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不在日：土・日・月曜日・祝日
（写真下：7 月 29 日、藤谷部会長より審査員に申請内容を説明）

女性部会からの報告・お知らせ
■ 斜里町まちづくり 1％支援事業に申請

部会では「サービス介助士 2 級取得講座」受講にむけ補
助金の申請を提出し、8 月 12 日決定されました。
受講案内を回覧していますので、希望者はお申込下さい。
■サービス介助士とは？ 介護士さんやヘルパーさんのよう
な専門の資格ではなく、病院・イベント会場・スーパー・駅・道路などで、高齢者や身体の不自由な方等手
助けを必要とする方が居合わせた時に、「おもてなしの心」で手を差し延べる知識を持つ資格をいいます。
■やすらぎの苑へ慰問
8 月 6 日（金）「やすらぎの苑」において、恒例の納涼盆踊り
が開催され、部会はバザーの「でんぷん団子」作りや焼き
鳥・あんみつの売り子で参加しました。
日照と蒸し暑さに負けず、元気なおがっちゃの売り子（？）
に苑の利用者さんも思わず笑顔！！楽しいひとときでした。

■ ふれあいタウン 2010 に出店
8 月 8 日（日）ゆめホール知床において、２５周年を迎えた
「ふれあいタウン 2010」 が開催され、部会は今年も「ふれ
あい喫茶」を出店しました。

（写真左）

参加者 11 名がフル回転で、お茶・ジュース、アイスクリー
ムなどを販売しました。朝方までの雨も上がり、時折夏の
日差しが照りつける中、品物は飛ぶように売れ、大盛況の
うちに幕を閉じました。ご協力ありがとうございました。
■「みちくさサロン」の実践報告
8 月 19 日（木）社会福祉協議会で開催された「安心・安全・福祉の
まちづくり活動」推進会議の中で、「みちくさサロン」の実践報告を
しました。まだまだ反省も課題もありますが、継続して開催している
ことを評価していただき、大変うれしく思いました。（写真右）
年金支給月日を「サロン」の日として、「道の駅しゃり」で開催してい
ます。次回は 10 月 15 日（金）です。是非立ち寄ってみて下さい。
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児童福祉部会の夏休み活動とお知らせ
夏休みラジオ体操会開催
子どもたちが夏休みに入り、11 会場で各自治会ラジオ体操会が朝 6 時 30 分から 開催
されました。毎朝、子どもたち、地域の皆さんの参加もあり、心地よい汗と笑顔をいただきました。
今年も、オホーツクカード事業組合さんより健康ポイントの提供をいただき、ご協力ありがとうございました。
来年度、子どもを中心として新たに実施したい自治会・団体があればご連絡下さい。
ラジオひとつで開催できます。 家先でも構いません。早起きして地域の皆さんと楽しみませんか。

夏 ふれあいタウン 2010 子ども縁日
8 月 8 日（日）、ゆめホール知床で開催された「ふれあいタ
ウン 2010」に、当部会も「子ども縁日」で役員 12 名、自治
会より 14 名が参加運営しました。（今年は、中学生 1 名、
小学生 1 名も一緒に遊んでくれました。）
焼きそばコーナーやバチンココーナー・ヨーヨー釣り・スマート
ボール・型抜き、そして、人が入る巨大シャボン玉遊びコーナ
ー等遊びの広場で、子どもたちと一緒に遊びました。
（写真上：バチンココーナー～身を乗り出してバチ～ン！！）

子ども仮装盆踊り
8 月 15 日（日）道の駅しゃりで、子ども仮装盆踊り大
会を開催しました。
あいにく雨の中の開催となり、外で踊ることが出来
なく、大変残念でした。
9 組 31 名の参加で、手作りの衣装によるヒーローに
大変身！！やアニメのキャラクターの登場など、かわい
い姿に仮装してくれました。（写真左上）
子ども盆踊りの太鼓の打ち手も朝日町第二・第三
自治会の 6 人が参加してくれました。（写真左下）

秋季ジュニアリーダー研修会を開催します
今年のジュニアリーダー研修会は日帰りコースで、下記により開催します。

★と き ： 9 月 5 日（日）（バス移動～午前 8 時 30 分 ゆめホール知床発～午後 5 時帰着・解散）
★場 所 ： ネイパルクッピー常呂
★参加対象者 : 町内の小学 4 年生～6 年生（定員 30 名）
★参加費 : 1,000 円（教材費・当日持参してください。）
★カリキュラム ： 野焼きパン、石窯ピザづくり体験、ウォークラリーを楽しみます。
★はじめて会う子ども同士が、研修を通じて仲良くなり、体験や失敗を通じてお友だちをつくっ
ていきます。育成者も引率しますが、その他一緒に遊んでくれる中高生を 5 名募集します。
★夏が終っても遊びに終わりはありません。9 月 23 日（木・祝日）に図書館祭りでゲームをしたり、冬のジ
ュニアリーダー研修会の企画など、子ども会の運営企画・協力できる方を募集しますので、興味のある
方はご連絡下さい。（中高生も大歓迎です。）地域の皆さんの協力があって、子どもたちが輝きます。

★問合せ先・・・自治会連合会児童福祉部会 事務局長 佐竹 要 （
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防犯ポールサインの標語決定！

防犯生部会

◆今年も、町内の小中学児童・生徒を対象に募集していたポールサインの標語が決まりました。
251 件の応募があり、部会役員 9 名によって 13 名の標語が選ばれました。
近く選ばれた標語のポールサインを町内に設置します。ご協力ありがとうございました。
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花壇コンクール審査

◆9 月 5 日（日）、花いっぱい運動事業に参加している自治会を
対象に「花壇コンクール」の審査を予定しています。
日頃から花壇整備にご協力いただき、ありがとうございます。

事務局日誌

（7 月末～8 月末）

■連合会

12 名、自治会 14 名）▲8/9 盆踊り準備（道の

▲8/19 三役会議（役場・5 名）

駅しゃり・2 名）▲8/15 仮装盆踊り大会（道の

■防犯部会

駅しゃり・役員 8 名、自治会 2 名）▲8/31 役

▲8/18 役員会（ゆめホール・9 名）▲8/22 斜

員会（ゆめホール）

里町神社祭典合同巡視協力（町内・4 名）▲8/30

■女性部会

「自治連だより」折込み（役場）

▲8/6 やすらぎの苑慰問（やすらぎの苑・15 名）

■環境衛生部会

▲8/7 四役会議（ゆめホール・5 名）▲8/8 ふれ

▲8/19 三役会議（ゆめホール・4 名）▲8/30 「自

あいタウン 2010（ゆめホール・15 名）▲8/13 三

治連だより」折込み（役場）

役会議（ゆめホール・4 名）▲8/19 安心・安全

■児童福祉部会

福祉のまちづくり活動推進会議（社会福祉協議

▲8/7 ふれあいタウン準備（ゆめホール・6 名）

会・10 名）▲8/23 四役会議（ゆめホール・5 名）

▲8/8 ふれあいタウン 2010（ゆめホール・役員
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自治会の紹介
第 9 回 朝日第三縁日祭り・
一週間遅れで開催！！
今年の朝日縁日祭りは、晴天の中 7 月 31 日（土）午前
11 時から午後 2 時までの時間帯で楽しく開催すること
が出来ました。自治会役員が創意工夫して企画立案した
食べ物の店 11 点や各種ゲームの遊びの店 8 点など多
（写真：会場の朝日町第三自治会館前で地域の交流）
種多彩。当日は役員・班長・自治会応援隊による実行委員会総勢 40 名が汗だくとなって、集まった約 200 人
の人達にひと時を楽しんで頂きました。祭りの最後を飾る参加者全員の抽選会、会長賞のお米は応援隊の高
橋さんがゲットし、フィナーレを飾りました。
当初開催予定は 7 月 25 日でありましたが、前日（24 日）のドシャ降りにより、急遽一週間遅らせての開催とな
りました。そのために、他の団体行事と重なったこともさることながら、遊びコーナーが一部変更されたり、子
ども達の参加が予定を大幅に減少するなど、予定を変更することの難しさを思い知らされました。

子ども盆踊り～勢いをつける屋台！
朝日第二・第三自治会合同で開催している子ども盆踊りは、
今年は台風のため 1 日延ばし、13～14 日両日の実施とな
りました。（写真右：会場は風見鶏のある三角公園。）
子ども盆踊りがだんだん寂しくなり、大人の数も少なくなっ
て来た時に、盆踊りらしく賑やかで楽しくとの思いから屋台
をはじめ、今年で 5 年目になります。以来、年々人が集まり、
今年の初日は約 300 人にもなって夏の夜は大賑わいで
した。地域以外の方も大勢集り、屋台の売り上げにも協力していただきました。

第 10 回 青葉町まつり

写真下：かえで東集会所横の会場で開催。スマートボールに夢中！

8 月 1 日（日）午前 10 時 30 分から午後 2 時まで青葉町まつりを開
催し、約 200 人の人たちが集まりました。
前段に、自治会役員を辞職した方々の慰労をたたえ表彰状と記念品
の贈呈を行いました。
雨を避けるため開始時間を 30 分早めましたが、お祭り開始と同時
に降りり出しました。会館の中でカラオケ大会、外では「子ども流しソ
－メン」「スイカ割り」や「ヨーヨー釣り」「射的」「型抜き」等のゲームを
楽しみました。 また、焼き鳥、綿飴、氷かき、でんぷん団子、飲み
物等の売店は大繁盛！！途中から一時雨も上がり、あっという間に時間が過ぎていきました。
お祭り最後の目玉であるビンゴゲームで皆に景品が渡され、大盛りあがりの中終了となりました。
実行委員の方々、交通
整理にご協力いただい

写真右

方々、ありがとうござい

氷かき

ました。

写真左

当自治会では、斜里三

子ども

大祭りの一つだと自負

流しソ

しております。

－メン
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