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1,コ ロナ ウイル ス感染症再拡大に

よる市 中及び 会行事の中止・

変更 について

会員の皆様にはコロナ感染防止

のため、 日々不安の中で毎 日お暮

らしのことと思います。

7月 11日 (日 )で 「まん延防

止等重点措置」も解除 されま した

が、会員の皆様にはこれまで以上

に 「マスクの着用」「手荒い、手

指の消毒」「3密 回避」な ど基本

的な行動にご注意頂 きますよう、

ご協力をよろ しくお願い します c

●北新夏まつ り (7月 ) 中止

●千歳市民納涼盆踊 り大会 (8月 )

中止

●千歳神社例大祭 (9月 )

神輿、露店、祭典寄付等 中止

●役員会は、 7月 以降も当分の間

中止 (書面会議による)

6月 までの各部行事報告は、添

付書類を参照 してください。

町 内 だ よ り 7月ゴヒ
.ヽ
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●青少年育成

部の夏休み

行事

・ラジオ体操

今年度 も実

施 します。

近 くな りま したら、詳細について

連絡 します c

・七夕まつ り、お泊ま り会は 中止

・子 どもみ こし 中止

・荀文老会については 9月 26日 (日 )

を予定 しますが、祝宴は中止 し、

75歳以上の会員への祝品につい

ては、お届けします。

2,令和 3年度 千歳市に対す る町

内会 の要望について

今年度の千歳市への要望事項に

ついて、会長の方で取 りまとめま

す。町内会 |こ ついて、何か要望が

ございましたら、7月 末を目処に、

浜会長まで連絡をお願い します。
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3,現在の町内会の問題点 と処置 に

ついて

浜会長より町内会のゴミボック

ス 。会館前の路面舗装工事につい

て連絡がありましたので報告 しま

す。

①  5月 連体の頃、再三の町内会ヘ

の 勧誘 も、町内会未加入でゴミ

ボックスを使用 して、ゴミの分別

など問題化 している 2個 のアバー

トに、事前のゴミボックスを置 く

よう千歳市に要望をだ しま した。

千歳市の条例か ら6世帯以上の

アパー トには設置義務がありま

す。早速、千歳市環境センターで

動いて頂き、業者 と調整 してくれ

ました。その結果、 6区 「パ レス

大栄アパー ト」は、 6月 23日 に

設置、 11区 の方は調整中です。

② 北新通の 3区石狩モーター前

「青山クリーニング店向かい」の

ゴミボックスが 5月 連体の頃、大

きく破損 し、住民か ら新設の要望

があ りました。 6月 24日 に新 し

く設置をおこないま した。

③  ll区 くまがい薬局の前のゴミ

ボ ックスが大きく破損 してお り驚

きま した。応急処置をおこないま

したが、全体的に古 く、現在新 し

いゴミボックスを注文中です。

④ 北栄南町内会館前の玄関回路面

が破損著 しく、高齢者の会館出入

りの安全 と冬の除雪が しず らい等

のチ里由か ら、 6月 24日 と25日
の 2日 間で、路面の舗装工事を行

いました。

砂利が敷かれて無 く、今回、砂

利入れをしっか り行いましたの

で、耐久性はよくな りま した。本

来であれば、米軍移転交付金など

を利用す るところですが、その制

度は、現在困難の状況か ら特別会

費の捻出で処理いた しま した。

約 50万円の予算 とな ります。

4,長寿会 「花壇整備」

6月 10日 (木 )中 の橋通 りの

花壇 の整備が行われました。

5月 か ら花壇 の畑起 し、施肥作

業を行ってきま した。当 日は 10
名の会員が集ま り、花壇の整備が

行われま した。

長寿会の皆様 ご苦 労様で した。

7月 の資源回収 日

7月 28_日 _金上上_資遊題亘蔓生L

朝 8時 30分 までに、 自宅玄

関前 な どに、種別 ごとに分別 し

て 出 して下 さい。 なお、 ビン類

。発砲 トレイ は回収 出来ませ ん

ので、 ご注意下 さい。


