
 

敬老祝賀会開催の 

お知らせ 
 

来る9月17日(土)、恒例の敬老祝賀会が開催

されます。昨年は日の出地区との合同開催でし

たが、今年はサン･ビオ地区単独での開催となり

ます。 

当日は小学生のかわいらしい歌声やメッセー

ジ、春日市の芸達者なお宝名人にも参加してい

ただき、楽しいひと時を過ごしていただけるよう準

備しています。自治会より 80 歳以上の方にご案

内しますのでお気軽に参加ください。 

★日時  9月 17日(土) 11：00～13：00 

★場所  サン・ビオ公民館 集会室 

 

 

 

春日市スポーツフェスタ 

参加者募集 
 

10月 9日(土)、春日市スポーツフェスタが開催

されます。 

サン・ビオ自治会では下記の自治会対抗競技

の参加者を募集していますので、参加ご希望の

方は公民館までご連絡ください。 

★実施種目 ・ グラウンドゴルフ（オープン 

  の部、グランドシニアの部） 

 ・ ビーチボールバレー 

 ・ ゲートボール 

★応募締切り 9月 12日(月) 午前 10時まで 

 

市長出前トーク開催！ 
 

７月１３日(水)、午後７時３０分から、井上市長

をはじめ春日市役所の各部長、教育長の出席の

下｢市長出前トーク｣が開催され、サン・ビオ地区

からは、約７０名の皆さんが参加されました。 

当日の｢出前トーク｣は、サン・ビオ自治会長の

挨拶で始まり、大山会長から、当自治会の構成

がサンリヤン地区(分譲)、アーベイン地区(賃貸)

と異なることによる自治会加入に課題があること

など、当自治会の諸事情を説明し、市へ自治会

加入促進の側面的な援助を要請しました。 

続いて、春日市から市の平成２３年度予算を

中心に説明の後市長から平成２３年度の主要な

事業について詳細な説明がありました。 

引き続き意見交換があり、住民の皆さんから

昨年の出前トークで出た意見に対する市の対応

についての意見、サンリヤン地区汚水桝改良工

事後の措置についての要望など、熱心な意見交

換があり、予定の時間をオーバーして９時３０分

に閉会となりました。 

当日の意見交換についての春日市からの対

応、措置については、自治会へ文書にまとめら

れ送付されていますので、閲覧ください。 
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夏祭り盆おどり大会 
 

さる8月6日(土)、日の出地区とサン･ビオ地区

合同の夏祭り盆おどり大会が日の出小学校グラ

ウンドで開催されました。当日は天気にも恵まれ

大勢の子供たちや地域住民の人たちに参加し

ていただきました。 

今年は、出来るだけ多くの人が盆踊りに参加

しようとの呼びかけで 3回の踊りの練習に児童た

ちもお母さんと一緒に参加され、当日は、子ども

から大人まで大勢の人たちが踊りに参加されま

した。 

また、今年から春日北中学校の生徒たちも地

域行事に参加しようとの目標を作りの一環として、

夏祭り行事の本番だけでなく準備や後片付けに

も参加してもらい助かりました。 

今年の夏祭りは、子どもたちの協力の中で地

域住民の人たちも多数参加されての夏祭りとなり

ました。 

子ども育成会、PTA、自治会の各役員のご協

力にも感謝いたします。 

 

 

 
 

 

 

 

ボランティア貯金で被災地支援 
― 日の出小学校 ― 

日の出小学校では、地域の活性化と東日本

大震災復興支援のためボランティア貯金の取り

組みをスタートしました。 

ボランティア貯金とは、児童が資源回収やクリ

ーン作戦、除草作業など地域行事やボランティ

ア活動に参加した場合にボランティアカードにス

タンプを押し、そのスタンプの数に応じて自治会

がお金を拠出し、貯まったお金を東日本大震災

の被災地に送って復興に役立ててもらおうという

取り組みです。 

支援先は宮城県の日の出町にある鍬ヶ崎小

学校が予定されています。 



ケーブルテレビが中継します 
― サン･ビオキッズ ― 

毎週火曜日、10 時～12 時にサン･ビオキッズ

が開催されていますが、9月 6日(火)はケーブル

ステーション福岡が取材に訪れ、活動の様子が

ケーブルテレビで放映される予定です。 

★放送予定 

9月 6日(火)  19：00、21：00、23：00 

9月 7日(水)  3：00、7：00、11：00、15：00 

 

 

ふれあいサロンより 
 

6月 29日(水)、七夕飾りを作りました。 

 

 

8月 3日(水)、フラダンスを楽しみました。 

 

防火訓練実施 
 

６月２６日(日)１３時から、サンリヤン管理組合と

自治会の共同で防火訓練を実施しました。 

当日は、台風５号の影響で強風が吹く中、子

どもたちを含む約４０名の方が参加され、消火器

の操作の指導を受けたあと、標的に向けた消化

操作を体験されました。 

子どもたちは、何度も操作に挑戦していまし

た。 

万一の際も落ち着いて消火器の操作が出来

る自信を持っていただきました。参加した皆さん、

お疲れ様でした。 

 

 

 

 

サンリヤンⅢ番館で火災発生！ 
 

７月１９日(火)未明、サンリヤンⅢ番館で火災

が発生しました。 

一度鎮火後再度火災となり消防車が二度出

動しました。お互いに火の取り扱いには注意をし

て、安心、安全な住みよい地域づくりに取り組み

ましょう。 
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福祉会員、日本赤十字社員の加入 

ありがとうございます 
 

前回の自治会だよりでも募集しておりました今

年度の福祉会員と日本赤十字社員は以下のと

おり加入申し込みがありました。 

・ 社会福祉会員     ２２名 

・ 日本赤十字社社員  １２名 

ご加入いただいた皆様ありがとうございました。

入会費はそれぞれ社会福祉協議会、日本赤十

字社の活動の原資となり福祉の充実に役立てら

れます。 

引き続き募集を行っておりますので、加入ご

希望の方は公民館までお問い合わせください。 

 

秋の交通安全週間 
 

9月 21日～30日は秋の交通安全週間です。

自治会でも小学校付近で交通指導を行います。 

組長会議議事内容の報告 
 

実施日 議事内容 

7月 18日

（月） 

 日の出小学校の UR(ビオトープ)

活用依頼とボランティア貯金に

ついて 

 道路冠水表示システム設置と相

生踏み切り横断歩道について 

 夏祭りについて 

 アーベイン自治会加入に関して 

8月 21日

（日） 

 夏祭りの報告 

 道路冠水表示システムとアーベ

イン 1号棟道路の報告 

 敬老祝賀会について 

 アーベイン自治会加入について 

 

今後の行事予定 
 

9 月 6日 火 サンビオキッズ 10:00 10月 4日 火 サンビオキッズ 10:00 

 8日 木 自治会役員会 19:30  8日 土 資源回収(育成会) ～9:00 

 9日 金 防犯パトロール 20:00  9日 日 スポーツフェスタ  

 10日 土 資源回収(育成会) ～9:00  11日 火 サンビオキッズ 10:00 

 13日 火 サンビオキッズ 10:00  12日 水 ふれあいサロン 10:00 

 14日 水 ふれあいサロン 10:00  13日 木 自治会役員会 19:30 

 17日 土 敬老祝賀会 11:00  14日 金 防犯パトロール 20:00 

 18日 日 組長会議 19:30  16日 日 秋のガレージセール  

 20日 火 サンビオキッズ 10:00    組長会議 19:30 

 21日 水 自治会長会議 13:30  18日 火 サンビオキッズ 10:00 

 23日 金 防犯パトロール 20:00  19日 水 自治会長会議 13:30 

 24日 土 資源回収(自治会) ～9:00  22日 土 資源回収(自治会) ～9:00 

 27日 火 サンビオキッズ 10:00  25日 火 サンビオキッズ 10:00 

 28日 水 ふれあいサロン 10:00  26日 水 ふれあいサロン 10:00 

      28日 金 防犯パトロール 20:00 

      30日 日 サンフェスタ  

 


