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平成18年3月に子どもから大人までが安心して暮らせ

るまち、明るく子育てができるまち、住んでいる喜びを

実感できるまちを目指して「東白石まちづくり実践会」

が立ち上がりました。

地域の課題に対して、町内会や各種団体、住民が連携

をしながら、自らが率先してまちづくりを実践すること

を目的としたネットワーク組織です。

今年度は5月11日の総会において、以下の４つの事業

に取り組んでいくことが決まりました。

●東白石安心安全ステーション整備事業

（東白石安心安全パトロール隊）

○夜間防犯パトロール

○青色灯パトロール

○住宅用火災警報器の共同購入

○災害図上訓練DIGの単位町内会での実施

●地域主体の子育てサロン事業（にこにこサロン）

○児童会館の子育てサロンへの参加協力

○親子向け講座の開催

●児童会館と地域との連携によるまちづくり事業

（こらぼDEトンパーク）

○森にまなぶ（夏のキャンプ）

○一人暮らしのお年寄りと小学生との交流行事

○児童会館行事への参加協力

○親子でチャレンジ（餅つきと昔遊び）

○子どもを見守る活動の推進

●広報紙「東白石通信」の発行事業（とんぱくニュース）

○「東白石通信」の発行

年4回発行し、地域の催しやまちづくり実践会、

町内会などの活動をお知らせします。今号から東

白石地区の全世帯にお配りします。

また、

区町内会連合会の会長に就任した原口勝哉氏が選ばれま

した。清水前会長は22年間町内会連合会会長を務め、

地域の発展に尽くされました。本当にお疲れ様でした。

原口会長は就任にあたり、「町内会連合会を中心に、こ

れまで以上に各団体と連携を密にしながら、無理をせず

着実に住みよいまちづくりに取り組んでいきたい。」と

抱負を述べています。

【東白石まちづくり実践会の構成団体】

◆東白石地区町内会連合会(16町内会で構成) ◆東白

石地区民生委員児童委員協議会 ◆東白石地区社会福

祉協議会 ◆東白石地区福祉のまち推進センター ◆

東白石地区青少年育成委員会 ◆東白石地区体育振興

会 ◆東白石地区交通安全実践会 ◆東白石地区交通

安全母の会 ◆日赤奉仕団東白石分団 ◆保護司会東

白石分区 ◆東白石地区更生保護女性会 ◆東白石地

区統計調査員協議会 ◆消防団東白石分団 ◆老人ク

ラブ(東白石白寿会、栄通鶴寿会、親郷長生学園、旭

町寿会) ◆東白石児童会館、栄通児童会館

青色回転灯装備車 今年度は5台でパトロール

「親子でチャレンジ」で昔遊びに挑戦する子どもたち



子育てサロンは、0歳から小学校入学前のお子さんと親が自由に参加でき、交流する場です。東白石地区では、東白石児童会

館と栄通児童会館、札幌市東白石保育園で行われていますので、気軽に訪れ、たくさん友達を作ってください。

昨年3月、「東白石まちづくり実践会」の一翼として、子育

てサロン事業「にこにこサロン」を立ち上げました。東白石児

童会館の子育てサロンへの協力という形でのスタートです。

児童会館の職員の方に手を引かれ、ヨチヨチ歩きの状態から、

一年があっという間に過ぎました。何か大きな実績が残せたか

というと自信はありませんが、赤ちゃんの成長に目を見張り、

子どもと一緒に遊ぶことで我々が元気をもらい、サロンで子ど

もたちに会えることを楽しみに頑張っています。多くのお子さ

ん、お母さん達とも顔見知りになり、街で会って挨拶を交わす

ようにもなりました。ボランティアも毎回8人から12人くらい

の方が参加され、自分の得意なことを無理なく自然体で楽しみながら協力してくださるように見受けられます。今年度

は、児童会館のサロンが休みの間に、「にこにこサロン」として、親子で体験できる企画を準備しています。

これからも大きな力にはなれませんが、ほっと一息つける場所を提供できるように、ゆっくりと一歩一歩進んで行け

るといいなと考えています。（主任児童委員 田中惠津子）

東白石児童会館「にこにこサロン」

親子ヨガ教室

赤ちゃんだってリラックスしたーい

子育てサロンが夏休みの間、１回だけの開催です。赤

ちゃんにだってストレスがあります。親子で一緒に楽し

みながら体験してみませんか。

日　時　平成19年7月30日(月)10:30～12:00

場　所　東白石会館２階　集会室

講　師　角谷睦江先生（厚生年金会館文化教室講師、

療術師）

対象者　東白石児童会館子育てサロン利用者限定です。

５ヶ月～３歳前後のお子さんと保護者

主　催　東白石まちづくり実践会（にこにこサロン）

白石・みんなであそぼう！in万生公園

水遊びやゲームなどで楽しく遊びましょうね。夏！真

っ盛りの公園で赤ちゃんも安心して参加できるよう屋根

付きの「おもちゃコーナー」もあります。

日　時　平成19年8月1日(火)10:00～11:30

場　所　万生公園（白石区南郷通８丁目南）

※雨天時は本郷小学校体育館で開催します。

主　催　同実行委員会〔白石区子育て支援係、東白石ま

ちづくり実践会（東白石地区民生児童委員協議

会、東白石地区青少年育成委員会）など〕

七　夕　祭　り

２ヶ所の公園に柳の木を用意しますので、短冊をかけ

てください。短冊は持参してもよいですし、会場でも差

し上げます。おみやげも用意しています。

日　時　平成19年8月7日(火)14:00～17:00

場　所　万生公園（白石区南郷通８丁目南）

旭町公園（平和通10丁目南）

主　催　東白石地区民生児童委員協議会　

東白石まちづくり実践会

子育てサロンの日程

★無料で参加でき、事前の申し込みは必要ありません。公共交通機関を利用し、直接お出かけください。

★ボランティアとしてお手伝いいただける方を募集しています。親子と一緒に遊んでみたい方、ぜひご参加ください。

会　　　　場 開　　催　　日　　時 お　　休　　み 問い合わせ

栄通児童会館

（栄通6丁目19-12）
毎週金曜日　　10：30 ～　12：00 祝日、小学校の長期休暇中 853-5706

東白石児童会館

(本通13丁目南10-1)
毎週木曜日　　10：30 ～　12：00 祝日、小学校の長期休暇中 863-8833

札幌市東白石保育園

(南郷通8丁目北4-1)

月　～　金　　10：00 ～　11：30

月・水・金　　15：00 ～　16：30

※火～木の13：30～15：00は0歳から1歳

前後のお子さんが対象です。

土曜日、日曜日、祝日 846-3356



札幌市の全児童会館で行っている「プルタブ変身大作戦！」。

プルタブ（缶飲料のリングプル）を集めて車椅子と交換しよう

という取り組みです。平成17年度からスタートして、これまで

に８台の車椅子と交換し、身障者団体などに寄贈しています。

東白石児童会館にも多くの方々からご協力をいただき、感謝

の気持ちで一杯です。小さな小さなリングプル。気付かなけれ

ばごみになってしまうリングプルですが、みんなの力を合わせ

ればとても大きな力になること、そしてそれが誰かの役に立つ

ということを知っていただけると嬉しいです。

家庭や町内会などでリングプルを集めて、児童会館にお届け

ください。集まり次第、いつでも結構ですので、よろしくお願

い致します。連絡先863-8833（東白石児童会館館長　小坂千恵美）

5月30日の「ごみゼロの日」に合わせて、29日(火)と30日

(水)に東白石児童会館の子どもたちが地域の清掃活動を行いま

した。この日、児童会館に現われた謎の宇宙人「ゼロミーゴ」

の指令により、子どもたちは、「子ども110番の家」の登録店舗

を巡り、クイズを解きながらごみを拾いました。最後に、燃える

ごみと燃えないごみの分け方を習い、しっかりと分別しました。

「子ども110番の家」

は、まちづくり実践会

(青少年育成委員会)が

働きかけ、子どもが緊

急時に助けを求める場

所として登録された店

舗などで、東白石小学

校区に38ヶ所ありま

す。子どもたちはクイ

ズで立ち寄り、あいさ

つをして、110番の家

を覚えました。今年度

は、本郷小学校区でも

お店に協力を呼びかけ

ていく予定です。

3月1日に白石消防署において、36名が参加して応急手

当講習会が実施されました。救急車が来るまでに人工呼

吸や心臓マッサージなどを行うと、命が助かる確率が高

くなります。また、東白石会館にはＡＥＤ（自動体外式

除細動器）が設置され、区民センターや地下鉄駅など公

共施設への設置も進んでいます。この機器は、心臓停止

の主な原因である心室細動と呼ばれる不整脈を正常に戻

すための電気ショックを与えるもので、一般人も使用で

きます。参加者はいざという時のために真剣に応急手当

の方法やＡＥＤの操作法を学んでいました。

講習は札幌市防災協会

にお願いしましたが、同

協会では10名以上で実施

する場合には無料で講師

を派遣していますので、

町内会でも実施してはい

かがでしょうか。

●財団法人札幌市防災協会

白石区南郷通6丁目北2-1

市民防災センター内

電話861-1211

3月10日に東白石会館で災害図上訓練が実施されました。

Disaster(災害)Imagination(想像)Game(ゲーム)というこの訓

練は、災害が起きたと想定し、住んでいる地域の地図の上に、

想定する被害状況や避難施設などを書き込み、どの経路で避

難するか、要援護者をどのように避難させるかなどを訓練す

るものです。

講師のイン

タラクション

研究所安田睦

子代表の進行

のもと、町内

会の防災担当

者や民生委員、

日 赤 奉 仕 団 、

消防団など70

名の参加者は、グループに分かれて、地震が起きたら何をす

るか、避難所には何を持って行くかをメモ用紙に書き出し、

グループ内で話し合った結果を発表し合いました。その後、

地図を使って避難する経路や手助けが必要な人をどのように

避難させるかなどを訓練しました。

参加者からは、毎年実施している防災訓練とは別に、避難

を想定したこのような訓練が必要だ、また、日頃からの近所

付き合いが大切だとの声が聞かれました。

今回は、広い東白石地区全体が対象でしたが、19年度には

単位町内会などで実施する予定です。

ゼロミーゴと記念撮影



町 内 会 訪 問

情 報 ひ ろ ば

第4回　本通第一町内会　

石川　達雄

今号より地区内の全世帯に配布いたします。増額となった札幌市の助成金を活用して可能となり

ました。配布いただく各町内会の皆様にはご足労をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

この通信を通じて、より多くの皆様が地域に目を向け、関心をもっていただければ幸いです。

本通第一町内会は、本通10丁目から本郷通10丁目までの南北に位置す
る、100世帯ほどのこじんまりとした町内会です。歴史は古く昭和34年1
月に発足し、来年は50周年の節目を迎えます。組織は、総務部、会計部、
事業部に分かれ、なかでも事業部は女性のみを登用し、活発な活動を展開
しています。主な行事は、年6回の資源回収で会員相互のコミュニケーシ
ョンが図られると好評を得ています。また、自家用車に分乗して行く日帰
り旅行を楽しんでいます。その他、新年会、敬老会などを行っています。

昨年は、念願の一時停止標識が設置され、毎年5～6件発生していた交
通事故が１件もなくなり、安心して通行できると会員一同喜んでいます。
さらに、仲通に歩道と車道が区別された立派な舗装道路が整備されました。

ごみの問題、役員・班長のなり手不足、未加入世帯と町内会共通の悩みを抱え、特に、ごみに関しては、アパート、
マンションの増加に比例して量が多くなり、車で通りすがりに捨てて行くなどのマナーの悪さも目立ちます。

小規模の町内会ですが、歴史の重みとアットホームな人情やふれあいがある町内会です。

2/14(水) 日赤奉仕団東白石分団新年会(東白石会館)

3/  7(水)    東白石地区介護予防調整会議(東白石会館)

3/12(月) 平成18年度第2回東白石地区除雪連絡協議会

(東白石会館)

3/14(水)    社会福祉協議会・福祉のまち推進センター　

福祉研修会(東白石会館)

3/20(火)    交通安全指導員委嘱状伝達式(区民センター)

4/20(金)    東白石安心安全パトロール隊研修会懇親会

(東白石会館)

4/24(火)    東白石地区町内会連合会平成19年度定期総会

(東白石会館)

5/  1(月)   本郷小学校児童との一斉ごみ清掃

(サイクリングロード等)

5/12(土)13(日) 本郷商店街第４回桜まつり

6/  9(土)10(日) YOSAKOIソーランまつり(本郷商店街)

6/20(水) 交通安全教室（栄通児童会館）

6/22(金) 〃　　（東白石児童会館）

6/24(木) グラウンドゴルフを楽しむ会(白石あかつき公園)

7/  1(日)    第26回交通安全運動会(万生公園)

7/  7(土) 月寒川河川清掃

7/14(土)15(日) 第32回白石区ふるさとまつり (区役所駐車場)

7/28(土) 第12回月寒川にぎわい川まつり(区土木センター)

8/25(土)26(日) 森にまなぶ (安平町早来ときわキャンプ場)

9/  8(土)    東白石児童会館トンパク・キッズ・フェスティバル

9/13(木)   一人暮らしのお年寄りとの懇談会(東白石会館)

9/20(木) 〃　　　　 (南栄会館)

10/15(月) 東白石地区自主防災訓練(万生公園)

編 集 だ りよ

町 内 会 夏 の 行 事

7/ 8（日） 9：30～12：00 第44回栄通連合町内会大運動会 こなみ公園（栄通9丁目）

7/ 8（日） 10：00～14：00 本郷町内会大運動会 本郷公園（本郷通6丁目南）

7/19（木）20（金）15：00～21：00 第21回南郷夏まつり2007 万生公園（南郷通8丁目南）

7/26（木）27（金） 17：00～18：30 栄通ふれあい広場（子供盆踊り大会） こなみ公園（栄通9丁目）

〃 18：30～20：30 栄通ふれあい広場（ビアガーデン）） 〃

7/28（土）29（日）17：00～20：00 あけぼの夏祭り 栄公園（本郷通12丁目北）

7/29（日） 15：00～18：00 東栄会こども夏祭り 青葉公園（本通12丁目北）

8/4（土）5（日） 12：00～21：00 萬蔵祭 本郷商店街（6～9丁目）

8/5（日） 17：00～19：00 本郷町内会子供納涼大会 本郷商店街（8～9丁目）

8/5（日） 14：00～17：00 子供七夕まつり（本通第一・東友会・長栄町内会共催） みつば会館（本郷通10丁目北）

8/10（金）11（土） 16：00～21：00 旭町内会親子サマーフェスティバル 旭町公園（平和通10丁目南）

8/13（月）14（火）18：00～20：00 南郷東町内会こども盆踊り あおい公園（南郷通12丁目南）

8/14（火）15（水） 18：30～20：00 南栄会子供盆踊り 南郷公園（南郷6丁目南）

8/15（水）16（木） 17：00～20：30 あかつき夏祭り・子供盆踊り あかつき公園（南郷通14丁目北）

8/15（水）16（木）18：00～21：00 親子盆踊り大会（栄通中央・栄通東町内会共催） ふじ公園（栄通12丁目）

9/23（日）予定 9：00～12：00 南郷町内会第43回大運動会 万生公園（南郷通8丁目南）


