

(2)みんなの力で安心・安全な町を
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(3)交通安全には万全の注意を
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町内会活動の報告

ラジオ体操 参加 子供 延 197名 、大人 延 96名。

今年は、 8月 8日 ～ 8月 13日 の 6日 間で したが、すがすが しい朝の

オゾンをたくさん吸い込い込み

皆さん心身共にリセッ ト。

●朝のひとコマ・・・・≫

女性部 ガン検診

環境衛生部 胃がん検診

体育部 パークゴルフ大会  28名 参加 (女性6名 、男性22名 )

男性優勝

女性優勝

1区 4班 安達勝守さん (グ ロススコア 99)
2区 3班 鳥羽耀子さん (グ ロススコア 109)
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―円募金、パークゴルフ

ガーデン冬囲い

加藤  様

うおんたな 様

執行部会
立 7Fヨン｀
口IDⅨ 7ヽ

3区 3班  鈴木  様

5区 3班  敦澤  様

★★ この期間で予定 していた、 「1人暮 らし食事会」、 「女性部バス旅行」
「交通街頭啓発」、 「子供餅つき大会」は、新 コロナウイルス対策

の為、中止 としています。

Ｆ
Ｉ
Ｌ
Q(資
″
dV

新会員ご紹介 北野町内会へようこそ (6～ 9月 )

3区 3班
4区 1班

第 82号に掲載 しました運営組織図の氏名表記に誤 りがあり、

お詫びいた します。
1区 3班 班 長  「佐藤満男」 ―――へ   (正 )「佐藤満雄」

福祉委員会委員  「中谷光弘」 ――――) (正 )「中谷光宏」

編集後記 次号発行 1月 1日  発行 :総務部長 広田正春 (851-5929)

お詫び

(4)特殊詐欺には気を付けて

「
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こr 10月 ～ 12月事業実施予定


