
 

春のクリーン作戦 

76 名参加!!  
 

｢春のクリーン作戦｣が、5 月 8 日(日)に春日市

全市を挙げて行われました。 

当日は天気も良く、サン・ビオ地区でも親子の

参加を含めた 76 名の方々に分かれて、ゴミ、空

き缶などを集め、芝生の雑草を取るなど地区内

の清掃をしていただきました。 

空き缶、ビン、ごみ、雑草、枯れ枝など 10袋を

回収して地区内がきれいになりました。 

参加いただいた皆さん、ご苦労様でした。 
 

 
 
 
 

 

 

平成２３年度 市長出前トーク 
 

今年も恒例の市長｢出前トーク｣が７月１３日

(水)１９:３０よりサン･ビオ公民館にて開催されま

す。出前トークは今年で１１年目、サン･ビオ自治

会では８回目の開催となります。日ごろ暮らしの

中で感じている意見や要望などを直接市長に投

げかける貴重な場となりますので、ぜひ多くの方

の参加をお待ちしております。 

 

 

 

夏祭り盆おどり大会 

8 月 6日(土)開催!! 
 

恒例の夏祭りが、8月6日(土)日の出小学

校で開催されます。 

今年は中学生も企画から参加し、例年と

は違った催し物も開催予定。ぜひご期待く

ださい。 

 

 

 

盆踊りの講習会を予定しています。詳細

は、後日掲示板にてお知らせいたします。 
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北中保護者とフレンズ会有志も 

共同で 
― 防犯パトロール ― 

自治会で組長さん、ボランティアの方と実施し

ていた防犯パトロールを、7 月 8 日(金)から春日

北中学校保護者とフレンズ会有志の皆さんも共

同で実施することになりました。 

パトロールは、毎月第2および第4金曜日で、

時間はこれまでの 21時から 20時に変更して行

います。 

地域内の犯罪、事故防止

への取り組みにご理解いた

だき、多くの方の参加とご協

力をお願いします。 

 

ふれあい運動会 
― 日の出小学校 ― 

恒例のふれあい運動会が当初 5 月 29 日(日)

の予定が雨天のために 6月 1日(水)の平日に延

期して開催されました。地域競技は残念ながら

実施されませんでしたが、平日にもかかわらず保

護者や老人会の方々をはじめ多数の地域の人

たちが見学に訪れ、児童たちの熱演に盛んに声

援を送っていました。 

来年は地域も参加して合同で出来るともっと

感動が拡がるのではないかと期待しています。 

 

 

北中校区自治会主催 

ウォークラリー雨で中止 
 

6 月 12 日(日)開催予定であった、初めての北

中校区 5自治会主催のウォークラリーは、残念な

がら雨で中止になりました。 

当日は、サン･ビオ地区から 70 名が参加予定

で、昼食のカレーや参加賞を用意していました

が、サン･ビオ子ども育成会で急遽子どもたちに

クイズゲームを計画され、11時より 30人の子ども

たちが参加して真剣に楽しみながらクイズに挑

戦していました。 

その後、ウォークラリーに参加予定であった

方々と合わせて 80 人の皆さんが、カレーを食べ

半日を楽しまれました。 

ウォークラリーに参加予定であった方々にお

礼を申し上げます。 

 

 
 

 

 



サンリヤンガーデン横の川が 

きれいになりました 
 

サンリヤンガーデン横の川(クリーク)の土手は、

雑草や樹木が生い茂りゴミが散乱して汚い、との

ご意見が組長会で指摘されましたので、自治会

より春日市へ清掃していただくよう申し入れまし

た。早速、川底の清掃を含めて工事が行われき

れいになりました。 

 

 

 

卓球同好会が発足しました 
― フレンズ会 ― 

5月 24日(火)に中高年男女 6名が参加して第

1回の練習を開催しました。皆さん初顔合わせで

最初は遠慮気味で練習をしていましたが、時間

が立つにつれ溌剌と白球を追われてました。 

今後は毎週火曜日の 14時～17時まで練習を

します。ご希望の方はお気軽に参加ください。お

申し込みは公民館（☎５９２－５５５４）まで。 

 

 

幼児安全法講習会開催 
―サンビオキッズ― 

さる 5 月 31 日、サンビオキッズでは日本赤十

字社より講師をお招きし、幼児安全法の講習会

を開催しました。 

子どもに起こりやすい事故や病気の予防と対

処方法について知識や技術を習得するもので、

万一の場合の応急手当の実技などもあり、参加

した皆さんは熱心に受講されていました。 

 

 

 

サンビオキッズ会員募集 

サンビオキッズは、子育て中の親子の育児不

安の解消、仲間づくり、地域とのつながり作りを

目的に、毎週火曜日に実施されています。 

絵本の読み聞かせやリズム体操、おもちゃ遊

び、離乳食講座など、様々な内容で行われてい

ます。子育ての先輩のボランティアさんが身近に

いて、いつでも相談できることで安心して子育て

をすることが出来ます。 

入会金や月謝などはありません。お問い合わ

せは、サン･ビオ公民館（☎５９２－５５５４）まで。 
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福祉会員募集 
― 春日市社会福祉協議会 ― 

「住み慣れた町で、いつまでも安心して暮らし

続けたい」 誰もが抱く、そんな願いをかなえるた

めに、様々な福祉活動が行われています。その

福祉活動を支えているのが、福祉会員会費です。

福祉会員制度に加入することは、誰もが出来る

福祉活動への参加方法なのです。ぜひご加入く

ださい。お申し込みはサン・ビオ公民館まで。 

 

日赤社員募集 
 

日本赤十字社は、社員を基礎として組織され

た法人で、個人、法人を問わず、毎年決まった

社費(５００円以上)を納めれば誰でもが社員にな

ることが出来ます。あらゆる赤十字の事業は、こ

の社員から納められた社費によって実施されて

います。この機会にあなたも加入して平和な社

会作りの担い手となってみませんか。お申し込み

はサン･ビオ公民館まで。 

組長会議議事内容の報告 
 

実施日 議事内容 

5月 15日

（日） 

 クリーン作戦･防災組織について 

 ふれあい運動会について 

 ついで隊加入について 

 アーベイン自治会加入に関して 

6月 19日

（日） 

 福祉会員、日赤社員募集につ

いて 

 防火訓練参加のお願い 

 防犯パトロールについて 

 アーベイン自治会加入について 

 
 

今後の行事予定 
 

7 月 2日 土 盆踊り講習会（ふれ

あい文化センター） 

9:30 8月 2日 火 サンビオキッズ 10:00 

 5日 火 サンビオキッズ 10:00  6日 土 資源回収(フレンズ会) ～9:00 

 8日 金 防犯パトロール 20:00    夏祭り盆踊り大会 18:00 

 9日 土 資源回収(育成会) ～9:00  9日 火 サンビオキッズ 10:00 

 12日 火 サンビオキッズ 10:00  11日 木 自治会役員会 19:30 

 13日 水 ふれあいサロン 10:00  12日 金 防犯パトロール 20:00 

   市長出前トーク 19:30  16日 火 サンビオキッズ 10:00 

 14日 木 自治会役員会 19:30  17日 水 自治会長会議 13:30 

 18日 月 組長会議 19:30  21日 日 組長会議 19:30 

 19日 火 サンビオキッズ 10:00  23日 火 サンビオキッズ 10:00 

 20日 水 自治会長会議 13:30  24日 水 ふれあいサロン 10:00 

 22日 金 防犯パトロール 20:00  26日 金 防犯パトロール 20:00 

 23日 土 資源回収(自治会) ～9:00  27日 土 資源回収(自治会) 10:00 

 26日 火 サンビオキッズ 10:00  30日 火 サンビオキッズ 10:00 

 27日 水 ふれあいサロン 10:00      

 


