


昭和 47 年の区政開始と同時に苗穂連合町内会

が創立されて 40 周年を迎えました。 

苗穂連合町内会は、春は緑のまちづくり、夏は

フェスティバルに運動会、冬は餅つき大会、雪の

祭典と一年を通し安心安全の楽しいまち暮らし

を目指して活動してきています。 

そんな、苗穂連合町内の歴史やまちづくりに対

する思いを込めた記念誌が完成しました。 

Ａ４版オールカラー253 ページの堂々たる"四

十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」"です。 

"四十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」"は、より多くのみなさまにご覧いただけるよう、

苗穂記念館の苗穂東まちづくりセンターにて公開しています。 

 

今回は苗穂連合町内会 40 周年をお祝いし、その一部を紹介させていただくとともに、記念誌の

編集に携わった方々に、”四十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」”編集裏話やこれからの苗穂

連合町内会にかける思いをうかがいました。また、1月 25 日に行われました 40 周年記念祝賀会の

様子も合わせてご紹介いたします。 

 

四十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」は苗穂連合町内会を構成する 15 単位町内会のみな

さんの思いがこもった記念誌です。 

巻頭での苗穂連町湯浅会長のご挨拶にその思いが纏まっていますので、ご紹介したいと思いま

す。 

 

40 周年記念誌発行に寄せて 苗穂連合町内会 会長 湯浅 義昭 

本年は、私達東区の苗穂地域住民にとりまして「東区苗穂連合町内

会」の創立 40 周年という、輝かしい記念の年を迎えました。(中略) 

私達の苗穂連合町内会も、今では、15 の単位町内会が腕を組み、会

員みなさんの安全安心な生活と親和共同の地域づくりに励んで参りま

したが、東区長さんを始め皆さんの熱心なご指導ご協力によりまして、

この 40 年を大過なく各種行事も行い、大きな成果を上げて参りました

会員みなさまのご努力に、茲(ここ)に改めまして、深く感謝申し上げる

次第でございます。つきましては苗穂地区の生い立ちや、祖先達の苦闘

も顧みて、私達子孫・後輩として、祖先の期待に応えうる発展・努力を

期して「創立 40 周年記念誌」を発刊いたしました。(中略) 

子孫達が将来への、大きな希望を膨らませて、先祖が遺した「不撓不屈」、「常に研究と自己の

能力開発」という尊い遺産を発展させて、「故郷苗穂」に末長く慈愛を注がれますよう期待いたし

ます。 



 

湯浅会長の言葉がすべてを物語っている”四十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」”は、苗

穂東地区でまちづくりに携わるみなさまの情熱と、努力によって、完成しました。 

 

編集裏話 

"四十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」"は先に申し上げた通り、多くの地域の方々が関

わりながら二年近い歳月をかけ完成しました。 

今回はその中から、苗穂連町副会長八田さん、苗穂連町副会長・ふれあいテン事務局長村田さ

ん、青少年育成部長・苗穂地区子連会長内山さん、東区青少年育成委員渡辺さんにそれぞれお時間

をいただきインタビューを行い編集裏話として纏めました。 

 

 

皆さまに共通なのは、思いを込めて完成させた”四十周年記念誌・まちづくり「ナイポの夢」”

を手にされて感慨無量のご様子ということです。 

 

 

はじめに、皆さんの編集裏話をお聞かせいただけませんか 

 

八田さん 苗穂連町として初めて出す記念誌、40 年経

っている連町だから、それなりのものにしなければなら

ないという思いでした。 

「ナイ・ポの夢」の表紙は、亡くなられた元道新のカ

メラマンの森さん(※注)のイメージです。森さんには記

念誌をつくり始めた当初にいろいろとご協力をいただい

たので、そのイメージを大切に撮影し直してつくりまし

た。 

 

村田さん 苗穂連町が初めて記念誌をつくるときにこのような機会をいただけて、幸せだった

と思っています。編集作業はとても忙しかったんです。でも、作業をしながら、苗穂地域というも

のをきちんと理解でき、同時に先人の足跡をたどることで街づくりの勉強ができたことがよかった

と思っています。 

残念なのは、この 40 年誌を亡くなった森さんに見ていただきたかったということです。会議の

席で、「原稿は多い方がいい。そこから削っていけるから」と、凛とした声で話されたことを今で

も良く覚えています。 

 

※注 森正則さん・22 町内会 平成 22 年 9 月 15 日ご逝去。 

記念誌やまちづくりに対する森さんの関わりは「ナイポの夢」164 ページの"森正則さんを

偲んで"に詳しく書かれています。元北海道新聞カメラマンの森さんがおられなければ 40

年誌は今のような形にはならなかったのではないか、といっても過言ではないかもしれませ

ん 

 

 



内山さん 町内会活動に長く関わってきた思いが伝わればと思って編集に取り組みました。苗

穂連町 40 年の流れがみなさんに伝わればと思っています。 

記念誌は初めてでしたので、これでいいなと思ったものが、しばらくすると、訂正をしたくな

るなど、いろいろと迷いながらみなさんと一緒に、精一杯編集しました。 

 

渡辺さん 

「ナイポの夢」にある、子ども主体のイベントは、まず、自分たちが楽しむ、だから子どもた

ちも楽しめる。楽しめないならば、行事をおこなう必要はない。が、信念です。行事というのは楽

しい。今までの諸先輩のおかげで成り立っている。先人の方々に感謝。ここまで連町を引っ張って

くれた、湯浅会長に感謝します。 

 

確かに苗穂連町のイベントは楽しく初めて参加した誰でも楽しむことができる素敵なイベント

になっていますね。 

 

次に、苗穂連町 40 周年に関して、みなさまはどのような思いをお持ちでしょうか 

 

八田さん 40 周年の記念式典も終わって、"ほっ"としたのが今の実感です。来年度は苗穂連町

の一大変革期と思っています。40 周年を期にこれからの苗穂連町を考えていかなければならない

と思っています。意を新たにし取り組んでいきたいと思っています。 

 

村田さん 湯浅さんが、会長になってからすごいスピー

ドでまちづくりがなされてきました。会長の時代になって、

苗穂連町も福まちも、まちづくり協議会も、住民と行政が

一体となってやらなければ絶対にできないとの声かけが

あり、ワークショップなども盛んに開かれ、まちづくりに

関する皆の理解度がどんどん深まって行きました。湯浅会

長が適材適所の人材を見つけだされてきたことは、すごい

ことだと思っています。 

 

内山さん 18 年前に立ち上げた、苗穂東地区子ども会連合。40 周年にあたり、背中を押し続け

てくださった湯浅会長。協力やご指導くださった諸先輩の方々に感謝します。みなさん、自分が子

どもたちとずっとやってきたこと、直接関われたということがよかったと思っています。 

 

渡辺さん 担い手、働き手、これからだと思います。単位町内会での行事が活性化できない状

況を何とかしたいと思っています。諸先輩が徐々に抜けていくこれからが変わる 10 年。そこが大

変と思っています。 

 

湯浅会長のパワーは皆さんの背中をずっと押し続け、苗穂東地域を未来へ向けて支えていてく

ださっていたのですね。 

また、いつも苗穂連町の行事に先頭を切って皆を仕切られている八田さんの力強いお言葉はう

れしいですね。 

 



今後の苗穂連町はどのように変わっていくのでしょうか。 

 

八田さん 苗穂再開発がいよいよ始まり、まちづくりセンターも建て直しとなるので、新しく

なるということにいろいろと取り組んでいきたいと思っています。 

 

村田さん 今後も町内会を基盤とした見守り活動は続けていきたいし、まずは身近な人、ご近

所仲良くみなさんとのつながりを強固にしなければ、と思っています。新しい方々に参加いただい

て、いま自分たちのやっていることを次の方々が受けついでくれると、本当の評価になるのかなと

思っています。 

たくさんの人々が集まって、いっぱいの意見があって、誰か強い方についていくのではなくて、

皆で考えながら動くことができればと思っています。 

 

内山さん 役員が一年間活動するとどうしても負担が

多くなります。 

そういったことが起きないように、役員の中でのコミ

ュニケーションを大切にしながら、誰かに負担が掛かるの

ではなくて、みんなで長くできればいいなと思っています。

若い人にどんどん活動の中に入ってきていただけて、今の

子どもたちが大きくなったらまた地域の中で暮らして、子

どもを育てて、つながりが深くなっていけば良いなと思っ

ています。いつか、子どもたちと一緒に料理をつくること

をやってみたいな。 

 

渡辺さん 時代の変わり目なので参加いただく方が、

若返ることにより、よくもなるし悪くもなると思います。

これから活動を行っていく方は、舵取りが大変ではないか

なと心配しています。 

町内会の加入率が低いのは魅力がないからではないか

と思っています。自分たちの地域に入っていろいろな活動

を通して、よりたくさんの方に参加いただけるように活動

を活発化していきたいです。 

 

 

皆さんしっかりしたお考えを持って、次を担う世代を育て、次の十年さらに先をお考えになっ

ていることがよく分かりました。お忙しいところお時間をいただいたことを改めて御礼申し上げま

す。 

 

このような皆さんと、苗穂東地区のまちづくりを皆で考えませんか? 

興味を持たれた方は、苗穂東まちづくりセンターまで。 

 

未来の作り手はあなたなのです。 

 



苗穂連合町内会４０周年記念式典 

 

1 月 25 日の夕刻より、苗穂連合町内会創設 40 周年を

祝う記念式典が、苗穂本町地区センターで挙行されました。 

この時期は新年交礼会が例年挙行されるのですが、今

年は苗穂連合町内会が 40 周年を迎えたこともあり、40 周

年記念祝賀会として行いました。 

 

札幌市の中でも歴史が古く、由緒ある地域である苗穂

連合町内会の 40 周年記念祝賀会ということもあり、39 名

という多数のご来賓にお越しいただくことができました。

特に、今回は各地区の連合町内会会長や歴代の連絡所・ま

ちづくりセンターの所長も多数参加しました。参加者は総

数で 137 名。苗穂本町地区センターの大ホールはたくさん

の方々で埋めつくされました。 

来賓の方々には、”四十周年記念誌・まちづくり「ナイ

ポの夢」”が配布され、祝賀会の盛大さと、”四十周年記念

誌・まちづくり「ナイポの夢」”の立派さに感嘆されてい

ました。 

各地区連合町内会会長の皆さんはそれぞれに、自分達

の周年記念の参考にしつつ、ここまでの記念誌を作り上

げるのは難しいとの感想を漏らされていました。 

また、歴代のまちづくりセンター所長は、苗穂東地域

の方々と久しぶりに会われたこともあり、まるで同窓会

のように懐かしんでいらっしゃいました。 

祝辞は公務で出席ができなかった岡村区長の代理と

して、渡邊市民部長が代読され、関係各方面の皆さんか

らも温かい心のこもった祝電が多数寄せられました。 

いつもは準備やおもてなしに忙しく動かれる女性部

のみなさまにも、40 周年祝賀会ということでゆっくり楽しんでいただけるよう心遣いがなされ、

皆さんが思い思いの気持ちで祝宴を満喫されたようでした。 

 

宴の楽しい時間はあっという間に過ぎ、苗穂連町の方々は、"こ

こまで良く頑張ってきた"という達成感と、"改めてこれからも共に

頑張ろう!"という新たな気持ちを持たれたのが伝わってくる、すば

らしい４０周年の記念式典でした。 

 

お招きいただいた苗穂東まちづくりセンターの職員一同は、これ

からも地域の方々のまちづくり活動を、しっかりと支援していこう

という意を強くしました。ありがとうございました。 

 

 



 

 
 
 
 

平成 15 年に第 1 回が開催された、「子ども雪の祭典」も回を重ねて今年は区切りの記念すべき

10 回目。 

今年も 1 月 27 日に苗穂地区子ども会連絡協議会主催の「スノーキャンドル」、28 日に苗穂連町

主催の「子ども雪の祭典」が開催されましたのでその様子をお伝えいたします。 

 

「子ども雪の祭典」は、寒さ厳しい北都札幌の冬に、「子どもは風の子、家の中でゲームばかり

に興ずるのではなく、思いっきり体を動かしてもらう、冬を満喫してほしい」との思いではじまりま

した。 

 

子どもたちにしっかり楽しんでもらうためには、準備も必要です。 

苗穂東地区の皆さんは「スノーキャンドル」の前日から準備を始めています。 

 

朝 9 時前。雪で一面埋めつくされ真っ白の苗穂グリー

ン公園に、地域の皆さんが集まりました。「子ども雪の祭

典」の準備をするためです。 

今年は例年になく雪が多く、というより、寒さのため

にいつもなら少しずつ融けて、固まってを、繰り返す雪

が今年は、サラサラのまま固まらずたくさん積もってい

るのです。 

 

「ちょっと危ないぞ」といいながら、皆さん順次グラ

ウンドに降りていきます。「あっ!」「おっ!」と声がする

方を見ると、膝近くまで雪に埋もれてしまっている方が

います。 

「今年の雪は柔らかいからみんな注意!」と誰となく声

が出ます。 

グラウンドの中央は少しずつ踏み固められているので

すが、周りの雪はすかすか状態です。足をひねるなどの

怪我をしないように注意しなければなりません。 

 

グラウンドに四角く組み立てられたベニヤ製の筒が運

「苗穂地区子ども雪の祭典」2012 年 1 月 28 日 （「スノーキャンドル」 1 月 27 日） 
会場：苗穂グリーン公園 参加人数：270 名 主催：苗穂連合町内会  

共催：苗穂地区社会福祉協議会 苗穂東地区体育振興会 苗穂地区青少年成委員会  
苗穂地区子ども会連絡協議会 苗穂福祉ふれあいテン 



び込まれました。一辺 1M ほどの台形のような形です。 

「両側に 5基ずつと本部側に一基とあっちに二基」八

田連町副会長の指示でベニヤの筒が雪の上に置かれまし

た。 

「じゃ、やっか」の声とともにそれっ！ショベルで雪

が中に投げ込まれます。筒の半分ほどまで雪がたまった

段階で、「はい、ちょっと待った！」今度は筒の中に人が

入り、踏み固めます。「踏んでいるから、雪お願いね」と

今度は少しゆっくり目にいれられる雪、そうなのです、

この筒で雪像の元になる雪の直方体をつくるのです。 

「やっぱり今年は固まらないな。踏んでも、踏んでも

埋まっていくわ」「水かけようか、水頼むわ」 

ここで出番は、グリーン公園の宝・竹本さんです。 

「よっしゃ」と公園の水栓を雪の中から掘りあてて、

長くホースを渡します。 

「水停めると凍るからな、気をつけて頼むよ」「了解！」 

水をかけると雪は固まります。これで作業が早まり、

皆さんの掛け声も良く、次々とできた高さ２Ｍ弱の雪柱

は全部で 13 本。 

 

手が空いた方は、東屋とグラウンドを繋ぐ通路づくり

です。柔らかい雪を少しずつ踏み固め、水をまいてさら

に締め 3本の通路ができたところで今日の作業は完了。 

 

作業終了後、片づけをしながら、「やっぱりホース凍

ってしまったな。明日も使うし、こうなったら風呂に入

れるしかないのだよね」と、竹本さんがいたずらっぽく

つぶやきます。みなさんの間に入って細かな準備と後片

付け。ほんとうに頭の下がる思いです。 

 

 

1 月 27 日 

「スノーキャンドル」当日は雪像作りの日でもありま

す。 

朝9時に再びグリーン公園に集まった連町のみなさん。

すでに作業に入っています。 

 

女性部は日本ハムファイターズのマスコット"BB" 

地区子連のみなさんは、東区のマスコット"タッピー" 

ふれあいテンのみなさんは、ぼく、"ドラえもん" 

みなさん手慣れたもので、どんどん形になってきます。 

「ここ、ちょっと太くない?」「"BB"の口ってこんな形で良かったっけ?」写真やマスコット人形



を見ながら修正を加えていきます。 

BB はモヒカン風のヘアも逞しく、タッピーはほんのり紅をさしてもらってかわいく、ドラえも

んは今にも動き出しそうです。 

 

連町の皆さんの雪像がほぼ完成しようとしているときに、

子どもたちの声が・・・東光小学校 6 年の子どもたちです。 

グラウンド中央に集合し、連町を代表して、八田副会長

から説明を受け、グループごとに話し合い決めて合ったデザ

インの雪像製作に取り組みます。 

 

にぎやかな声をだしながら、時には雪原を走り回りなが

ら制作する子どもたち、白い柱だった雪の塊がだんだん雪像

らしくなっていきます。今年は丸い雪像が多いようです。 

2 時間ほど経ったお昼前に作業は終了。完成した雪像を前

に記念写真を撮る子どもたち。 

連町の皆さんから飲み物のサービスを受けて、”ほっ”と

一息。 

 

「怪我がなくて良かったです。明日はここで『子ども雪

の祭典』を行いますので、みなさん参加してくださいね。」

お疲れさまでした！ 

 

雪像も完成し午前の部は終了です。 

 

陽が傾きかけた午後３時すぎ、再びグリーン公園に子ど

もたちの声が響きます。 

みんな楽しみにしていたスノーキャンドルの制作です。 

 

バケツ、一升瓶、ショベルなどの道具を地区子連などの

みなさんが準備。 

雪を固めるために必要な水道も引き込み準備終了。 

 

苗穂児童会館、苗穂ミニ児童会館、東光小ミニ児童会館

の子どもたちが順次到着。 

グリーン公園に子どもたちの笑い声が響きます。 



 

内山地区子連会長からバケツと一升瓶を使ったスノー

キャンドル作り方の説明があり、みんな一斉に作業開始し

ます。 

雪まみれになりながら、雪像の周りにスノーキャンド

ルを作り並べていく子どもたち。 

どの子も寒さで頬が紅色になっていてまるでタッピー

のようです。 

 

1 時間ほどでグラウンドの三方に囲むようにスノーキ

ャンドルが並べられ、午後 4時に一斉に点灯されていきま

す。 

点（とも）されたキャンドルは全部で 124 基。 

子どもたちからは「わぁ!」「綺麗!」「ステキッ!ステキ!」

の感嘆の声が、雪を通してオレンジ色に揺れるキャンドル

の光に、どの子の目もキラキラしています。 

子どもたちは振る舞われた温かいココアを飲みながら

キャンドルを見つめます。 

やがて指導の先生に付き添われ、名残惜しそうに帰っ

て来ます。 

 

子どもたちがいなくなったグラウンド。連町の方が子

どもたちが点灯した「スノーキャンドル」を守ります。 

青白く光る雪、そそり立つ雪像、ほのかに煌めく蝋燭

の光。幻想的な光景に心奪われそうです。 

すっかり暗くなり、凍てつく空の下、煌めく銀河を大

地に下ろしたように光るキャンドルは、心に沁み、三々

五々訪れる地域の方々も暖かな光に心奪われたようでし

た。 

 

 

 



 

 

1 月 28 日 

子ども雪の祭典 

 

昨夜から降り積もった雪は 20 センチ。 

苗穂グリーン公園も雪像もすっかり綿化粧しています。 

朝七時半に花火の音が苗穂の街に響きました。 

 

予定通り、「苗穂連合町内会・第 10 回苗穂地区子ども

雪の祭典」の開催です。 

8 時前に連町男性陣が集合して準備に入ります。 

昨夜積もった雪でグラウンドは、一面ふわふわな新雪

状態、そこを全員で一列に並び踏み固めます。 

見た感じはユーモラスなのですが、これがなかなかで

息も真っ白に、良い運動になります。 

昨夜のスノーキャンドルも凍りついて危ないので、一

個一個隅に寄せていきます。 

 

続いてテントが張られ、机、イス、音響機器などが運

び込まれ、「子ども雪の祭典」雪上運動会の準備が着々と

進みます。 

9 時には女性部のみなさんも会場に集まり、東屋に運び

込まれたコンロで体を温める温かい飲物や昼食の準備も

徐々に進んでいきます。 

 

女性部の片山さんが、"BB に目をつくってきました"と

本物そっくりに段ボールでつくったかわいい目をもって

みえました。セットすると、凛々しくかわいい"BB"がそこ

に。これには雪像を制作した女性部のみなさんも大喜び。

び 

 

午前10時前になると街のみなさんが徐々に苗穂グリー

ン公園に集まってきました。 

 

川東連町副会長の開会宣言、ご来賓を代表して、東区

から高橋地域振興担当部長がご挨拶をされていきます。 

昼頃から雪の予報が出ているものの苗穂グリーン公園

の空はどこまでも青く空気がピンと張っています。 

体育振興会会長の坂本さんの競技説明、内山地区子連

会長の連絡注意事項説明のあと、グラウンドいっぱいに広

がり準備体操。体がほぐれたところで競技開始です。 



 

子どもたちが主人公の「子ども雪の祭典」前半は、「ス

ノーフラッグ」から始まります。スタートラインから競技

エリアの反対側に立てられたフラッグ目指して全力疾走

し旗をゲットします。 

大歓声と子どもたちが走るたびに撒き上がる雪。競技は

最初から熱を帯びています。 

 

走り回るような競技に参加できない幼児向けに、苗穂東

地区民生委員児童委員協議会のみなさんが「雪の子育てサ

ロン」を開設しています。ちびちゃんたちはここで雪に色

をつけたり、的に雪玉を投げたりと大はしゃぎしています。 

 

二つ目の競技は「ボブスレー・ばん馬競争」。人間ばん

馬になって二人一組でお客を乗せたボブスレーを引っ張

ります。必死になってボブスレーを引きながら走る人間ば

ん馬、乗ったお客はボブスレーを立て直そうとするのです

が、なかなか言うことをきてくれません、右に左に振れ、

ひっくり返り。その度に観客の声援が増します。みんな大

興奮。 

 

二つの競技が終わったところで温かいココア、甘酒が振

る舞われます。 

雪に触れ冷えた体を温かい飲物はやさしく解かしてい

きます。 

 

三つ目の競技は宝探し、今度は就学前のちびっこが主役

です。 

雪に隠されたお宝のお菓子を上手に見つけることはで

きるでしょうか？ 

お宝を素早く見つける子、なかなか見つけられない子、

先に見つけた子は見つけられなかった子に、”ここにある

よ！”と教えています。ちびっこの大好きなお菓子のお宝

を全員見つけてにこにこしたところでお宝探しは終了。 

良かったね。 

 

すると、そこに先生に引率されたちびっこの集団が！ち

ょうど遊びに来た本町保育園のちびっこたちです。本町保

育園のちびっこはグリーン公園が大好き。毎日のようにビ

ニール袋を使った尻滑りに公園にやってきます。 

 

そこで、急遽飛び込み参加！ 再び宝探しです。 



 

お宝のお菓子を目指して一斉に走り出すちびっこ。先

程と同じように、すぐに見つける子、なかなか見つけられ

ない子。ちゃんと教えてあげる女の子。微笑ましい光景で

す。 

今度も全員がお宝のお菓子をゲットしてホクホク。さ

らに、温かいココアが振る舞われ、みんなニコニコです。 

 

少し天候が怪しくなり、雪がちらつき始めました。 

四番目の競技の綱引きの開始です。子ども中心のチー

ムに大人が 2 人加わり混成 8 チームが優勝目指して挑み

ます。 

熱戦が繰り広げられ勝利の栄冠はライオンさんチーム

に。 

 

これにて全競技終了。 

 

八田連町副会長による閉会宣言に続いて、温かい豚汁

とおにぎりがみなさんに配られました。 

雪がだんだん激しくなってくる中、腹の中から体が温

まる豚汁に舌鼓。 

 

参加者のみなさんが会場を離れたころ雪は本降りに。 

 

連町のみなさんも急ぎ片づけに入ります。 

 

テントを畳み、シートを片づけ・・・。 

子どもたちや、連町のみなさんがつくった雪像も壊し

ます。ちょっともったいないですが、崩れて誰かがけが

をするといった事故が無いようにとの心遣いです。 

 

お昼前にはすべての撤収作業が終了しみなさん家路

に。 

 

寒い中みなさまほんとうにお疲れさまでした。 

地域の宝、子どもたちの笑顔がステキでしたね。 

ありがとうございました。 

 

 

 



 
 
 
 
2 月 3 日の節分に行われた、子育てサロン"ナイポ"(苗

穂連合町内会福祉部・ふれあいテン主催)に合わせて、苗
穂東まちづくりセンターの平成 23年度苗穂東地区「まち
づくり活性化事業」としてお母さん方を対象に、"おしゃ
べりナイポカフェ"を開催しましたのでご紹介します。 
これは、日頃お母さんが、子育てで悩んでみえること

や、こんな事有ったらうれしいといった思いについてお話

しいただく場所をつくる試みとしてとして開催したもの

です。 
 
今回の”おしゃべりナイポカフェ”は 5 名のお母さん

方に参加いただいて、始まりました。 
自己紹介のあと、カフェテーマに沿った形で、順番に

トークが広がっていきます。 
テーマをいくつかに分け、母さん方の悩みや、希望な

どをお互いに出し合い、話し合っていきます、 
時間が自由になったら、などの日常子育てに忙しいお

母さんがたの”やってみたい！”心に花を咲かせるお話や、 
"子育てで困っていることは？"などの切実な悩みなど、

なかなか普段口に出していただけないようなお話まで、い

ろいろなお話に関しておしゃべりをしていだきました。 
 
また、”子どもを預けられるところがない・分からな

い”、”頼れるところがない”、”託児所に関する情報が不足

している”などのお母さまの直面する悩みが露になり、行

政の立場に身を置くものとして、考えなければならないご

意見もおしゃべりの中で交わされたこと、そのようなこと

を話す場がなかったお母さま方にとって、同じような意見

を持つお母さまがたとの意見交換が有意義であり、うれし

く感じたとお話しいただけたことなどが強く印象に残っ

ています。 
 

2012年 2月 3日 会場：苗穂記念館 2階 参加人数：30名 
主催：札幌市東区 苗穂東まちづくりセンター 



皆さんのいろいろな悩みをうかがっているうちに、実

際に産婦人科で同時期に検診を受けていた事がきっかけ

になって子育てサロンに誘い合ってお見えになっている

お母さん方もお見えになる事がわかり、子育てに関して

は地域を超えた横のつながりが実際にできているのを感

じました。 
子育てサロン「ナイポ」へのリクエストも出されるな

か、こういったご意見は、若いお母さま方の貴重な意見

として苗穂連町の活動の中にいろいろな形で取り込まれ

ていくのではないかと思います。 
 
平成 23 年度苗穂東地区「まちづくり活性化事業」"おしゃべりナイポカフェ"の詳しい報告は、

苗穂東まちづくりセンターHPに掲載されています。 
 
ぜひ一度ご覧ください。 
http://www.city.sapporo.jp/higashi/naebohigashi/documents/osyabericafe.pdf 

第 63 回さっぽろ雪まつり つどーむ会場 

わくわくタッピーランド （2月 7日、9日） 

第 63回さっぽろ雪まつりの期間中つ
どーむ会場に来場されたお客様を、”ひ

がしく雪まつりウェルカム協議会”が、

おもてなしの心でお迎え。苗穂連合町内

会も、わくわくタッピーランド内での物

販と雪遊びのお手伝いをしました。 
身を切るような風の吹く中、みなさん

の明るい笑顔はお客様の心に温かく伝

わったでしょう。 
みなさまご苦労さまでした。 



 

NHK 札幌放送局制作の”この街きらり☆”(土曜日朝 10:05～10:30)に苗穂東地区のまちづくり

活動が取り上げられることになりました。2月の中旬に NHK さんの担当ディレクターさんと苗穂東

まちづくりセンターで打ち合わせをし、ホームページや広報紙をご覧になり取材に選んだのは、平

成 23 年度苗穂東地区「まちづくり活性化事業」として行われた、健康づくりを兼ねた地域再発見

の”ぶらナエボひがし”と幼児と小学生の交流が特徴の苗穂東地区民生委員児童委員協議会の主催

する苗穂地区子育てサロン”ホップ”。そして、北８条通りを亜麻とホップで彩る活動である、”Ａ

ＭＡサポーターズ倶楽部”の活動が紹介されることになりました。 

 

2 月 29 日に、苗穂まちづくりセンターなどで番組収録がありましたのでその様子をご紹介いた

します。 

（子育てサロン”ホップ”は開催の日程に合わせ 2月 17 日に取材が終了しています） 

 

苗穂東の空は快晴。雲一つない上天気です。 

朝早くから苗穂まちづくりセンターに苗穂連町健康づく

り運営委員会の黒川さんと地区にお住まいの望月さんがや

ってきました。 

お二人には、NHK の”この街きらり☆”前半で紹介される、 

”ぶらナエボひがし”に参加していただくのです。お二

人はちょっと興奮気味”うまくしゃべることができるかし

ら””テレビに映るなんて、ちょっと恥ずかしいわ”。 

しばらくすると取材のディレクターさんがまちづくりセ

ンターに到着。簡単な打ち合わせの後、早速取材の始まりで

す。 

まちづくりセンターの外では、笑顔が素敵なレポーター

の西尾幸奈さんとカメラマン、大きなマイクを持った音声

さん、そして苗穂連町の安保さんが待ち構えていました。 

安保さんが今回は苗穂東の街を紹介してくださる、案内

役を果たしてくださいます。 

”おはようございます。”の挨拶もそこそこに早速番組の

収録に入ります。 

 

”まずは、西尾さんと安保さんの出会いのシーンから・・・。” 

ディレクターの指示で撮影が始まります。 

カメラの角度を変えながら３シーンほど撮り直し、順調に収録は始まりました。 



安保さんは早速”ぶらナエボひがし”をちょうど行お

うとしている、メンバーを紹介します。 

今日の”ぶらナエボひがし”メンバーは、望月さん、

黒川さんと私（清水）です。 

出会いのシーンの後は、安保さんの案内で、旧氏家医

院の建物をはじめとする古い民家や自然と一体化した事

務所の外見を見ながら”ぶらナエボひがし”をしていきま

す。 

 

次に訪れたのは、明治 24 年創業の福山醸造。三本並ぶ

背の高いタンクと赤煉瓦倉庫群が苗穂東地区のシンボルの

ように並ぶ、明治北海道遺産の工場です。近づくに連れて、”

ぷん”と薫る大豆の蒸し上がる良い匂い。数分おきに開放

される蒸気は雲のように青空に立ち上っていきます。 

”この匂いお腹空くよね” 

”ここの香りは大豆の香りなのだけど、昔は、サッポロ

ビールの麦の蒸し上がる香りもこのあたり一面に広がった

ものさ” 

北海道の醤油醸造とビールの老舗工場が苗穂東地区に

集中していたのですね。 

 

さらに数カ所を周り、”ぶらナエボひがし”編の収録は

終了。 

 

 

ロケ時間が 30 分も伸びてしまうほどのあまりの面白さ。

放送を乞ご期待。 

 

 

 

午後になり、再び苗穂東まちづくりセンターに戻ってきた、安保さんは西尾レポーターに、亜

麻の花を咲かす運動をするメンバーを紹介することに。 

 

ちょうどまちづくりセンターの二階で種蒔きの準備

をしている”ＡＭＡサポーターズ倶楽部”のメンバーの

ところにやってくる設定です。八田連町副会長も様子を

見にきています。 

 

種蒔きに集まっていただいたメンバーは、苗穂東地区

にお住まいの安保夫人、大野ご夫妻、菅野さん、橋場さ

んの五名。小さな苗用のポットに腐葉土を入れて、ごま

粒のように小さい亜麻の種を 1 ポット二粒ずつ蒔いてい



きます。”お手伝いします!”と西尾レポーターも手伝ってくれますが、・・・。このあとは番組を

見てのお楽しみ。 

 

 

種蒔きがおわったあとは、”ＡＭＡサポーターズ倶楽部”

の拠点である、喫茶店”あまいろ”で亜麻の魅力を皆で語

り合います。 

ここでは苗穂東地区にある、亜麻専門メーカーの橋本さ

んと”あまいろ”店主の大内さんが加わり亜麻の魅力全開

で対談が行われ全収録終了。 

 

 

気がつけば陽は西に傾き、丸一日苗穂地区での番組収録

は行われたのでした。 

 

 

案内役として一日おつきあいいただいた安保さん、収録に参加していただいたみなさまお疲れ

さまでした。 

 

このようにＮＨＫなどのマスコミからも注目されるのは、地域の皆様が一生懸命にかつ、自ら

が楽しんで様々な「まちづくり活動」を進めてきているからこそだと、改めて感じました。 

 

苗穂東地区で収録された、ＮＨＫ札幌放送局制作の”この街きらり☆”は、 

3 月 17 日土曜日朝 10:05～10:30 に放送予定です。 

皆さんお楽しみに。 

（番組ホームページ http://www.nhk.or.jp/sapporo/kirari/ ） 



 
楽しく、安全なまち暮らし ＠苗穂 つたえるマガジン 2011 年度 第４号  

2012 年 3 月 9 日  発 行 苗穂東まちづくりセンター 清水英征  
札幌市東区苗穂町 3 丁目  Tel : 011-742-4427   Fax : 011-743-0922 

 
8 月初旬 レインボーサマーフェスティバル 
  会 場  苗穂グリーン公園 
 
8 月下旬 苗穂連町ふれあい運動会 
  会 場  苗穂グリーン公園 
 
12 月初旬 苗穂連町 ふれあいもちつき大会 
  会 場  苗穂本町地区センター 
 
2 月上旬 苗穂連町 子ども雪の祭典 
  会 場  苗穂グリーン公園 
 
 
上記以外にも、地域のみなさまにご参加していた

だける数多くの行事、まちづくり活動を予定していま

す。 
 
参加後希望の方、お手伝いをしてみたいな、と思

われた方は、苗穂まちづくりセンターまでご連絡くだ

さい。 
 
みなさまの参加をお待ちしています。 

交通死亡事故ゼロ記録継続中！！ 

苗穂東地区内での交通事故死ゼロの連続記録は平成 9 年 10 月 21 日より継続中。 

現在 1５年目！交通死亡事故ゼロ記録をさらに継続中です。 
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