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皆さんがお住まいの八軒中央地区には、町内会をはじめとした、

地域のまちづくりを担うさまざまな団体があります。

そして、それぞれの団体では、地域の皆さんが多種多様な活動をしています。

活動に参加する目的はさまざまです。

「この八軒をより住み良いまちにしたい」

「地域の方々ともっと交流したい」

「社会貢献をして、自分自身の生きがいにもつなげたい」

この本を手に取ったあなたも、同じような気持ちをお持ちではないでしょうか。

そして、「地域で何か新しいことを始めたい」と思っている方も多いと思います。

でも、何かを始めたいと思っても、そもそも地域にどんな活動があるのかを

ご存じない方が多いのではないでしょうか？

この本では、皆さんがお住まいの八軒中央地区に、

どんなまちづくり活動団体があるのかをご紹介します。

それぞれの団体の紹介をご覧いただき、もし興味のある活動があれば、

ぜひ活動に参加してみましょう。

この本の使い方

方法

1

各団体の紹介ページの「もう少し話を聞いてみたいときは」の欄に書いてある電話番号

にかけてみましょう！

実際に活動に参加するかどうかはお話を聞いてからでもOKですよ！

方法

2

直接連絡するのは気が引ける方は、まちづくりセンター（※右のページを参照）に気軽

にご連絡ください。詳しい活動内容のご案内や、活動者の方のご紹介など、あなたの

地域活動のスタートをお手伝いします！

地域はあなたの力を求めています！
あなたも地域で「新しい自分」を見つけてみませんか！

～活動に参加するには？～
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町内会・連合町内会

民生委員・児童委員協議会

福祉のまち推進センター

赤十字奉仕団

青少年育成委員会

八軒音頭保存会

交通安全指導員会

青パト 八Ｐ隊（ハッピー隊）

消防団

自衛隊協力会

統計調査員協議会

体育振興会

老人クラブ
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基礎的な団体

ふれあいづくり

安全・安心な地域づくり

いきがいづくり

まちづくりセンターは、札幌市の各区役所の出先機関です。

八軒中央まちづくりセンターでは、八軒中央地区にあるさまざまなまち

づくり活動団体のお手伝いをしています。

西区の八軒のうち、下手稲通より北のエリア（住所でいうと八軒６条～
10条）を「八軒中央地区」といいます。

平成30年10月１日現在、15,805人の方が暮らしています。JRの八軒駅が

あるほか、下手稲通や新川通などの主要幹線道路が走っているなど交通

の便が良く、商店も充実しています。

地域のまちづくり活動が非常に活発で、とても安全・安心で住み良い地

域です。

八軒中央まちづくりセンター

《ホームページ》

http://www.city.sapporo.jp/nishi/hachikenchuo/

TEL 011-615-9588 FAX 011-615-8486

〒063-0846 札幌市西区八軒６条西２丁目1-11

この本でご紹介している団体

まちづくり
センターって

？

八軒
中央地区って

？

団 体 名 ペ ー ジ分 野
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町内会・自治会

町内会の

加入

それぞれの町内会のエリアにお住まいの

方が、会費を納めて町内会の会員になりま

す。会費はゴミステーションのネットなど

の購入や、冬季の排雪の費用など、町内会

が行うさまざまな活動に充てられます。

町内会活動に

参加するには

町内会が行うイベントなどについては、回

覧板などでお知らせがありますので、ぜひ

積極的に参加してみてください。

「地域のために何かしてみたい」という方

は、ぜひ役員や班長などになって、活動の

お手伝いをしてみましょう。

きれいで快適なまち
● ゴミステーションの設置や管理

● 地域の花植えや清掃などの環境美化活動

● 生活道路の排雪

● 段ボールなどの資源回収

などなど…

などなど…

安全・安心なまち
● 子どもの見守り活動

● 通学路の交通安全街頭指導

● 夜間や通学時間帯のパトロール活動

● 防災のための取組や災害時の助け合い

などなど…

みんなが仲良く
元気に暮らせるまち
● お祭りやイベントなどの親睦行事の開催

● ラジオ体操の実施

● 高齢者や障がい者などの見守り活動

● 回覧板を使ったさまざまな生活情報の提供

主 な 活 動

もっと知ろう！

町内会・自治会は、地域にお住いの皆さんが加入する、

もっとも基礎的な地域の支え合いの団体です。

八軒のまちが、きれいで安全・安心な、もっと住みよいま

ちになるように、町内会ではご近所さんが協力しあって

さまざまな活動をしています。

皆さんの快適な暮らしは町内会が支えています。

八軒中央連合町内会
八軒中央地区にある45の町内会の連合組織です。各町内会の範囲を超えた広域の活動や、町内会相互の

連絡調整、行政との連絡調整などを行なっています。八軒中央地区の人 （々People）がハッピーであります

ようにとの願いを込め、「八P（ハッピー）」を合言葉に、活発な活動を行なっています。

春の琴似川の一斉清掃 やまめの稚魚の放流事業 地域の子どものための室内運動会

※活動の内容や会費などは町内会ごとに異なります。

活動団体紹介
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自分のお住いの町内会が

分からないときは…

調べ方
その

1

調べ方
その

2

住所を入力するとお住いの地域の

町内会が検索できます。

まちづくりセンターまで気軽にお問

い合わせください。

http://www3.city.sapporo.jp
/shimin/shinko/

札幌市の町内会・自治会検索サイト

「マチトモNavi（ナビ）」

こちらからアクセス！

住所でカンタン検索！

※まちづくりセンターについては

２ページ参照

八軒中央まちづくりセンター

TEL 011-615-9588

☎090-8279-9191
もう少し話を聞いてみたいときは

石井 光郎 さん（連合町内会会長）
いし い みつ ろう

担

石井 光郎 さん
いし い みつ ろう

活動歴 年40

＊活動をはじめたきっかけ

　若いころから子ども向けのソフトボール大会の手伝いをしていま

した。その縁で町内会のお手伝いもすることになり、町内会では主に

青少年関係の仕事をしてきました。

　他に青少年育成委員会の活動も長く行なっており、子ども達との

関わりを中心に活動を続けてきています。

＊興味のある方へのメッセージ

　町内会では、ご近所みんなが協力しながら住みよいまちにして

いくことをモットーに、地域での生活に欠かせない活動を行ってい

ます。

　地域コミュニティの大切さは皆さんが感じていると思いますの

で、そんな皆さんの力を少しずつお借りしながら、八軒中央地区を

より良い地域にしていきたいですね。

＊活動していて良かったこと

　地域にはいろいろな方がおり、合意形成が簡単ではないことも

ありますが、皆さんと話し合いをしながら、良い方向に向かっている

と思います。連合町内会は今年で30周年を迎えますが、45の町内

会が力を合せて、これまでもさまざまな地域の課題を解決してきま

した。

地域の子どもに大人気の石井さん

イン タビ ュー

連合町内会会長
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八軒中央地区のイベント
参加しよう！

八軒中央地区では、町内会・自治会や連合町内会が中心と

なって開催しているイベントがたくさんあります。

琴似栄町通周辺の町内会が集まった「タウンネットワークストリート10」が主催する冬のイベント。例年１月下旬に

八軒中央公園（八軒７条東１丁目）や琴似栄町通を中心に開催され、町内会の方や子ども達が作ったアイスキャンドル

を会場に飾り付けます。初日の点灯式では、町内会の方が作った豚汁や甘酒が来場者に無料でふるまわれます。

アイスキャンドル冬物語 in八軒中央

八軒中央地区の西側の町内会・自治会が集まった実行委員会が主催する盆踊り大会。

例年８月の夏休み期間に八軒北小学校（八軒８条西６丁目）の体育館で行われます。

子ども達が叩く太鼓に合わせて、盆踊りや八軒音頭、仮装大会が行われ、会場は大いに盛り上がります。

北八軒地区子ども盆踊り

連合町内会を中心とした実行委員会が主催する八軒中央地区の夏祭り。

例年７月下旬に八軒中央公園（八軒７条東１丁目）で開催されます。

さまざまな出店やステージイベント、盆踊り、餅まきなど。夜には地域の

子ども達が作った数百個の提灯が幻想的に灯されます。

八軒中央納涼まつり 準 備 の 様 子

町内会に参加して
一緒にイベントを盛り上げましょう！町内会がかかわる
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主な活動

● 地域住民のさまざまな困りごとの相談  ● ひとり暮らし高齢者の巡回相談

● 子どもに関する心配事の相談   ● 小学校区の安全パトロール

● 毎月の定例会や各種の研修などを通じた自己研さん などなど…

八軒中央地区 民生委員・児童委員協議会

活動の
概要

　民生委員・児童委員は、地域の皆さんの生活を応援するため、国から委嘱されたボランティアです。

子育てに関すること、高齢者の介護に関すること、生活保護や自立支援に関すること、健康・医療に

関することなど、地域の一番身近な相談員として活動しています。

ふれあいづくり

津田 美雪 さん
つ だ み ゆき

活動歴 年20

＊活動をはじめたきっかけ

　知り合いの方から声をかけられ、ちょうど子供も手が離れたころ

だったので、「自分にも少しは人のお役に立てることがあるのかな？」

と思って始めました。

＊興味のある方へのメッセージ

　「地域がみんな幸せで仲良く」、そのお手伝いができればとの思い

で続けています。

　ボランティアを長く続けるには、自分が無理せず、できる範囲で

活動することが大切。民生委員・児童委員の皆さんは素敵な方ばかり

なので、初めての方でも、みんながキチンと応援してくれますよ。

＊活動していて良かったこと

　活動の中で、素敵に年を重ねている人、工夫して子育てしている人、

困難を抱えている人など、さまざまな人との出会いがあります。出会い

を通じて自分も視野が広がり、さまざまな角度で物事を見られるよう

になったと思います。

和装が素敵な津田さん

☎080-3237-3789もう少し話を聞いてみたいときは 阿部 信男 さん（会長）
あ べ のぶ お

担

イン タビ ュー

活動団体紹介

ひとり暮らし高齢者の訪問相談

さまざまな研修を通じて自己研さんをしています

　八軒中央地区にお住まいの30歳以上

72歳未満の方で、ボランティア精神があ

り、親身になって相談対応できる方。学歴

や資格などは必要ありませんが、町内会長

などの推薦を受け国から委嘱される必要

があります。日々の活動に必要な経費の一

部が札幌市から支給されます。

活動に参加するには？
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八軒中央地区 福祉のまち推進センター

活動団体紹介

活動の
概要

　福祉のまち推進センター（通称：福まち）は、誰もが安心して暮らせる地域社会づくりを目指して、

高齢者の見守りや子育て支援など、住民同士の支え合いによる福祉活動を進めています。

ふれあいづくり

☎011-613-0020もう少し話を聞いてみたいときは 野島 紀子 さん（事務局長）
の じま みち こ

担

野島 紀子 さん
の じま みち こ

＊活動をはじめたきっかけ

　PTAの友達と「そろそろ地域のこともしないとね」と話し、町内会

のお手伝いをしたのが、地域にかかわり始めたきっかけです。

　福まちには、平成18年に専用の事務所ができてから本格的にかか

わっています。

＊興味のある方へのメッセージ

　福まちの活動をしていると、さまざまな方との交流ができますし、

学ぶことも多いです。時には嫌なこともありますが楽しいことの方

が多いですよ。私がここまで続けてこられたのも、多くの方の協力の

おかげです。

　難しく考えず、みんなで一緒に仲よく活動しましょう。

＊活動していて良かったこと

　これまでの活動の中で、「地域がみんなで仲良くなるにはどうすれ

ばいいか」、仲間たちと頭を悩ませながら考えてきました。

　活動を通じて、地域の支え合いの広がりを感じたり、地域の方から

お礼を言われたりした時には「やってきて良かったな」と思います。

笑顔が素敵な野島さん

（福まちの事務所で）

イン タビ ュー

活動歴 年20
　八軒中央地区にお住まいの方ならどな

たでも参加できます。

主な活動

活動に参加するには？

● 高齢者や障がい者の見守りや安否確認

● 配食サービスや福祉除雪などの日常生活支援

● 子育てサロンや高齢者向けサロンの運営

● 高齢者お楽しみ会など、各種交流事業の企画・実施

● 毎月の連絡会や各種の研修などを通じた自己研さん

ひとり暮らし高齢者への配食サービス

世代を超えた交流が生まれる子育てサロンの様子

などなど…

※福まち事務所／月・水曜日のみ
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札幌市赤十字奉仕団 八軒分団

活動の
概要

　赤十字奉仕団八軒分団は、赤十字の使命である博愛・人道の精神に基づき、「人間を救うのは、人間

だ」をスローガンに、地域に根差したさまざまな奉仕活動を行なっています。

ふれあいづくり

☎011-644-8145もう少し話を聞いてみたいときは 菊地 かよ子 さん（八軒分団 分団長）
きく ち こ

担

活動団体紹介

主な活動

● 日赤社資の募集活動 ● 赤い羽根共同募金の協力や災害義援金などの街頭募金活動

● 献血への協力  ● 災害に備え、各種防災訓練の炊き出し訓練に参加

● 地域の子育てサロンへの協力  ● 福祉施設へのウエスの寄贈 などなど…

川村 幸枝 さん
かわ むら ゆき え

活動歴 年15

＊活動をはじめたきっかけ

　夫の母が奉仕団に入っていたのですが、義母の所持品を整理して

いるときに赤十字のものが出てきました。お返ししようとして赤十字

の方にご連絡したところ、「いっしょにやってみませんか？」と誘われ

て参加したのがきっかけです。

＊興味のある方へのメッセージ

　仲間と集まって親睦をしながら楽しく活動しています。

　活動は多岐にわたっていますが、どれも難しいものではないので、

どなたでも参加できると思います。ぜひお気軽に参加してください。

＊活動していて良かったこと

　月に一度の例会で毎月の行事などを確認しながら活動に参加して

います。

　赤十字奉仕団では、街頭募金や献血のお願い、福祉施設への協力

や災害に備えた活動など、幅広く社会に貢献できる活動を行なって

います。

福祉施設に寄贈するウエスを用意する

川村さん

イン タビ ュー

西区防災訓練での炊き出し訓練の様子

西日本豪雨災害の義援金の呼びかけ

　八軒にお住いの方ならどなたでも参加

できます。最初はできる範囲からの参加

でも結構ですが、正式に日赤奉仕団とし

て活動するには、日本赤十字社の社員

（会員）になる必要があります。

※社員（会員）になった方には、日本赤十字社

の運営に充てる社費（会費）として年間

1,000円を納めていただきます。

活動に参加するには？



八軒中央地区 青少年育成委員会

　八軒中央地区に居住または通勤・通学

していて、青少年の育成に熱意のある方。

　学歴や資格などは必要ありませんが、地

域の推薦を受け札幌市長から選任される

必要があります。

活動団体紹介

活動の
概要

　青少年育成委員会は、地域の子ども達の健全な育成を目指して、子ども達の体験や交流の機会の提

供などさまざまな実践活動を行なっています。青少年育成委員会を中心とした地域の各種団体のネッ

トワーク組織である「八軒中央すまいるネット」では、「子どもが伸びるチャンスをつくろう、活かそう」

を育成目標として地域の教育力の向上を目指しています。

ふれあいづくり

主な活動

活動に参加するには？

吉田 晴之 さん
よし だ はる ゆき

活動歴 年8

＊活動をはじめたきっかけ

　昔PTAをやっていた縁で、近所に住んでいる育成委員の方から声

をかけられました。育成委員のことは名前しか知りませんでしたが、

「仕事をしながらでも大丈夫」とのことでしたので、やってみることにし

ました。

＊興味のある方へのメッセージ

　子ども達と一緒に感動を味わいながら、子どもの笑顔があふれる明

るい地域にしていきませんか？子ども達と関わっていると楽しく年齢

を重ねられると思いますよ。子どもが好きな方ならどなたでもどうぞ！

＊活動していて良かったこと

　月に２回、小学校の休み時間に「昔あそび」をやっていますが、大勢

の子どもが集まりとても賑やかです。「コマを回せるようになった」「け

ん玉で穴に入った」など、子どもの頑張りや小さな達成感を共有でき

ることは、とても嬉しく感じます。

　育成委員会では、子ども達が主役の活動をたくさん行なってい

ます。いじめられたり引きこもったりしている子もいると思うと切なく

なりますが、そういう子にも「こんな楽しい体験があるんだよ」という

のを知ってもらいたいですね。

● すまいるネットの活動（フォーラムの開催、通信誌の発行など）

● コマやお手玉などの「昔あそび」で小学生と交流（月２回）

● 夏のイベント「はちけん夢あかり」の提灯を子ども達と制作

● 子どもが主役のイベントの開催（はちけんみんなの音楽会、なわとびグランプリなど）

● 成人式など市や区が行うイベントの協力

“昔あそび”で子ども達と「できた！」感動を共有

子ども達の主体性を活かし“なわとびグランプリ”を実施

吉田さんは現役のホテルマン

☎090-8279-9191もう少し話を聞いてみたいときは 石井 光郎 さん（会長）
いし い みつ ろう

担

イン タビ ュー

などなど…

9



八軒音頭保存会

活動団体紹介

活動の
概要

　西区の伝統芸能である「八軒音頭」を、地域でより広く普及させ、次の世代に継承していくために、

さまざまなイベントでの演舞披露や、地域の小学生への演舞や太鼓の指導などを行なっています。

ふれあいづくり

☎080-1883-1182もう少し話を聞いてみたいときは 川村 功 さん（会長）
かわむら いさお

担

川村 功 さん
かわ むら いさお

＊活動をはじめたきっかけ

　最初は演舞パレードの交通整理を手伝ったのがきっかけです。

　実は、私は、イベントではあまり踊ることはないのですが、事前の

準備や当日の裏方作業を中心にお手伝いしています。

＊興味のある方へのメッセージ

　イベントなどで八軒音頭を見かけたときは、まずは気軽に、一緒

に踊ってみて欲しいですね。

　学校を通じてお子さん達に参加の呼びかけもしていますので、

ぜひ親子で参加してみてください。

＊活動していて良かったこと

　イベントでは雨が降ったりすることもありますが、そんな時でも、

大人も子どももたくさん集まって、喜んで踊ってくれます。その姿を

見ると、「頑張って準備をしてきて良かったな」と思いますね。

ダンディーな川村さんは元学校の先生

イン タビ ュー 　八軒にお住いの方なら、どなたでも参

加できます。

　保存会の会員にならなくてもイベント

等への参加はできますが、正式に会員に

なるには年会費1,000円が必要です。

主な活動

活動に参加するには？

● よさこいソーラン祭りの「白い恋人パーク会場」での演舞披露

● 地域のおまつりや盆踊り大会での演舞披露

● 琴似神社秋祭りでの演舞パレード

● 地域の小学生を対象にした練習会の実施

よさこいソーラン祭りでの演舞の披露

琴似神社秋祭りでの演舞パレード

などなど…

活動歴 年10

10
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西区交通安全指導員会 八軒中央支部
安全・安心な地域づくり

☎011-621-1785もう少し話を聞いてみたいときは 藤田 則一 さん（支部長）
ふじ た のり かず

担

活動団体紹介

活動の
概要

　交通安全指導員は、地域の交通事故防止や市民の交通マナーの向上を目指して、交通安全のため

のさまざまな活動を行なっています。

橋本 正美 さん
はし もと まさ み

＊活動をはじめたきっかけ

　仕事中心の生活で、あまり子育てに関われなかったので、子供たち

は地域に育ててもらったようなものです。退職したら地域に恩返し

をしたいと思っていたところ、交通安全指導員の募集のチラシを目に

し、「社会貢献になれば」と思って応募したのがきっかけです。

＊興味のある方へのメッセージ

　指導員の制服を着て街頭に立っていることで、明らかに車がスピー

ドダウンし、危険な走行をしなくなります。活動によって地域の交通

安全に貢献している実感が得られると思います。

　地域には危ない交差点もありますが、仲間が増えると手分けして

見守りの場所が増やせるのでとても助かります。まずは少ない回数

からでいいので、ぜひ一緒に活動しましょう。

＊活動していて良かったこと

　朝の通勤・通学時の街頭指導では、大人も子供も、通行する方々に

声をかけますが、皆さんと顔なじみになれるのは嬉しいことです。

　子供たちとかかわっていると、いっぺんに可愛い孫がたくさんでき

たような気持になりますね。

連合町内会の交通安全部長も務める

橋本さん

イン タビ ュー 　八軒中央地区にお住まいの方で、登校

時の街頭指導に月に７回以上参加できる

など、一定の条件を満たす方が交通安全

指導員になれます。

　活動に使用する制服などは無償で貸与

されます。

主な活動

活動に参加するには？

● 朝の通勤・通学時の交通安全指導 ● 交通安全の街頭啓発活動

● お祭りなどでの交通整理  ● 交通安全総決起大会の実施協力

通勤・通学時の街頭指導

春の交通安全運動での街頭啓発

などなど…

活動歴 年2

この他にも、地域の交通安全を守る活動をしている団体には「交通安全母の会」「交通安全実践会」

「町内会・連合町内会の交通安全部」などがあり、これらの団体が相互に連携・協力しながら、地域

の交通安全運動を進めています。

こんな
団体も
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青パト 八Ｐ隊（ハッピー隊）

活動団体紹介

活動の
概要

　青パト活動は、地域での犯罪を抑止するため、青色回転灯を装備した車両を使ってパトロールを

行う地域防犯活動です。八Ｐ隊（ハッピー隊）は、八軒中央地区の人 （々People）がハッピーでありま

すようにとの願いを込め、「八P（ハッピー）」を合言葉に、八軒中央地区で活動している青パト隊です

（運営は八軒中央連合町内会防犯防災部）。

安全・安心な地域づくり

☎090-8279-9191もう少し話を聞いてみたいときは 石井 光郎 さん（連合町内会会長）
いし みつ ろうい

担

活動歴 年2

主な活動
● 小学校の下校時の通学路のパトロール（月１～２回程度から）

● 警察や学校の要請による臨時パトロール（可能な方のみ）

などなど…

牧野 尚人 さん
まき の たか ひと

＊活動をはじめたきっかけ

　自分が住む町の安全・安心のために何か役に立ちたいとずっと

思っていました。

　親の介護のため長い時間の活動は難しいのですが、青パトなら

合間の時間でもできます。「自分にもこの程度のことならできるか

な？」と思って申し込みました。

＊興味のある方へのメッセージ

　青パトは時間のない方でも気軽に始められる、とても負担が少ない

ボランティア活動です。でもその割には、「子供や地域を守っている」

という大きなやりがいを感じられる活動だと思います。

　免許や車が無くても同乗者としての活動もできますので、ぜひ気軽

にやってみましょう。

＊活動していて良かったこと

　活動を続けるうちに子供たちから声をかけられることも多くなり

ました。「子供たちに頼られている」ことにやりがいを感じますね。

　まれに警察や学校からの要請で臨時のパトロールを行うことが

あります。これは突発的なものなので参加できる方だけでいいの

ですが、数台の青パト車が地域を巡回しているのを見ると、「地域の

安全・安心に役立っている」という大きな手ごたえを感じます。

警察発行のパトロール実施者証を掲げる

牧野さん

イン タビ ュー

ずらりと並んだ青パト車

地域の安全を守るためパトロールに出発

　八軒中央地区にお住まいの方で20歳

以上の方が活動できます。西警察署に登録

し、簡単な講習を受けていただきます。

　活動には保険をかけますので事故の際

も安心です（保険料は連合町内会が負担

します）。

※ご自身の車を出していただく際、連合町内会

より１回200円の燃料費が支給されます。

活動に参加するには？
※運転者と同乗者の２名で活動します。運転者はご自分の車両をパトロール車として警察に登録していただきます。
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札幌市西消防団 八軒分団
安全・安心な地域づくり

もう少し話を聞いてみたいときは

活動団体紹介

活動の
概要

　消防団は地域の安全と安心を守るため、一般市民で構成された組織です。
　消防団員は、普段は仕事や家事などの日常生活を送っていますが、災害が起きた時には出動し、
消防署の消防士と協力しながら消火や救助などの活動を行います。

引地 健 さん
ひき ち たけし

＊活動をはじめたきっかけ
　同じ保育園のお父さんが消防団に入っており、その方に誘われた
のがきっかけです。その時まで札幌に消防団があるのは知らなかっ
たのですが、もともとボランティア活動に興味はあったので、やって
みることにしました。

＊興味のある方へのメッセージ
　私も働いていますが仕事をしながらでも活動できます。「自分たち
のまちは自分たちで守る」という気持ちがあり、健康と体力に自信の
ある方は、ぜひ一緒に活動しましょう。

＊活動していて良かったこと
　消防団でのさまざまな研修を通じて、自分や家族を守るために
役立つ知識を得られたのは良かったですね。その延長線上で地域
の方も守れることになると思います。
　胆振東部地震の際には、地震の直後に消防団の詰所に参集し、
地域の被害状況などの確認を行いました。停電のため火災報知機の
誤作動が多く発生しましたが、消防署で手が回らない分を消防団で
確認するケースが多くあり、役割を果たせたと思います。

防災士の資格もお持ちの引地さん

イン タビ ュー 　八軒に居住しているか通勤・通学して
いる18歳以上の健康な方。非常勤の公務
員として活動していただきます。
　出動に応じた報酬の支給や制服の貸
与、活動時の怪我の補償制度などがあり
ます。

主な活動

活動に参加するには？

● 火災や事故、自然災害などの際の活動
● 防災訓練や救命講習などでの受講者への指導
● 火災予防運動への協力
● 各種の研修などを通じた自己研さん

西消防団八軒分団のみなさん

消防団の詰所前で小学生に防災資材の説明

などなど…

活動歴 年20

八軒中央まちづくりセンター（011-615-9588）
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札幌市自衛隊協力会 八軒中央分会

活動団体紹介

安全・安心な地域づくり

☎011-621-4021もう少し話を聞いてみたいときは 田中 雅憲 さん（幹事）
た まさ のりなか

担

活動の
概要

　札幌市自衛隊協力会は、自衛隊を支援するとともに、自衛隊に対する地域の理解を深め、郷土の

安全と自衛隊の健全な発展を目的に活動している組織です。

田中 雅憲 さん
た なか まさ のり

＊活動をはじめたきっかけ

　若い頃から自衛隊にあこがれがあり、雪まつりの雪像制作などを

見て、いつも「すごい組織だなぁ」と感じていました。当時は協力会

の存在も知りませんでしたが、こういう会があることを知ったとき、

「ぜひとも自衛隊を応援したい」と思い参加しました。

＊興味のある方へのメッセージ

　自衛隊の行なっている大切な活動への理解を地域で広めていき

たいと思っています。あなたも一緒に自衛隊のサポーターになりま

せんか。会員相互の親睦もとても楽しいですよ。

＊活動していて良かったこと

　皆さんも災害派遣の報道などで自衛隊の活動を目にすること

はあるかと思いますが、あまり身近に感じることはないかと思い

ます。

　自衛隊協力会に入り、普段は入れない自衛隊の基地や駐屯地を

見学したり、ヘリの体験搭乗をしたりするなかで、より深く自衛隊

のことを知り、自衛隊を身近に感じることができたのが良かったで

すね。

田中さんは八軒の「琴似温泉」の御主人

イン タビ ュー

活動歴 年20

　八軒中央地区にお住まいの方ならどな

たでも参加できます。

　年会費として1,000円が必要です（１口

の場合）。

活動に参加するには？

● 自衛隊施設の見学会

● さっぽろ雪まつり 雪像制作の慰問

● 航空機の体験搭乗

● 会員相互の交流活動

陸上自衛隊幌別駐屯地（登別）で水陸両用車の見学

懇親会では自衛隊の方も招いて親睦を深めます

主な活動

などなど…
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八軒中央地区 統計調査員協議会
安全・安心な地域づくり

☎011-746-7578もう少し話を聞いてみたいときは 牧野 嘉明 さん（会長）
まき の よし あき

担

活動団体紹介

活動の
概要

　統計調査員は、国や札幌市が実施する重要な統計調査において、調査対象の世帯や事業者など

を訪問し、調査票の記入依頼や、記入の補助、回収などを行なっています。

　統計調査員が加入する統計調査員協議会では、会員の研修会への参加などを通じて統計調査の

スキルの向上に努めるとともに、会員相互の親睦を図っています。

香川 文明 さん
がわ ふみ あきか

＊活動をはじめたきっかけ

　町内会の役員さんに勧められたのがきっかけです。平成29年から

研修を受け、平成30年の「住宅・土地統計調査」で初めて調査員とし

て活動しました。

＊興味のある方へのメッセージ

　近年のプライバシー意識の高まりから統計調査もだんだん難しく

なってきていますが、調査員の仕事を通して社会に働きかけ、社会

の一員としての誇りを感じながら、一緒に活動しましょう。

＊活動していて良かったこと

　統計調査は、未来の子供たちの住みよい環境づくりのために実施

されるものですので、調査員の仕事はとてもやりがいがあります。

　調査期間中は仕事への責任感でとても充実した毎日でした。訪問

先では労をねぎらってくれる方や挨拶をしてくれる子供もいて嬉し

かったですね。

調査員として活躍する香川さん

イン タビ ュー

　八軒中央地区にお住まいの、秘密の保

持に信頼がおけ、責任をもって調査事務

を遂行していただける方。実際の統計調

査には、調査の都度、統計調査員協議会

から推薦された方が従事します。

　調査中は、非常勤の公務員として活動し

ていただき、一定の報酬が支払われます。

主な活動

活動に参加するには？● 国勢調査や経済センサス調査など、

さまざまな統計調査において調査員

として活動

● 各種の研修などを通じた

自己研さん

さまざまな調査用品

研修を通じて統計調査のスキルを高めます

などなど…

※税務や警察に直接関係する方など、一部、

統計調査に従事できない方もいます。活動歴 年2
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琴似中央体育振興会

活動団体紹介

いきがいづくり

活動の
概要

　琴似中央小学校の体育館の学校開放を活用し、

会員で自主的に管理をしながら、さまざまな種目の

スポーツを楽しんでいます。

　スポーツの技術向上とともに、会員相互の交流

も大切にしながら活動しています。

火 テニス 18：30～21：00

水 テニポン・卓球（半面ずつ） 19：00～21：00

木 ソフトテニス 19：00～21：00

金 ミニバレー 18：30～21：00

土

日

テニス 14：00～18：00

バトミントン・卓球（半面ずつ） 18：00～21：00

18：00～21：00

　どなたでも参加できます（子供の場合

は保護者の同伴が必要な場合があり

ます）。

　年会費1,000円のほか、種目ごとに部費

や用具代の集金がある場合があります。

活動に参加するには？

長いラリーを続ける卓球の皆さん

意外とハードなテニポン！

※希望者は傷害保険への加入ができます。　

（掛け金は年齢に応じて1,200円～1,850

円：平成30年度）

琴似中央小学校体育館（八軒７条東１丁目）場所

八軒中央地区では、他に八軒北小学校と八軒中学校の体育館でも学校

開放を行なっています。

詳しくは札幌市ホームページをご覧ください。

他の学校の学校開放は？

《ホームページ》

http://www.city.sapporo.jp/sports/sisetsu/school/

テニポンは北海道発祥のニュース

ポーツ。木製ラケットとスポンジ

ボールを使います。

活動時間曜日 種目

YOSAKOI 翔舞龍神

または

バスケットボール

※季節によって種目が変わります。

テニポンとは…

一緒にやりましょう！

☎090-8279-9191もう少し話を聞いてみたいときは 石井 光郎 さん（事務局）
いし みつ ろうい

担
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活動の
概要

　老人クラブは高齢者が自主的に運営している団体です。

　お互いの親睦を深めるとともに、健康の増進やレクリエーション活動のほか、地域におけるボラン

ティア活動を行うなど、クラブを通じて生活を豊かにすることを目指して活動しています。

老人クラブ

活動団体紹介

主な活動

● 定例会での会員相互の交流

● カラオケ、合唱、麻雀などの室内レクリエーション

● パークゴルフ、旅行などの屋外活動

● 町内清掃、募金活動などのボランティア活動

　おおむね60歳以上の方ならどなたでも

参加できます。

　年会費およそ2,000～3,000円のほか、

活動内容に応じた費用がかかります。

活動に参加するには？

赤い羽根共同募金に協力地域の病院による出前健康相談・健康チェッククリスマス会で楽しくカラオケ

などなど…

いきがいづくり

※ここでは八軒中央まちづくりセンターに併設されている「八軒中央会館」を活動拠点とする４つのクラブをご紹介します。

※費用はクラブごとに異なります。　　　　

詳しくはそれぞれのクラブにお問い合わせ

ください。

人生100年時代！あなたも仲間になりませんか？

電話番号連 絡 先クラブ名

各クラブの連絡先

☎090-2051-9790中村 敏男 さん（会長）
なか とし おむら

担東和老人クラブ
とう わ

☎011-616-6238高橋 勝男 さん（会長）
たか かつ おはし

担八軒アカシヤクラブ

☎011-671-1290越橋 嘉子 さん（会長）
えつ よし こはし

担西八軒友の会

☎011-641-2755佐々木 周也 さん（会長）
さ き しゅう やさ

担八軒寿会
ことぶき

※活動の内容はクラブごとに異なります。

　詳しくは、それぞれのクラブにお問い合わせ

ください。
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回覧板

ご覧になっていかがでしたか？

どこか気になる団体はありましたか？

最初はちょっとおっくうかもしれません。

でも、活動を始めると、

きっと楽しいことや嬉しいことがたくさんあります。

現に、この冊子でご紹介した方々は、

皆さんいきいきと輝いています。

ぜひ、ちょっとの勇気をもって、活動の扉を開けてみましょう。

あとがき

地域はあなたの力を待っています！
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