


 
 

 
12月最初の日曜日。歳末恒例の苗穂連合町内会“ふれあいもちつき大会”が行

われました。 
道路は、前日までに積もった雪が、雨で沼地の様な状態。みなさんが会場とな

った苗穂本町地区センターにおいでになるときに、転んで怪我などされなければ

よいなと少し心配な状態です。 
 
8 時にはスタッフのみなさんがメイン会場である、大ホールに集まり、打ち合

わせ。八田、村田両連町副会長からの指示がてきぱきとされていきます。”準備開
始”の合図とともに、スタッフのみなさんはそれぞれ、手慣れた手つきで、汚れ防
止のビニールシート、餅こね台、配膳台、

花ござ、テーブルなどを順番に準備してきます。 
やがて、今日の主役臼と杵が会場に運び込まれ、丹念に、汚れがな

いか、臼の状態はどうかなどの点検がされていきます。杵は少しささ

くれが有ったようで、せっかくのお餅に木片が入ってはと、ささくれ

を削り用意万全な形にして準備終了。これでおいしいお餅がいただけ

ます。 
 
会場はそうしているうちに、全体に紅白の幕が施され、華やいだ雰

囲気に気持ちが昂ってきます。 
調理室では、婦人部のみなさんにより、工夫と愛情がいっぱい詰ま

った、毎年一番人気のお雑煮をはじめ、ごまだれ、こし餡、きな粉、

大根おろしなどが準備されています。 
今年のお雑煮も、出汁がよく効いておいしそうです。 
 
「今年も、もち米は 50kg用意したので、みなさんおなかいっぱい

にたべてもらえる。」と八田副会長。 
「今日はファイターズのファン感謝デー。みなさんがそっちにいか

ないか心配で・・・。」心配の種の相手がファイターズとは、流石苗穂

連合町内会。なんとも豪気な話です。 
 
会場の準備が整ったころ、第一回目のもち米が蒸し上がりました。

早速、湯気いっぱい香り立つ真っ白いもち米が臼に入りました。 
腕に自慢のみなさんが、早速つき始めます。 
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「最初は揉むのが肝心」と臼のなかで杵を使って餅を練っていきま

す。 
「これがうまくいかないと、(お米の)つぶつぶが残るお餅になっち

まうんだよねェ」 
力を込めてさらに練り込みます。十分に練り上がって、「そろそろ

いいか!」 
相方さんが、お餅をやさしく返し、杵が高く持ち上がります。「よ

いっしょ!」「よいっしょ!」と掛け声がかかる中、用意された二つの臼
でほぼ同時に餅つきが始まりました。 

 
高く振り上げた杵の音が徐々に変化し、お米が見る見るうちにお餅

に変わっていきます。つき手の顔がほんのり汗ばむころには、真っ白

くよく伸びるもちがつき上がりました。 
まだ湯気立ち上がるもちは、小さく千切って団子にするために、餅

をこねる作業台へと移ります。「このおもちよく伸びる~」「流石、自
慢の杵つきもちね」まだ熱い餅を小分けにし、さらに団子にしながら、

作業台での会話が弾みます。そうこうしているうちに、第二弾の米が

蒸し上がり、会場ではよい香りとともに、軽快なリズムでもちがつき

あがっています。 

 
10 時を過ぎたころから、徐々にお客様が集まりだしました。会場

に漂うお餅の香りと、杵でもちをつく音にみなさんそわそわしている

ようです。 
 
臼の前では、揃いの法被に着替えたつき手が威勢よくおもちをつい

ていきます。来賓の方々も交代におもちをつかれていきます。普段は

お餅とは縁のない、来賓のみなさんですが、堂に入った腰つきで、杵

を振り下ろします。 
 
会場では正式な受け付けも始まり、みなさん器、箸、デザート引換

券の三点セットを持って準備完了。 
調理室では、雑煮もおいしく仕上がり、お餅に合わせる餡などの準

備も整いました。 
いつしか会場の座卓もほぼ満員です。 
 



「だたいまより、苗穂連合町内会“ふれあいもちつき大会”を開会

します」八田副会長の発声で、開会式が始まりました。湯浅連合町内

会会長の挨拶、区長をはじめとするご来賓の挨拶が粛々と進んでいき

ます。 
 
「会場には、こちらのみなさんが朝早くから一生懸命準備をしてく

ださいました餡、ごまだれ、きな粉、だいこんおろし、雑煮と用意し

てありますので、みなさん存分に味わってください」。とスタッフの労

が労われたあと、お客様にもちが振る舞われます。 
みなさん、それぞれ、自分がたべたいお餅に列を作ります。 
今年も一番人気はお雑煮のようです。 

たっぷりの昆布、鰹節の出汁でうまみ十分、具たくさんのお雑煮

が一番人気なのは、誰もが納得。 
ごまだれ、こし餡も人気です。大きな鍋に作られたものがどんど

んなくなっていきます。 
きな粉も、大根おろしにも列ができています。 
「量はあるからね、おさないでね」スタッフのみなさんが汗だく

で対応します。 
その間にもお客様のおなかに満足いただけるよう、次々にもちが

つき上がります。 
 
お皿いっぱいお餅をもらったみなさんは席に戻り、家族や友達同士、

会話をはずませ、自分がもらってきていないもちの種類を交換しあっ

て味見をして、”次はなにをもらおうかな”と相談しています。目の前
でつきあがり、まだ湯気が立つ杵つきのおもち、どれをたべてもおい

しくて、みなさんの顔も自然とほころびます。 
 
 

 
 
ひとしきり、会場のみなさんのおなかが満足したころ、「これか

ら餅つきをします!希望の方は臼の前に並んでください!」のアナウン
ス。子どもたちを中心に、”どどっ”と集まり、長い列を作ります。 
小学生以上は大人と同じ臼、ちっちゃい子は子供用の臼に分かれ

てもちをつきます。 



どの子もとても楽しそうにもちをつきます。”ぺったん。ぺったん。” 
そのうち、おばあさんもうれしそうにもちをつきはじめました。こ

れには皆拍手喝采。 
 
もちつきのあとは団子作りです。 
作業台に、”わっ”と集まる子どもたち。大きいの、小さいの、それ

ぞれが好きな形にもちを丸めます。 
こうやって子どもたちが一段落したころ、ようやくスタッフのみな

さんもおもちをほおばります。 
「やっぱりうまい!」「もちはこうじゃなくちゃ」もちつき談義に花

が咲きます。 
 
みんながおなかいっぱいになったころ、閉会式となりました。 
川東連町副会長の閉会の挨拶で今年のもちつき大会は無事終了。 
 
 
 
 



 
 
 

12 月 10 日苗穂本町地区センターで苗穂東地区子ども会連絡協議会
による、クリスマス会が開催されました。 

 
クリスマス会は 10（希望、苗穂すずらん、苗穂、雁来、瑞穂町内、

苗穂グリーン、北風、はやぶさ、緑、本町）の子ども会が一つになって

開催される、大がかりなものです。 
 
11回目の今年は 96人の小学生、25人の未就学の子供たちが、集ま

りました。 
会場となった、大ホールに 9 時前には準備のため地区子連のスタッ

フが集まり始めました。 
車から荷物を搬入し、受け付けを準備。受け付けにはかわいい赤い

リボンが用意されています。このリボンが今日のお客様の目印。クリス

マスの赤いリボン。素敵ですね。 
今回はどんな趣向が凝らされているのでしょうか？ 
 
ツリーの飾りつけが終わったころ、会場にかっこいいお兄さん 3 名

が到着しました。 
バスケット＆サッカーパフォーマンス集団プレーリーフラックス

のメンバー、カズマ、コーヘー、タクヤの三人組です。 
到着後早速ウォーミングアップをはじめています。 
どんなパフォーマンスを繰り広げてくれるのか。わくわくします。 
 
9 時半をすぎると徐々に子どもたちが会場に姿を見せ始めました。

受け付けをすませ、持参した上履きに履き替えて大ホールへ。やがて、

送迎バスが到着し、ちびっこを連れたお母さんお父さんも。 
明るい活発な声が会場に響きます。ちびっこはままごとセットで料

理に夢中です。どんなクリスマスのご馳走ができるのでしょうか？ 
 
10時、子ども会単位にホール中央に整列し、クリスマス会が始まり

ました。 
内山地区子連会長の挨拶と、“クリスマスおめでとうのメッセージ”。 
来賓として、村田苗穂福祉ふれあいテン会長が“楽しいクリスマス

2011年 12月 10日 会場：苗穂本町地区センター 参加人数：140名 
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を！”と挨拶します。 
 
続いて、プレーリーフラックスのメンバーによるパフォーマンスが

始まります。 
リズミカルに体を動かすメンバー。バスケットボール、サッカーボ

ールが手や体に張りついたよう。自由自在にボールを操る姿は、手品

か、魔法を見ているようです。 
拍手喝采する子どもたちにプレーリーフラックスのメンバーから、

素敵なプレゼントが、 
「パフォーマンスしてみたい人！手を上げて！」 
勢いよく手を挙げた女の子が選ばれみんなの前に。 
「この棒を両手で持ってね」鉛筆ほどの長さの棒が女の子に渡され

ます。「まっすぐにね」 
「はいっ！」するとどうでしょう！女の子の持っている棒の先で、

バスケット用のボールが、くるくると回転をはじめました。大きく目

を開けて驚いたようにボールを見つめる女の子。周りの子どもたちも

“すごいっ”とびっくりした目で見ています。 
「はい、上手にできました！拍手！」「次は誰かな？」さらに勢い

よく手を挙げる子どもたち。 
次は男の子、女の子の二人が選ばれてみんなの前に。棒の上でくる

くる回るボール。 
 みんな大喜び。 
  
 パフォーマンスの次はみんなで遊ぶ時間です。みんなの気持ちをほ

ぐしながら、遊びの説明をします。 
 「尻尾取りゲームをします！ピンクの紐を配りますのでみなさん腰

に通してくださいね」「とられちゃった子は壁際に並んでくださいね。」

これにはプレーリーフラックスのお兄さんたちも参戦します。 
「よーい、スタート！」 
ホール中を走り回る子どもたち、紐をとられた子どもたちから「キ

ャー」「あー」と大きな声が飛び出します。何本も紐をもって「やった

ね」と自慢げな男の子が次の瞬間「やられた～～～！」しゃがみ込ん

だり。いろいろです。走り回り、子どもを熱中させています。 
「次は、みなさんの上履き、片一方だけ真ん中まで持ってきてくだ

さい～！」不思議そうな顔をする子どもたち。会場の真ん中にはこん

もりとした靴の山が・・・。シンデレラゲームです。自分のガラスの

靴は見つかるでしょうか？ 
「みんな壁際に後ろ向いて並んでね、合図があったら一斉に振り向

いて靴を取りにいってください」「よーい。どん！」 
一斉に靴の山に群がる子どもたち、おしあいへしあい、もうもみく

ちゃ。 
押されて泣きべそかく子も。でも、すぐ笑って、みんなの中へ。 



どの子も楽しそうです。 
走りまわった後は、地区子連スタッフによる、「秘伝ラーメン体操」 
♪ラーメン大好き ラーメン食べたい ラーメン朝から晩まで ず

るっつずるっつずるっ～♪ 
おかしな格好でおどり、おいしそうにラーメンをすするようなこ

の体操に子どもたちは大はしゃぎ。 
お母さん、お父さんもおどり始めて・・・なんと、3回連続で踊っ

てしまって、もうおなかは満腹。 
でも、そんなことはありません。体を動かした子どもたちは、お

なかがぐーぐーぐーです。 
 
地区子連のメンバーが早速、クリスマスメニューの準備に取りか

かります。 
所属する子供会単位で順番に並んで配られるメニューは、ハンバ

ーガー、ロールケーキ、・・・。子どもたちが大好きなものばかりで

す。サンタの格好をしたり、頭にクリスマスのデコレーションを乗せ、

クリスマス気分いっぱいのスタッフからはお菓子が配られるたびに

子どもの顔を見ながら「クリスマスおめでとう！」の声かけも忘れま

せん。 

 
皆に配り終わったのを確認して、雁木子供会のフウタ君が大きな声

で「いただきます！」 
みんなにこにこして、ハンバーガーにかぶりつきます。 
口いっぱい押し込んで、ロールケーキに手を伸ばす子も。どの子も、

無邪気に笑っています。 
 
地区子連のスタッフもその様子を見ながら、にこにこしています。 

  
 
 
食事のあとは送迎バスがくるまでのしばらくの間の自由時間。 
輪になって、みんなで遊んだり、会場内を走り回ったり。 
中には舞台の下の空間を潜って、頭や体がホコリだらけになる子も。 
子どもにとってはどこでも遊び場に変わるのですね。 
 



 
はしゃぎ回っている子どもたちの中で、心配そうな顔をしている女

の子がいます。 
「どうしたの？」とたずねると、 
「今年はサンタさんきてくれないのかなあ～」と心細く話します。 
「大丈夫だよ、きっときてくれるよ」「うん」遊びの中に加わって

いきました。 
 
やがてバスが到着。閉会式です。 
 
「楽しんでくれましたか？」「はーい!」では、「順番にバスに乗ってください」と話し終わった時に、どこか

らともなく、・・・。 

 
「Merry Christmas!!」の声が。 
 
真っ赤な衣装、白い髭、ぽっこりとしたおなかの、あのかたは、そうです、サンタクロースさんです。 
子どもたちは大喜び。集まってくる子どもたちに、プレゼントを一人一人に渡しながら、「Merry Christmas!! 

Merry Christmas!! Fofofofofoh!!」と、笑っています。 
 
 
プレゼントをもらった子どもたちは、帰途につき、スタッフのみなさんは後片付けを。「今年も喜んでくれた

ね、よかったね」 
 
サンタクロースが誰だったのかは、永遠の秘密です。また来年会えると良いね。 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
「ぶらナエボひがし」と聞いて、“あれっ？”と、思った方、はい、そうです。大正解です。 
ＮＨＫで放送中の「ぶらタモリ」を苗穂東地区のみなさんでやってしまおうというのが、この、「ぶらナエボ

ひがし」なのです。 
目的は、苗穂東地区の再発見。普段みなれた風景も、見方を変えれば大発見につながるかも。  
さて、みなさんで出かけてみましょう。 
 
「ぶらナエボひがし」 第一回 2011年 11月 12日 
まずは、「ぶらナエボひがし」のルールと、訪ねるエリア、

を決めてみよう。 
もうすぐ雪かなと感じる冷たい北風が吹く土曜日、苗穂記

念館の二階に、第一回「ぶらナエボひがし」の参加者たちが

集まってきました。メンバーは町内会のみなさん、お父さん

お母さんに連れられた小学生もいます。これから誰も経験し

たことがない、「ぶらナエボひがし」という、いかにもなにか

起こりそうな、わくわくする事が始まるのです。 
 
集まったメンバーは苗穂東地区を 3つに分けてグループを 
構成します。 
 

2011年 11月 12日、12月 17日 会場：苗穂記念館   
参加人数：のべ約 40名 主催：札幌市東区 苗穂東まちづくりセンター  

A グループ：苗穂丘珠通りの西 

Ｂグループ：苗穂丘珠通りの東  

苗穂グリーン団地の東側まで 

Ｃグループ：自衛隊苗穂分屯地の西 豊平川まで



 
 
その上で、「ぶらナエボひがし」をおこなう目的と注意点のちょっ

とお固い話と、より「ぶらナエボひがし」を楽しむための、「視点（ア

ングル）を変えてまちを見てみよう！新しい発見があるかも」、「デジ

タルカメラで上手に撮影する方法」、といった“技”を伝授され。「楽

しく健康づくりもできちゃう!」と、万歩計をもってまち歩きに出発し
ます。 

 
まち歩き時間は 90分。見慣れたまちのはずが、みなさん歩き始めてすぐに今まで気がつかなかったり、目に

していたけれど気を留めることがなかった苗穂東を再発見。 

 
知らず知らずのうちに、万歩計のカウントもどんどん上がります。健康づくりに初参加のみなさんも、「あっ

というに一万歩！」と、とても楽しそう。もっとイロイロ発見したいなと、今後の参加にも意欲満々です。 
わくわくどきどきな気分で苗穂記念館に戻ってくると、他のグループの方との情報交換も少し興奮気味。 
自分たちが集めてきたデータや写真をまとめ、係の人に渡します。 
 
そして、各賞の表彰です。「一番たくさん歩いたで賞」には

吉さん。安保さん、大窪さん、橋場さんが「たくさん歩いたで

賞」。参加者全員に「ミステリーお宝発見賞」を受けちょっと良

い気分。 
 
 
次回は、「12 月 17 日土曜日に今日の発見を地図に記入しま

すので、ぜひきてくださいね。」 
 
 
ちょっとわくわく。どんな二回目になるのでしょうか？ 

  



「ぶらナエボひがし」 第二回 2011年 12月 17日 
地図にお宝を書き込んでみよう 
 
第二回目は、一回目の「ぶらナエボひがし」で、ゲットしたお宝

写真や情報を地図におとしこみ、苗穂の魅力再発見の為の地図をおこ

します。どんな新発見、珍発見があるのでしょうか？ 
 
第一回のおさらいが、続いて今回の説明にはいります。 
「みなさんが撮影してきた写真が、シールになっていますので、

地図に貼り込んで、解説を加え、みなさんで新しい苗穂東地図を作り

ましょう！」 
 
各グループに分かれて検討開始です。 
みなさん、最初は静かに椅子に座ったまま話をしていましたが、

やがて、だんだん腰が浮き始め、いつしか地図に被さるようにのめり

込んでいきます。 
 
「あそこは、こうだったよね」「あのお店、看板」「あの木はおっ

ぱいが・・・」漏れ聞こえてくる声が、だんだん大きくなってくるの

も、みなさんが入り込んでいる証拠です。 
 
 
 

 
どんどん話が深まり、話が次の話を呼び込み、みなさんの苗穂東

地区に対する熱い思いがどんどん吹き出してくるのがハッキリわか

ります。みなさん身を乗り出しての話し合いです。 
一時間の話し合いの予定が、あっという間に過ぎ、一時間半近く

の話し合いとなりました。 
 
みなさん、新しい発見に楽しそうです。 

  



話し合った結果を、各グループの代表が張り出した地図の前で発表です。 

Ａグループは黒川さん。テーマは、「昔の苗穂がわかる！ハッとふりかえるナエボ」 
Ｂグループは村田さん。テーマは、「食も芸術もイロイロ 意外に知らないおいしい苗穂」 
Ｃグループは片山さん。テーマは、「温故知新のまち！手入れのゆき届いたまち！」 
それぞれ、楽しそうに発表されます。 
 
詳しい内容は、苗穂東まちづくりセンターのホームページ、 
（URL: http://www.city.sapporo.jp/higashi/naebohigashi/index.html ） 
または、苗穂東まちづくりセンターで配布の資料をお読みいただくとして、今回は、その“サワリ”をご紹

介いたします。 
 
Ａグループ：今でも流れる伏籠川 
 埋め立てられてしまって、無くなってしまったように感じている

方も多いかもしれないのですが、伏籠川は今でもしっかり苗穂東地区

内を流れているのです。その証拠が、このマンホールに浮き上がる[河]
の文字。土木系出身の私がいうのですから間違いありません。 
マンホールの[河]の文字は、ここは元河川で、今は暗渠になってい

る印。この下を伏籠川は流れているのです。 
 
 
Ｂグループ：お米屋さんなのに野菜も売っていて、しかも安い!○

村商店 
お米屋さんなのに、なぜなのでしょうね。野菜も売っている、しか

も、お値打ちに。こういうお店大好き！「ぶらナエボひがし」の途中

で、つい買い物しちゃいました（笑）便利ですね。なぜお米以外も扱

うようになったのか、それは・・・。 
 

 
Ｃグループ：瑞穂神社のお賽銭入れはステンレス製 
苗穂東地区の一番東、国道 275号線の東側にある、瑞穂神社。 
建立は明治 11 年。三吉神社の御分霊を奉斎し、古くは、雁来神社

と呼ばれてた由緒ある神社です。しかし、なぜ、その由緒ある神社の

お賽銭箱が、オールステンレス製なのか？誰にもわかりませんでした。

この謎は八田連町副会長が解きあかしてくださいました。「瑞穂神社は、



無人の事が多いので、不届き者に賽銭箱が壊されることが多くて困っ

ていたのさ。みんなで相談した結果、蹴っ飛ばしたぐらいでは壊れな

いようにオールステンレスの丈夫なもので作ることにして、さらに、

お賽銭は、箱の中ではなく、そのまま拝殿の奥深くに流れていく仕組

みを取り入れた最新型になっているのさ。みんなこれには驚くだろう

な」なんということでしょう。 
 
 
どれも、すごい秘密です。大発見です。 
 
「ぶらナエボひがし」で、はじめてまちづくりのイベントに参加された方にご感想をお聞きしました。 
「はじめは、健康づくりのためにイベントに参加しました。みなさんでわいわいがやがやと、とても楽しか

ったです。まちの方々ともお友達になることができました。これからは他の活動にも参加していきたいと思いま

す。」 
また、一人苗穂東地区の魅力の虜に・・・。 
こんな秘密いっぱいの「ぶらナエボひがし」、詳しくは、公式ホームページをごらんくださいね。 
 
 
さらに重大発表です。これからも「ぶらナエボひがし」は続きま

す。私だけが知っている、こんな発見、新しい謎大募集中です。苗穂

東まちづくりセンターに応募用紙が用意してありますので、謎・発見

をご存じの方は、ぜひご一報を。 
 
初参加でも十分楽しんでいただけますよ! 

 
みんなで苗穂東地区を再発見して、健康づくりをしながら、楽し

める「ぶらナエボひがし」。 
 
お気軽に参加してくださいね。 
 
 
 



 
苗穂地区を安心安全、快適に過ごしていただけるように、日々地域の方々が地道な活動をされています。 
今回は、その一端をご紹介いたします。 

 
苗穂グリーン公園は公園として憩いの場を提供するのみでなく、大

雨時における都市型水害防止のための一時貯水池の機能を果たす大切

な公共施設です。この公園の維持管理は市がおこなっていますが、地

域の方々も互いに協力し合って、みなさんが楽しめる快適な公園づく

りを行っています。 

春から夏にかけて、緑まぶしく、花鮮やかに咲き誇るグリーン公園

にある花壇は、町内会、まちづくりセンター、小学校のみなさんがそ

れぞれの思いを込めて、植栽しています。 
春一番に咲くチューリップの植え付けはなんと、雪が降り始める前

の 11 月に入ってすぐに行われます。 
チューリップが植えられる花壇は全部で 6。昨年は 11 月 5 日の朝

早くから、”苗穂グリーン公園をはぐくむ会”のメンバーが中心となっ

て球根を植え付けました。花壇それぞれに、ユニークな形でチューリ

ップの球根が埋め込まれましたので、雪どけの春にどんな花壇になっ

てみなさんの目を楽しませてくれるか、とても楽しみですね。 
チューリップの花が咲き終わると、球根を取りだします。そう、グ

リーン公園の花壇のチューリップ、実はすべてグリーン公園育ちの球

根から咲いているのです。 
球根を掘り出した後は、夏に向けて、また別の花が植えられます。 
気候はどんどんよくなり、植物はぐんぐん成長します。雑草も伸び

ます。お水もたくさん必要になります。 



そんなグリーン公園花壇に毎朝のように水を撒いてくださっているのが地区に

お住まいの合田さんです。 
早朝のグリーン公園を、シルバーカー（グランカ）を改良した水撒き用のタン

クを積んだ車を押しながら、花を愛おしみながら手入れしてくださっています。 
この水撒き用に改良したシルバーカーを作られたのは、同じく地区にお住まい

の、竹本さんです。 
 
竹本さんは、グリーン公園の中に設置されている、防災倉庫の管理もされてい

ます。防災倉庫の中がいつもきれいに整理され、万が一の時に、備えることがで

きるのもこういった一つ一つの積み重ねがあってこそなのです。 
 
グリーン公園の清掃は、週替わりで 3 町内会(苗穂第 22 町内会、道

営苗穂第二グリーン団地自治会、市営住宅苗穂団地自治会)が日曜日の

早朝に行っています。朝 8 時半頃に、ゴミを入れるふくろとゴミを拾

い集める火ばさみをもって、公園に集合。公園に集合する前に途中で

拾い集めたゴミがすでに袋に入っています。いったん集合すると、み

なさんそれぞれ公園の周りや植栽の陰などに落ちているゴミを拾い

集めます。「夏には花火の燃えかすがおおいよ」「落ち葉は市に連絡し

て業者がやってくれるんだ」「ベンチのペンキなんかもわたしたちで

塗り直すの。みんなの大事な公園だから」「放置自転車も多くてね、

危ないし、汚いから年に何回か廃棄をお願いするのだよ」みなさんの 
お話で出るのは、公園を愛する気持ち。みなさんで快適に使ってもら 
いたい苗穂グリーン公園。 

 
雪がとけ、春が訪れると、またみなさんの活動が始まります。 

 



 
苗穂東地区には民生委員とふれあいテンによる、それぞれの“高齢者見守り活動”があります。どちらも、

独り暮らしのご高齢者が安心安全、快適にこの地域で暮らしていけるよう、時にはご訪問をし、また、日常の生

活の中から見守り活動を行っています。 
 

民生委員の見守り 
民生委員の田中さんとご訪問したのは、最近引っ越ししてきたば

かりのＴさん。じつは以前、Ｔさんのお母様は、体調不良になられ

たときに、ご近所のみなさんからの知らせと民生委員の田中さんの

見守り活動で助けられたという経緯があり、この見守り活動に関し

て大変ご理解をいただいています。 
「仲間もいない中で、こうやって声をかけていただいたり、訪問

を受けたりすることはとても安心なことです。」「よく分からない街

での安心安全、快適のために今後もよろしくおねがいします」と、

明るくおはなしいただきました。 
 
 
 

福祉の街づくり ふれあいテンの見守り 
ふれあいテンの見守りは普段の生活のなかで見守ることから始

まります。 
お一人住まいのご自宅に夜電気がともっているか?洗濯ものは取

り込まれているか、などをふれあいテンのメンバーがチームを組み、

外出や買い物の行き帰りなどに毎日それとなく気にします。それと

は別に 2 週間に一度お顔を見に訪問し、お話をします。 
今回はふれあいテンのメンバー4 人での訪問見守りに同行いたし

ました。 
訪問先のＩさんは、お一人暮らし。玄関先で、「豆と煮物が大好

きなので、それさえあれば幸せ。健康診断では、逆にいつも体脂肪の少なさを指摘されるのだよ」と、笑いなが

らお話になる姿は、足腰もしっかりされていて、お元気そのもの。笑顔がとても印象的な方でした。 
 

苗穂東地区で行われている、二つの見守り活動に同行して感じる事は、ご近所のみなさまの力と、日々おこ

わなれている、見守り活動がどれぐらい多くのみなさまに安心感を与えているか、民生委員、ふれあいテンの方々

の、毎日、毎回積み重ねていただいている活動が安心安全を生んでいき、街を一つにしていく。 
地道な活動に感謝の気持ちでいっぱいとなりました。 

 



 
12 月は子どもたちが待ちに待ったクリスマス！ 

苗穂東地区に、サンタクロースがやってくるというウワサをきいて、ふたつの子育てサロンを訪ねてみまし

た。 

 

子育てサロン「ナイポ」 

苗穂まちづくりセンターの二階で偶数月の第一金曜日10時から12

時まで、苗穂福祉ふれあいテンのみなさんが子どもたちと遊ぼうと待

っていてくれているのが、子育てサロン“ナイポ”です。 

平成 18 年から始まった、「ナイポ」は多い時で 20 組を超える親子

の参加者がある子育てサロンです。昨年度までは年 4回だったのです

が、みなさまからのご要望もあり、今年度からは回数も 6回に増えま

した。 

 

12 月 2 日はクリスマスイベント、スタッフも手作りのお菓子を準

備して、大きなクリスマスツリーを飾りつけ、ちびっこたちの到着を

まちます。 

雪が降り積もり、足元が悪い中、14 組のお母さんとちびっこが遊

びにきてくれました。 

ふれあいテンが見守り活動をしている、おばあちゃんも一緒です。

おばあちゃんはちびっこが走り回るのを見て、「子どもたちあっとい

う間に大きくなるね」と、にこにこしています。 

ちびっこは、“大きなブロックのお城”や“手作りの釣りあそび”、

“アンパンマンのおくちへポン！のボール落とし”などなど、工夫と

アイデアがいっぱいのおもちゃでみんな楽しそうに遊んでいます。 

自由に遊んだあとはスタッフのみなさんが操る“あわてんぼうのサ

ンタクロース”の曲に合わせたパネルシアター。ちびっこもお母様方

も大喝采。演じたスタッフもにこにこです。 

そして・・・お待ちかねのサンタクロースが赤鼻トナカイのひくそ

りに乗って登場！のはずが、トナカイさんを見た子どもたちは泣きだ

してしまい、トナカイさんはちょっとあわて顔。 

大きな袋の中からサンタさんがプレゼントを渡すと、やがてみん

なニコニコ。サンタさんも、ほっ。 

プレゼントの後は、おたのしみ、おやつタイム。テーブルが準備

され、子どもたちはお母さんと一緒に席に着きます。 

今日のおやつは手作りのおいしい～おいしい「ころころミニケー

キ」！ 

ホットケーキミックスにほうれんそう、にんじんなどを細かく刻



んで混ぜ込んで、たこ焼き器でま～るく焼くアイデアお菓子。 

たべてのお楽しみの中身は、ウィンナーやチーズ、じゃこ、チョコ

レートなどなど。 

子どもたちがちょっと嫌がる野菜も練り込まれているのが、ミソ。

野菜嫌いな子どもたちも、両手いっぱい、お口いっぱいに頬張って、

ごちそうさまでした！ 

こうして、心尽くしの子育てサロン「ナイポ」のクリスマス会は終

了。みなさん楽しかったですネ 

 

次回 2月 3日金曜日の「ナイポ」では、 

お母さんのための”おしゃべりナイポカフェ”を開催します。 

いくつになっても女子は女子。このときばかりは「お母さん」を忘

れて「女子会」気分で、女の子同士のゆる～いおしゃべりを楽しみま

せんか? 

詳しくは、苗穂東まちづくりセンター(011-742-4427)までお問い合

わせください。 

 

ぜひ、みなさんお誘い合わせてお越しくださいね。 

 

 

子育てサロン「ホップ」 

苗穂東地区子供会育成連絡協議会主催の、子育てサロン「ホップ」

は、毎月第三金曜日の 10 時から 12 時、苗穂小学校ミニ児童館を会場

に開かれています。会場には民生委員の方も参加されていて、お母様

方の悩みがあればその場でお話ができる雰囲気づくりにも気を配って

います。 

子育てサロン「ホップ」の特徴は、小学校の中にあるミニ児童会館

が会場なので授業の合間のチャイムが鳴ると小学生たちがやってくる

事です。何年か前に、小学生のお兄さんやお姉さんと遊んだ「ホップ」

卒業の子どもたちも、もう小学校に通う年齢になっています。その子

たちが再び小さな子と遊ぶ。こうやって、世代を繋いでゆくのです。 

 

今日も、小さい子たちは低学年のお兄さんたちの素早い動きに目を

奪われながら、遊具を使い真似して一緒に思いっきり体を動かしなが

ら遊んでいます。赤ちゃんは女の子に抱かれ、あやされ、にこにこし

ています。 

子育てサロン「ホップ」も12月 16日の今日はクリスマスイベント。 

授業開始のチャイムが鳴って今までおもちゃで遊んでくれていた

お兄さんお姉さん達がいなくなり、ちょっと寂しそうな顔をした、ち

びっこの前に鈴の音が遠くから聞こえてきました。やがて高らかにな

り、音楽にのってやってきたのは、大きなトナカイ！と校長先生のサ

ンタさん！突然のことにびっくりして泣き出してしまう子も。 



これには先生も大慌て、でも、泣いていたちびっこもプレゼント

をもらうと、にっこにこ。続いてのパネルシアターでは一緒に踊り

だし、「もいっかい！」とアンコールの声三度。 

さらに「アンパンマン体操」もアンコールがかかり、ノリノリの

子どもたち。 

楽しい「ホップ」のクリスマスよかったね。 

こうやって、子育てサロン「ホップ」では親にも子にもやさしく、

楽しい時間が流れていきました。 

 

 

「スノーキャンドルを点（とも）そう！！」イベントのお知らせ 

子育てサロン「ホップ」では、1月 28 日に苗穂グリーン公園で行

われる、は雪の祭典に合わせて、前夜祭として、「スノーキャンドル

を点（とも）そう！！」のイベントを行います。寒い夜に点る温か

い光の祭典。ちびっこや小学生のみなさん、温かい服装でぜひ参加

してくださいね。 

スノーキャンドルを点そう！！ （苗穂グリーン公園） 

日時 1月 27 日（金）午後 3時集合 午後四時半頃キャンドル点火 

 
 
 
 

 
 

年末年始は、お酒を伴う飲食が増える季節。ここ苗穂地区に点

在する飲食店の方々に、車でのお客様にはお酒を提供しないように、

安心安全に年を越せますようにとの願いを込めて。歳末飲食店巡回

がおこなわれました。苗穂交番に集まったみなさんは、川東地区交

通安全運動推進委員会会長の挨拶のあと三班に分かれて飲食店を

巡回します。 
東署の担当の方にも同行いただき、飲食店を一軒一軒丁寧に周

り、啓蒙のポスターと店主へのお願いを繰り返します。どのお店も

気持ちよく対応いただくことができました。 
巡回の後は、苗穂東まちづくりセンターの二階で反省会と、東

署への質疑応答です。一年間の活動を振り返っての活発な意見が交

わされ、とても有意義な反省会となりました。 
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交通死亡事故ゼロ 5000 日を達成し、更新中の苗穂東地区。 
年四回の交通安全運動週間に合わせての交通安全見守り活動は欠

かせない活動となっています。 
雪が積もり始め、路面が凍結し始める時期におこなわれた、冬の

交通安全運動週間に合わせて、苗穂丘珠通りに面したポケットパーク

で 12 月 1７日と 24 日の両日交通安全見守りが行われました。 
両日とも小雪舞う冷たい北風の中、揃いのジャンバーに黄色い交

通安全の旗を持ったみなさんが集まり、川東連町副会長の挨拶の後、

一斉に交差点際の歩道に広がり、ドライバーや歩行者に交通安全を呼

びかけます。みなさんの気持ちは同じ、安心安全、快適に街歩きがで

きるように、さらに、あしかけ 15 年続いている、交通死亡事故ゼロ

の記録がこれからも続き、悲しい思いをしなくても済むように。旗を

振り、ドライバーに交通安全を呼びかけるのでした。 
 
 
このようにご紹介した活動は、苗穂東地区でおこなわれている、市民の、地域のみなさんの活動のごく一部

です。こういったみなさまの活動の上に、町内会活動や、まちづくりは成り立っています。 
みなさんも仲間になって、活動してみませんか？今までとちがった苗穂が見えてくるに違いありません。 
 
みなさまの参加をおまちしています。 
 
 
 
 
 

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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