


ジンギスカン！早く食べたいな！？ 

花火って、きれいだね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「夏休みはまだ始まっていないけど、少し早目の夏休み気分を味わってもらえたら」こんな、

開会の挨拶から、第 9 回「グリーン公園キャンプまつり」が幕を開けました 

 待ち切れずに集合時間より早くに集まった子、初めてのお泊りにちょっと不安げな子、みんな

がそれぞれに楽しみにしていたキャンプまつり。 

テントに荷物を置き、班に分かれてドキドキなキャンプが始まりました。 

一緒に食べる夕食の準備も、それぞれの班

に分かれた子どもたち同士で助け合っての作

業です。お兄さんお姉さんは、小さい子たち

を助け、大きなシートを広げ食卓を作り、火

をおこし・・・。力を合わせて頑張ります。 

それもそのはず、今日一番のお楽しみ、夕

食はみんな大好き“ジンギスカン”。 

肉の焼ける良い香りが公園に全体に広が

り、おなかが“ぐうぐう～”。なかなか肉が焼

けなくたっても、ちょっとお焦げになっても、

友達と食べる夕食はとっても楽しく、どの子

もニコニコ、キラキラと瞳が輝いていました。 夕食の後はキャンプファイヤー。すっかり

陽が落ちた公園で燃え上がった炎に、星空は

焦がされ、歓声が吸い込まれます。 

リーダーのお兄さんお姉さんといっしょの

レクで子どもも役員も大いに笑って、盛り上

がり。そして、お待ちかねの花火大会。何度

も何度も列に並び、“何回目よ！”と、半ばあ

きれ顔で笑う役員さんから花火を受け取る子

どもたち、夢中になって駆け回り、その興奮

も冷めぬ間もなくテントに直行。寝られるは

ずもないけれど、徐々に静かになるグリーン

公園。 

日付が変わる前にはすっかり冷え込んで、

聞えるは、子どもの頃を思い出しながら、寝

ずの番をする大人たちの静かな会話と、暖を

とるための薪のはぜる音のみ・・・。 

2011 年 7 月 23 日～24 日 会場：グリーン公園 参加人数：100 名（子ども 70 名、大人 30 名） 

主催：苗穂地区子ども会育成連絡協議会 協力：苗穂連合町内会 

 



ラジオ体操は背筋を伸ばして 

 看板設置中(上)、テントの設営中の役員のみなさん 

朝ごはん！に大きな口でかぶりつく 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここグリーン公園での夏キャンプが始まっ

たのは９年前の夏。公園の有効活用と、子ども

たちの健全育成のためにと始まりました。 

今では、地区に住む子供たちの仲間意識作り

と豊かな心を育てる夏の楽しみとなっていま

す。 

しかし、準備は大変で、今回も刺すような真

夏の日差しの中、連合町内会や苗穂地区子連の

役員のみなさんが子どもたちの為にと、重い機

材を運び、テントを組み立て、食材や飲み物の

手配をし、寝ずの番で子どもたちを見守ってい

てくださいました。 

 

“子どもたちの喜ぶ顔が見たいから”の、

優しい心です。 

地域の皆様に支えていただいているキャン

プまつりなのです。 

 

 

 

夏の短い夜はあっと言う間に明けて、５時前

には子どもたちは公園で遊び始めました。 

中には”私たち寝ずに一晩中話し込んでいた

の”という女の子たちも。話し出すと止まらな

い井戸端会議の芽は小学生のうちから？などと

思いつつ、他の子どもたちの顔を見回すと、ど

の子もちょっとねむそうだけど楽しそう。 

６時半には夏のお約束のラジオ体操。その間

に暖かいスープとパンが準備されます。 

昨夜の出来事を楽しそうに話し、大きな口を

あけて朝食にかぶりつく子どもたち。一緒に食

べながらその様子に優しくうなずく大人たち。 

朝食後には子どもたちはみんなで公園のゴミ

拾い。“一人二個拾うのが、お約束なの”。みん

なのグリーン公園を綺麗にして、キャンプまつ

りは終了。 

名残惜しそうに“さよなら”する子どもたち

に、“また来年会えるさ！待ってるからね～”と

送り出す役員の皆さん。 

そこには通う心がありました。 

 



 

 

 

 

苗穂地区最大のイベント、レインボーサマーフェスティバルが 8 月 6 日、7 日の二日間グリーン公園で開催さ

れました。今回で 18 回目となる盛夏イベント。今回も 5000 人を超える地域の方々が、笑い、食べ、踊り、抽選

会にドキドキ、ハラハラしました。 

大きく盛り上がったこの祭り。成功の鍵は、陰で支えてくれた各町内会の皆様の協力があってこそ、なので

す。 

本格的な準備はフェスティバル開催のひと月前の第一回実行委員会から始まりました。もちろんそれ以前にも

細かな調整打ち合わせは絶えず行われていました。実行委員会では実質的な役割分担などを決めていきます。七

月末にも同じように開催され、全体像がまとまり、いよいよ本番へと動き出したのです。 

 

8 月 4 日 準備初日 

朝早くに大量のべニア板が会場のグリーン公園に持

ち込まれ、会場設営の作業が始まります。青空眩しい公

園で、八田連町副会長を中心に朝のミーティング。 

”それっ”と別れて一斉に作業に入ります。 

会場内での配置を決める”隅出し”作業が最初に始ま

りました。これは、公園の中に建てるテントや舞台の位

置の割り振りを決める大事な作業。この作業なくしては、

整然とした会場は出来上がりません。 

テントの大きさに合わせて、ロープが張られ、目印の

杭が打ちこまれていきます。 

また、公園中心部の東屋は屋根にベニア板が敶き詰め

られていきます。ここが指令基地と焼き鳥などの工房と

なり、フェスティバルを支えます。さらに、トイレ脇の

スペースには、巨大なゴミステーションが組み立てられ

ます。 

グリーン公園では 3 つの作業が同時進行し、下準備が

進みます。 

それと時を同じくして、苗穂中央会館では婦人部が中

心となって、お楽しみ大抽選会の賞品の包装作業を開始。

大量の賞品が次々に分類され包装されていきます。 

手際良くそれぞれの作業は進み、お昼過ぎに作業は終

了。翌日へと続きます。 

2011 年 8 月 6 日～7 日 会場：グリーン公園 参加人数：5000 名 

主催：苗穂連合町内会・レインボーサマーフェスティバル実行委員会 後援：レインボー街路灯組合 

 



8 月 5 日 準備二日目 

今日も快晴！朝一番に電源の工事が入ります。すでに

指令基地となった東屋にも電気が引かれていきます。 

4 トンラックやワンボックスカーから次々と資材を運

び込まれます。大型の冷凍庫、冷蔵庫、フライヤー、炭

焼きコンロ、机、椅子、ものすごい物量ですが、みなさ

んの協力で手際よく必要な位置に設置収納されていきま

す。 

続いて、昨日“隅出し”で決められた位置に次々とテ

ントが立っていきます。 

一つのテントを６～８人で息を合わせて立ち上げま

す。照りつける日差しの下、汗だくになって“しんどい”

けれど、みなさんフェスティバルの様子を想像して楽しそうです。 

盆踊りの太鼓櫓（やぐら）、メインの舞台も骨組みが

出来上がり、しだいに形になっていきます。 

 

苗穂中央会館では人気のおでん用の秘伝味噌だれの

準備が進みます。 

味噌だれを作るのは大仕事。レシピの通りに大きな

鍋に、調味料が投入され、混ぜられていきます。 

おでんに使う割り箸も一本一本アルコール消毒され

ています。大変手間のかかる地味な作業ですが、みなさ

んに安心して食事を楽しんでいただくにはとても重要

な作業なのです。 

さらに別の班は、きゅうりの浅漬け、焼きそば用のキャベツ、お肉の仕込みを始めています。 

どの食材も街のみなさんに安心して食べていただけるよう細心の注意を払って準備されていきます。 

味噌だれに火が入ると、館内は鼻をくすぐる甘く良い香りにあふれました。 

お味噌の香りは人を幸せにします。秘伝の味付けも上々、明日のおでんが楽しみです。 

 

 

お昼前には、万国旗がたなびくグリーン公園に、サマー

フェスティバルの全容が姿を現してきました。 

午後からは、焼き鳥など火を使う場所にお客様が間違

って入り込まないようにするために、総出でパイプとシー

トで壁を作ります。 

みんなが楽しむお祭りだから、事故が起きないように

する、安全確保は大切な作業です。 

 

グリーン公園と中央会館同時進行の作業は、午後三時

前にはほぼ作業が終了し、ファスティバルの準備は完了し

ました。 



8 月 6 日 フェスティバル初日 

お祭り初日は快晴です。今日も暑くなりそう。です

が、午後には夕立の予報もあり、空模様が尐し心配です。 

 

会場では打ち合わせの通りに連町のみなさんがそれ

ぞれの班に別れ仕事をこなしていきます。 

イベント用のテーブル、椅子を組み立て設置。おで

ん具材を個別に加熱して串刺し。 

烏賊焼き、ホタテ、ソーセージ、などは次々に炭火

で焼かれています。 

焼き鳥を担当するのは、街の若手メンバーと、苗穂

駐屯地の自衛隊のみなさん。立ち込める煙はさながら煙

幕戦の様相です。 

 

黙々と急ぎ準備が進む中、突然、“バン”と破裂音！

みなさんの手が、一瞬止まり、驚いて振り返ると、11th

ザ・レインボーサマーフェスティバルの開催を街中に告

げる打ち上げ花火の煙が真っ青な空に昇っていました。 

 

花火を合図にみなさんの手が一段と速く動きだしま

す。 

枝豆、トウモロコシ、フライポテト、ザンギ、あげ

いも、あげタコ、etc・・・。 

豪快な手つきで焼き上がる焼きそば。 

おいしそうな香りでいっぱいの会場。 

暑い日には一番人気となる、かき氷、冷たいジュー

スやビールも、準備万端。 

後はお客様を待つばかりのグリーン公園。 

 

お昼を前に徐々に街のみなさんが集まってきます。 

”おいしいよ～！買ってって～！！”  

大きな口をあけて頬張る子どもたち、焼き鳥、おで

ん、などなどを片手に弾む会話。売るほうも買うほうも

どちらも楽しそうです。 

 

サマーフェスティバル会場の特徴は、”苗穂東ふれあ

いテン”による、無料の福祉ふれあい休息所。 

お年寄りに優しいまちづくりのお祭りということで、

ここではお茶やお菓子を食べながら、楽しくお話。 

ちょっと身体が心配な方には、バイタルチェックも

していただけるのです。照りつける真夏の太陽を避けて、

ほっ。とできる空間があるのは素敵です。 



舞台や櫓の周辺では、地区のみなさんによる、カラオ

ケ大会や、民謡の演奏、フォークダンスサークルの発表

などが続きます。 

 

陽が傾き、涼しくなった午後 5 時に湯浅連町会長、

岡村東区区長の挨拶で、サマーフェスティバルは正式に

開催となりました。 

まつり会場に人があふれ、作り手、売り小町たちの呼

び込みにもいよいよ熱が入り、フェスティバルは盛り上

がります。 

会場から、”いすが足りない”というクレームが発生

するも、即座に大きなシートを敶いて臨時席を作り対応。 

ゴミをこまめに回収する方、公園周辺の道路を走る車を安全に誘導する方、苗穂中央会館で明日の仕込みを

される方、みなさんがそれぞれの仕事を的確にこなしていきます。 

 

灯が夕闇に鮮やかになったころ、”ドドン”と太鼓が響いて大人盆踊りの開始です。大人に、子どもも混じっ

て踊りの輪が広がります。夜空には半月がくっきりと浮かび、よい真夏の景色です。 

 

周りが真っ暗になったころ、青尐年育成委員会はフ

ェスティバル会場を中心とした公園近辺の夜回りを開

始します。これも地区住民みなさんの楽しく安全なま

ちづくりを目指しての活動です。 

この日は注意をするような無謀な若者はいなかっ

たとのこと。 

これもまた、地域住民みなさんのおかげです。 

 

活況の売店は盆踊りが終わるころにすべて完売。 

売り小町の顔には満面の笑み。明日の準備をしつつ

片付けに入ります。 

午後 9 時。後はガードマンさんにまかせて、”明日も頑張ろう！”と解散です。 



8 月 7 日 フェスティバル二日目 

昨日の完売に今日も仕込みに一層力が入ります。 

お客さんの出足も早く上々の滑り出しです。陽の高い

うちから、ビール片手に盛り上がる街のみなさん。 

焼き立て、できたてのつまみ類も売れ行きは好調。売

り小町のみなさんも笑顔で力が入ります。 

 

 

会場では子どもたちのシャボン玉遊びが大好評。街に

お住まいの外国人の子どもも混じり、みんな大はしゃぎ。

子供会のみなさんは初日、二日目と連日会場で、子ども

盆踊り、ステージイベントや子どもたちが楽しく、跳ね

まわり、笑顔を振りまくことができる遊び企画などを展

開し、大賑わいです。 

 

ステージにはタッピー君も登場してゲームを開始。子

どもたちであふれます。日頃は家でテレビゲーム遊びの

多い今の子どもたち。明るい陽光と緑あふれるグリーン

公園を走りまわり、明るい歓声の響かせる子どもたちの声は本当に素敵です。 

 

 

会場を一望できる本部席。湯浅連町会長は、たくさんの街の方であふれる会場を見渡せる本部席で、トラブル

はないか、みんな楽しんでいるか、などの様子を気にしています。 

街の方々の笑い顔があふれる活気ある会場に自然と笑みがこぼれます。 



そんな顔が一瞬曇ります。 

”アイスボックスまで持ち込んだ人がいる” 

サマーフェスティバルの会場での飲食は、会場で購

入するのが、一生懸命準備してくれた町内会の人たち

への礼儀。それをアイスボックスまで用意して会場内

への持ち込みとは・・・。 

残念な思いとともに実行委員長でもある連町会長

の顔が曇るのも道理です。サマーフェスティバルの運

営費も模擬店の売り上げで成り立っているのですから。 

 

会場は最大限の賑わい。 

子ども盆踊り、よさこいソーラン、大人盆踊り、な

どなど、まつりは最高潮！ 

 

そのころ舞台裏には、小山ほどの量の包装された大

抽選会の賞品が次々と運び込まれていきます。 

順次舞台に積まれていく賞品たち。会場の目が“今

年の賞品は何だろうか？”と舞台を注視しているのが

感じられます。 

 

夕闇が迫るころ連町副会長による閉会のあいさつ。 

”今年も楽しく無事にサマーフェスティバルを終え

ることができました。” 

 

そして、お待ちかねの大抽選会！が始まります。 

特賞は自転車。しかも、5 台！ 

他の賞品は土鍋、ビール、油、しょうゆ、砂糖、米、

トイレットペーパーなど賞品は多彩。 

番号と名前を呼ばれるたびに舞台前には笑顔があふ

れます。 

 

そうしている間にも売店コーナーでは順調に商品が

売れていきます。 

時が過ぎるほどに、売り切れ！完売！の札がテント

の軒下に目立つようになり、売り小町の方々に嬉しい笑

顔と、暑い中汗だくで揚げ油や鉄板に向かっていた調理

担当の方々から安堵の笑顔が広がります。 

“よかったねぇ。みんな喜んで食べてくれたねぇ。”

“よかった、よかった。” 

 

 

抽選会も開始から一時間ほどが過ぎ、当選者の名前



を読みあげる司会者の声がかすれ出したころ、いよいよ

自転車の当選者が抽選箱からえらばれます。 

名前が読みあげられる度に、 “やったー！”と、大

きくガッツポーズをしながら舞台へ走り寄る子供、孫へ

のお土産ができたと喜ぶおじいさん。みなそれぞれに、

満面の笑みを浮かべ嬉しそうです。 

 

抽選会が終わると、レインボーサマーフェスティバ

ルもいよいよ終幕に近づきます。 

当選品や思い出を手に会場から三々五々、帰宅の途

に就くみなさん。 

売店の商品はすべて完売！ 

担当の皆さま、お疲れ様！ 

 

最終日の片付けが終わるころ、まつりの会場から離れ、公園の周りで車の誘導をしていたみなさんが戻り、“今

日も事故がなくてよかった。”と、ほっとしています。 

現場を仕切っていた八田連町副会長の顔からも厳しい表情が消え、優しい笑顔が広がります。 

会場の照明が落とされたころ、残ったスタッフみんなで“乾杯！”冷えたビールに思わず“旨いっ！” 

どなたの顔にもフェスティバルの仕事をやり遂げた満足感で満ち満ちています。 

 

昨夜と同じ、後はガードマンさんにお願いして、解散。今夜はよく眠れそうです。 

 

8 月 8 日撤収作業 

フェスティバルの後片付けは翌日の朝早くから。 

電灯線が外され、調理用具を洗うことから始まり、

舞台、テント、テーブル、椅子が、あるものはトラック

に積まれ、またあるものは倉庫にと、チームワークで、

一斉に撤収、収納されていきます。 

 

昼過ぎには完全終了！ 

 

 

 

 

青空は昨日までと同じですが、サマーフェスティ

バルの影はグリーン公園から完全に消え、木々の緑と

そよぐ風がそこにはあるだけでした。 

 

皆様お疲れ様でした。来夏がまた、楽しみですね。 

 



  

雲ひとつない晴天の八月最後の日曜に、苗穂連町が活動を始

めて 39 年目である今年、数えて 38 回目となる歴史ある運動会

“苗穂連町ふれあい運動会”が開催されました。 

この運動会は、お父さんの世代がまだ子供のころから、毎年

欠かさず開催されてきた、町内にお住まいの方であれば最も愛

着のある町内行事。会場である苗穂グリーン公園ができる前か

ら続いている由緒あるものなのです。 

 

 すがすがしい空気の中、朝 9 時の開会式から大勢のみなさん

が会場である、グリーン公園に集まりました。 

今年の開会宣言は村田副大会長。さらに、大会長、区長な

らびにご来賓の方々のあいさつに続いて、ポプラ子ども会のメ

ンバー2 人による爽やかでかわいい選手宣誓の声が響きます。 

続いて、なえぼ子ども会 3 名による準備体操。誰でも知っ

ているラジオ体操第一のリズムに合わせて、公園の日陰に腰を

かけていたご高齢の方まで上半身を動かして、体操です。なん

だかほのぼのとしたこの感じが、“ふれあい運動会”ならでは

の情景なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 年 8 月 28 日 会場：グリーン公園 参加人数：400 名 

主催：苗穂連合町内会 主管：第 38 回苗穂連合町内会ふれあい運動会実行委員会、 

後援：苗穂地区青少年育成委員会・苗穂東地区体育振興会・苗穂地区子ども会育成連絡会議 

 



 

 いよいよ競技開始。38 回を数えるこの運動会。一般の参加

者だけではなく、スタッフや御来賓の方々まで楽しめる創意

工夫に満ちています。今年もスタッフが知恵を絞った新種目

が二つ加わり、楽しさが増しました。 

 

最初の競技は、子どもたちによる個人競技の“障害物競走”。

続いて、成人男女チーム対抗の“ダム建設”。競技開始ととも

に、大人も子どもも、グリーン公園を走り回ります。 

ふれあい運動会では、勝ちチームには栄冠の賞品が、負け

チームにも必ず参加賞が配られるのです。今年の競技は、大

人 5 競技、子ども 6 競技。そのすべての競技にたくさんの景

品が準備されました。それも「参加された皆さんに楽しんで

もらいたい！」とのスタッフの思いがたくさん詰まっている

のです。なんと素敵な運動会なのでしょう！ 

 

今回登場した新種目の“フラフープ送り”は、参加者全員

を紅白に分けての老若男女混合の競技です。 

“ご近所さん”がうまく声をかけ合い、つないだ手の気持

ちを合わせてフラフープの輪を抜けお隣さんに送ることがで

きるかが勝敗を左右します。 

 

実はこの競技、スタッフ一同が知恵を絞り“ふれあい運動

会”のふれあい
．．．．

を目的に考案されたゲーム。普段触れ合うこ

とが少ない、お年寄りから、親の世代、孫の世代まで三世代

がフラフープというふれあいの輪を通して交流できたらとの

スタッフの熱い思いが詰まったものなのです。その思いが通

じ、みごと参加者は一つとなり、抜きつ抜かれつ、白熱の展

開に会場は大いに盛り上がりました。 

 

 

競技の合間には東保健所の健康相談も受けることができま

す。運動する前後に、自分の健康、体調は大丈夫かと心配し、

ご相談にお見えになった方も、血圧や脈拍などのチェックを

受け、係りの方との安心安全な会話で自然と笑顔が戻ります。 

 

 

参加者を飽きさせない、ふれあい運動会は、“キンボールリ

レー”（紅白玉ころがし）や、小さい子供のよちよち歩きが可

愛い、“ここまでおいで”。と、競技は続きます。 

 

 



 新種目の“あんよは上手”は、大の大人がなんと、赤ちゃ

んのようによちよち歩きになってしまう、とてもおかしな競

技です。 

引いたカードに書いてある、さまざまな種類のボールを股

に挟み、ゴールまで落とさずに“あんよ”するのがこの運命

走。途中、股に挟んだ風船が割れるは、球は外れてどこかへ

転がって行ってしまうなど、ハプニング続出で、観客も、“締

めすぎているのよ！” “ゆるいゆるい！”など、の声援の

送りつつ、涙を流しながら手を叩いて喜びんでいます。参加

した皆さんは真剣ながら少し照れ気味。スタッフ考案の新競

技はここでも大成功となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笑いの醒める間もなく、続いて“パン食い”ならぬ“？食い競争”で、さらに笑いがヒートアップ。 

子どもはお菓子の袋を、大人はたわしやお茶漬けの素、スポンジなど、思いもよらぬ物を口でしっかり受け止

め、それに食いついたまま、ゴールまで走る。 

普段目にすることができない光景に、だれもが腹を抱え、楽しんでいます。 

 

会場の笑いが少しおさまったころ、競技参加者を対象と

した、東消防署署員による、災害時の応急対応のミニ講習

会が開かれました。 

災害時に手元の道具だけで如何に緊急救急対応をする

かのノウハウ伝授に、記憶に新しい東日本大震災が頭を離

れない会場のみなさんは、署員の言葉を聞き、真剣なまな

ざしで一挙手一投足を追います。 

講習会後の競技、“担架で急げ！”では、実際に競技

者はヘルメットを着装し、本物の担架を使って、けが人

搬送の競技に臨みます。“担架って意外と重い！”の声。   

さらに、四人の息が合わないと担架は簡単にバランス

を崩します。この経験は 9 月 25 日に予定されている、

防災訓練の際にきっと役に立つことでしょう。 



 

時間がたつほどに参加者も増えていき、声援のボリュームも上がります。 

 

いよいよ、“ふれあい運動会”のメインイベント“綱引

き”の時間がやってきました。 

大人、子どもがそれぞれ 4 チームで挑むこの競技、坂

本競技委員長の厳正で公正なジャッジメントにだれもが

身が引き締まります。 

 

どのチームの一歩も譲らない接戦の末、子どもはライ

オンさんチーム。大人はカバさんチームが優勝し、勝利

の栄冠を勝ち得ました。 

 

運動会の最後を飾る競技は、会場を埋め尽くす全員参加の

紅白ゲーム、箱から取り出されるボールは白か赤か！第六感

だけが頼りの運命ゲーム。会場が二手に分かれて、何色が出

るかを見守ります。 

参加者総勢 400 人！のこの競技、スタッフは汗だくで会場

を整理します。 

 

紅白ゲームの参加賞は、お昼のおにぎりとみそ汁、お茶、

そして、お楽しみのビンゴカード。 

“並んでくださ～い” “一人ひとつですよ～！” 

 

みんな大満足。 

 

紅白ゲームが終わると、ランチタイム。 

晩夏のそれでも強い日差しの中、みなさん思い思いに木陰

を見つけてご近所さんと楽しい会話をしつつ食べるおにぎり

は、一汗かいた身体とおなか、そして、心にごちそうです。 

 

 

ランチ終了後、川東副大会長からの閉会のあいさつ。 

 

 

続いての、お楽しみビンゴ大会！では、皆がリーチをかける間もなく、6 回目の抽選で早くも”ビンゴ！”会

場の最前列に女の子が飛び出してきました。会場からはどよめきが。その後は数字が読み上がられるたびに、 



”リーチ！” ”ビンゴ！”賞品交換所の前には長い列が。 

お米や油、石鹸、しょうゆ、トイレットペーパーなど、日

用品中心とした賞品が次々に配られていきます。 

みんな嬉しそう。スタッフも大満足です。 

 

ビンゴ大会終了後自然解散となり、親子孫で手をつなぎな

がら帰る家族連れを見送って、スタッフは撤収に入りました。 

 

楽しかったね、良かったね。身体を動かすって素敵だね。 

 

 

 

 

 

 

はいっ！ここが一等賞！（ダム建設） 

テント作り、まか 

せないさいっ！ 

ちゃんと並んでね 

   （障害物競争） 

大きな玉も 

こうやって、 

空気を抜いて 

畳んで OK! 

綱引きの綱は、きれいに巻いてから片

付けます。 

皆で協力して次の準備 
次の競技は・・・。進行役さんご苦労様！ 



 

 

9 月 13 日火曜日、苗穂本町地区センターで行われた、地区社

会福祉協議会とふれあいテンの主催で、地区地域健康づくり

運営委員会、地区食生活改善協議会、連町女性部後援の「第

14 回 健康講座・ふれあいお食事会」を紹介します。 

「健康講座・ふれあいお食事会」の会場となった、苗穂本町

地区センターのホールには朝早くから、それぞれの委員会の

方々による、準備が行われ、どなたでもすぐ分かるように、

ご自身がお住まいの町内に分かれてのテーブルが準備されま

した。それぞれのテーブルには、お話を弾ませる、温かいお

茶とお菓子の準備も万全です。 

送迎バスから下車され、苗穂本町地区センターに到着された

皆様は、まず自席に案内され、お顔なじみの皆様とひとしき

りごあいさつ。早速お茶とお菓子を頂きながら、話の花が咲

きました。 

健康講座開始まで待つ間、たいへん多くの方が、東区保健

福祉課、第 1 地域包括支援センター、介護予防センターなえ

ぼによる血圧測定や健康相談を受けられました。皆様、積極

的に測定や相談をされており、ご自身の健康に日ごろから気

を使っていらっしゃるご様子がたいへんよくわかりました。

席にもどられると、隣席の仲間や知り合いの方々と健康に関

する話題も広がり、“じゃあ、私も”と、健康相談に足を向け

る方が増え、大勢の方で順番待ちも出るほどの盛況となりま

した。 

 

本日の健康講座は、天使病院院長の辻崎正幸氏による、『高齢

者に対しての胃腸のお話』テーマについてのお話です。 

最初会場の皆さんは、院長のお口からでる、ピロリ菌や、胃

がん、大腸がんなどのちょっと怖い言葉も、「定期検査と健康

管理で安心です。」の言葉に安堵の表情。大腸がん検査で見つ

かる“前がん状態“のポリープ除去などは、「お腹を切らない

一泊二日の簡単手術もありますよ。」皆様は、「こんなに簡単

2011 年 9 月 13 日 会場：苗穂本町地区センター 参加人数：130 名 

主催：苗穂地区社会福祉協議会・苗穂福祉ふれあいテン  

後援：苗穂地区地域健康づくり・苗穂地区食生活改善協議会・苗穂連合町内会女性部 



になったのね」と、たいへん驚いて見えました。 

辻崎院長からの「ご質問は？」の問いに会場から「ピロ

リ菌がどうしても退治できないのだけど、どうしたらよ

いでしょうか？」との質問が、何度かのお話のキャッチ

ボールの後で「では、ぜひ当院で、診察をお受けになっ

てください！」の一言に、院長のお話に緊張していた会

場から拍手と笑いが。 

院長に感謝の拍手で、辻崎院長の健康講座は終了しまし

た。 

 

お楽しみにお食事は、主催・後援の皆さんが心づくしに考え

た、お献立のお弁当と、手づくりの温かい汁もの・デザート

です。 

参加者皆さん、総勢約 130 人が、感謝を込めて“いただきま

す”。とてもおいしく、体にも優しい食事で、お腹いっぱい

に。皆さん幸せそう。 

 

午後からは、東警察署 生活安全課井村憲二係長による、『詐

欺商法について』という講話です。 

最近の詐欺商法に関する被害の状況を、実例を挙げながらわ

かりやすく説明していただけるので、どなたもうなずきなが

ら、隣の方と顔を見合せながら、納得がいったというお顔で

お話に聞き入っています。 

私たちが遭いやすい消費者被害防止のポイントも押さえた

お話に、「一人で急いで判断しない」「おかしいなと思ったら

警察に相談する」、などの大事なポイントも教えていただけ

ました。 

また、長年の交通安全活動の功績によって、「連町副会長の

八田さんが警視総監銅賞で表彰されることが決まりまし

た！」との井村係長からの一報に会場からは八田さんをはじ

めとする交通安全活動に協力している皆さんへの拍手が。町

内一丸となった結果の朗報に皆さんうれしそう。 

 盛会のうちにお食事会は終了。 

 

 人気の健康相談は閉会後も、帰りのバスを待つ間の皆様に

よって、席はすぐに満席となっていました。 

このように、高齢者の皆さんが日常生活に気を配ることによ

り、ご自身の健康管理だけではなく、地域全体で安心感を持

って、支え合う環境も整えられていくのですね！！ 
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苗穂地区内での交通事故死ゼロの連続記録 5000日を達成し

ました。 

これは、平成 9年 10月 21日より継続しているもので、平成

23年 6月 29日までの約 13年と 8か月をかけて積み上げてきた

ものです。 

「苗穂連町」「苗穂地区交通安全運動推進 委員会」「札幌東

交通安全協会苗穂支部」「東区交通安全指導員会苗穂支部」「苗

穂地区交通安全母の会」「札幌東交通安全協会苗穂支部女性ド

ライバークラブ」の 6つの団体が、日頃から交通安全運動を推進

してきた成果です。 

現在は、その日数をさらに伸ばし、まもなく 5100日を達成しよ

うとしています。 

皆さんも交通安全に心がけて、苗穂地区を楽しく安心なまちに

しましょう。皆様ご協力よろしくお願いいたします。 

 


