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皆さんは，町内会がどのような活動をしているかご存

じですか。意外と知らないその活動。私たちの暮らしを

陰から支えている町内会についてご紹介します。

●町内会とは？

町内会には，その区域に住む人なら誰でも加入でき，

会費や市の補助金などにより，住みよいまちとなるよ

う活動しています。東白石には16の町内会があり、

それらが東白石地区町内会連合会を組織しています。

●どんな活動をしているの？

○行事などを通じて地域の交流を図っています。

盆踊りや運動会，ラジオ体操，新年会や日帰り旅

行，敬老会など。

○地域の生活環境

を良好に保つ活

動をしています。

ごみ清掃やま

す花壇への花植え。

ごみネットの購

入や集団資源回

収。「除雪パート

ナーシップ制度」

を活用した除排雪。町内会で設置した街路灯の管理，

区から委託された公園の草刈りや清掃など。

○地域の安全や災害に備えた活動をしています。

防犯パトロールや子どもの見守り，防災訓練など。

○地域の身近な情報を提供しています。

地域の行

事や防犯に

関する情報，

訃報などの

回覧，住民

の要望の集

約と行政と

の連絡調整

など。

※以上は代

表的な例示で，

実際の活動内容は町内会によって異なります。

あなたも町内会活動に気軽に参加してみませんか。

住んでいる地域に目を向け，日頃から関心を持つこと

で，地域への愛着が生まれ，それが住みよいまちづく

りに役立つのです。

●町内会に入るには？

○町内会に入るには，まず東白石まちづくりセンター

(電話861-9262)まで電話をください。後日，町内会

の担当者から連絡いたします。

○また，札幌市役所のホームページに，住所から町内

会を検索できるページが設けられました。

URL http://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/kensaku/

住所を入力すると，その地区を担当するまちづく

りセンターの連絡先と町内会名が表示されます。さ

らに「町内会加入希望の申し出」画面に必要事項を

入力すると，後日，市役所を通じて，町内会の担当

者から連絡があるという仕組みになっています。

まだ，町内会に加入していない方は，今すぐ町内

会に入りましょう。

【東白石地区の町内会】

◆栄通6丁目町内会 ◆栄通7丁目町内会 ◆栄通中央親

交会 ◆栄通中央町内会 ◆栄通東町内会 ◆南栄会

◆ 南 郷 町 内 会 ◆ 南 郷 東 町 内 会 ◆ 本 郷 町 内 会

◆本通第一町内会 ◆東友会 ◆あけぼの町内会

◆長栄町内会 ◆東栄会 ◆旭町内会 ◆暁町内会

夏休みのラジオ体操

暁町内会 子供仮装盆踊り

暁町内会 ます花壇への花植え



おおむね65歳以上の方を対象とし，閉じこもりの防止など

を目的とした介護予防事業「すこやか倶楽部」が，8月22日

に旭町内会館で開催されました。これまで介護予防センター

本通が，札幌市からの委託を受けて，東白石会館と南郷福祉

会館で毎月開催していますが，旭町内会館でも町内会と老人

クラブの協力により2か月に1回開催することになりました。

この日参加した24名の皆さんは，ラジオ体操や柔軟体操で

体をほぐしたり，簡単なゲームで頭を使ったり，交流会で懇

談するなど楽しく過ごしました。

また，認知症予防教室「頭スッキリ講座」も開催されてい

ます。普段出かける機会の少ない方，運動不足と感じている

方，一緒に健康づくりに取り組みましょう。

9月から栄通児童会館で中高校生の夜間の利用時間が延

長されました。体育室でインドアスポーツを行ったり，図

書室での読書や音楽鑑賞，ゲームなどのほか，自分たちの

アイディア次第でいろいろな利用ができます。初日の9月

5日には，白石中学校の生徒たちがバスケットボールで汗

を流していました。中高校生の皆さん，ぜひ遊びに来てく

ださい。

場 所 栄通児童会館（栄通6丁目19-12）

電話853-5706

曜 日 毎週水曜日と金曜日（祝日と年末年始は除く）

時 間 中学生／18:00～19:00

一度帰宅してから来てください。

高校生／18:00～21:00

子ども達や地域の方々が持ち寄ったおもちゃやぬいぐる

み，手作りの物，文房具，家庭用品など，掘り出し物がた

くさんあるマーケットを開催します。館内のお店で使える

お金「どり」を使って楽しく買い物をしよう。きっとほし

い物があるよ！

また，ヨーヨー，わたあめ，ポップコーン，くじ引き，

ゲームなどの縁日も行うよ。家族みんなで来てね！

（栄通児童会館館長 佐藤理恵）

場 所 栄通児童会館（栄通6丁目19-12）

電話853-5706

日 時 平成19年10月20日（土）13:00～15:00

対 象 幼児（保護者同伴）から大人まで

申込み １０月２日（火）～１９日（金）

参加費 200円（「どり」と縁日チケット代）

当日券はありません。事前に申込んでください。

年内の開催日程

●東白石会館 本通13丁目南10－1 電話861-9262

●南郷福祉会館 南郷通7丁目南4－4 電話864-4285

●旭町内会館 平和通10丁目北4－15 電話861-8931

10/31(水) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

12/12(水) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

10/18(木) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

11/15(木) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

12/20(木) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

10/19(金) 13:30～15:30 頭スッキリ講座

10/24(水) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

11/16(金) 13:30～15:30 頭スッキリ講座

11/28(水) 10:00～11:30 転倒予防教室

12/19(水) 10:00～11:30 すこやか倶楽部

介護予防の「すこやか倶楽部」旭町内会館でも開催

※申込みは必要なく，直接お越しください。参加費は無料ですが，

内容により材料費

がかかることがあ

ります。

※頭スッキリ講座は，

参加費が１回300

円かかり，事前の

申込みが必要です。

【問い合わせ】

札幌市白石区介護予防センター本通

白石区本通16丁目北4－30 白石ハイツ内

電話　861-6110 担当　柴田由香



学校のグラウンドでも手軽にできるスポーツとして考

案された「グラウンド・ゴルフ」。ゴルフのパターに似た

専用のクラブで直径6ｃｍのボールを打ち，ホールポス

ト（直径36ｃｍの輪）に入って止まるまでの打数を競う，

簡単なルールです。初心者でもすぐにプレーできますの

で，一緒に楽しみませんか。

日　時　平成19年10月14日（日）9:30スタート

場　所　万生公園（南郷通8丁目南）

主　催　東白石地区体育振興会

参加料　300円

用具のない方にはお貸しします。

申込先　東白石まちづくりセンター（電話861-9262）

参加無料　楽しい携帯電話教室

今や必需品になりつつある携帯電話。まだ持っていな

いけれど使ってみたい方，持ってはいるが使いこなせな

い方など初心者や高齢の方向けの講座です。携帯電話の

かけ方と受け方，電話帳登録やメールの作成と送受信な

ど，携帯電話の基本的な使い方をわかりやすく説明いた

します。機器の購入を勧めるものではありませんし，教

室用に携帯電話機を用意していますので，安心してご参

加ください。お孫さんとの通話が楽しみになります。

日　時　平成19年10月31日（水）13:00～15:00

場　所　東白石会館（本通13丁目南10－1）

講　師　NTTドコモ北海道

定　員　先着40名

主　催　東白石通信編集委員会

参加費　無　料

申込先　東白石まちづくり

センター

（電話861-9262）

恒例となった札幌市赤十字奉仕団東白石分団主催のチ

ャリティー歌と踊りの集いが，今年もまた開催されます。

日頃，サークルなどで腕を磨いている皆さんが，民謡や

演歌，日本舞踊やフラダンスなどを披露します。なかに

はプロ顔負けの芸達者な方もいます。益金の一部は青少

年の健全育成のために，東白石地区青少年育成委員会に

寄贈される予定です。ぜひともお誘い合わせのうえご来

場いただき，多彩な演目の数々をお楽しみください。

日　時　平成19年10月7日（日）10:30～15:00

場　所　白石東地区センター（本通16丁目南4－27）

入場料　500円

各自スリッパを持参してください。

消防隊員による勇壮な演奏と女性隊員による軽快で華

やかなフラッグの演技，そして北郷小学校スクールバン

ドの子どもたちの元気一杯な演奏をお楽しみください。

月　日　平成19年10月13日（土）

時　間　開場／13:30 開演／14:00

場　所　本郷小学校体育館（南郷通10丁目南3－1）

入場料　無料／整理券を白石区役所，白石区民センター，

区内の地区センター，まちづくりセンターで配

布しています。

出　演　札幌市消防音楽隊

カラーガーズ隊「リリーエンジェルス」

北郷小学校スクールバンド

主　催　白石区民コンサート実行委員会，白石区

日赤奉仕団 第9回チャリティー歌と踊りの集い 第21回 白石区ふれあいバラコンサート

出場者募集中　グラウンド・ゴルフ大会
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第5回　旭 町 内 会����������

町内会加入率が減ってきています。東白石では45％程しかなく，全市平均を大きく下回ってい

るといいます。住みよいまちづくりを進めるうえで，やはり町内会の存在は大きく，欠かせないも

のです。多くの方々が町内会について知り，活動に参加していただきたいものです。

旭町内会は今年創設50周年を迎えました。隣の町内会との境界が複雑
ですが，それは町内としてのまとまりができた後に道路や線引きができた
ことによるようです。何代にもわたって居を構えている方も多く，歴史の
積み重ねを感じさせる佇まいの町内会です。

現在，5区73班，約1,000世帯が加入し，総務，財政，女性，生活環境，
青少年，土木，警防，公園管理の8部を持ち，自前の町内会館を運営して
いることから会館管理者を置いています。活動面では，各種パトロール，
ごみステーションの管理，ごみのリサイクル，公園の清掃管理，防災訓練
及び交通安全啓発への参加，陶器講習会，街路灯の維持管理，年1回の排
雪，町内会農園の開放，各種検診・相談会等々。事業として，日帰り旅行（一般，子供，婦人別々に実施），親子サ
マーフェスティバル（盆踊り），ラジオ体操，文化の日記念文化祭，寿会（老人クラブ）及び各種サークルの活動等。
とにかく，毎日何かが行われていると言えます。

最近，各種行事に子供達をはじめ，若い人，新しい人の参加が増えつつあり，明るい将来を予感させます。益々住
み良い，明るいまちづくりを目指し，みんなが声をかけ合って進んでいる町内会です。

7/  1(日)   第26回交通安全運動会(万生公園)

7/  7(土) 第21回月寒川河川清掃

7/14(土)15(日) 第32回白石区ふるさとまつり(白石区役所駐車場)

7/28(土) 第12回月寒川にぎわい川まつり(白石区土木センター)

7/30(月) にこにこサロン「親子ヨガ教室」（東白石会館）

8/  1(水) 白石・みんなであそぼう！（万生公園）

8/  2(木) 自衛隊協力会東白石分会施設見学会

（陸上自衛隊 岩見沢駐屯地）

8/  7(火) 七夕まつり（万生公園、旭町公園）

8/25(土)26(日) 森にまなぶ(安平町早来ときわキャンプ場)

9/  2(日) テニポンを楽しみませんか(東白石小学校)

9/13(木)    一人暮らしのお年寄りとの懇談会(東白石会館)

9/13(木) 長栄町内会普通救命講習会(みつば会館)

9/15(土)   東白石児童会館「トンパク・キッズ・フェスティバル」

9/19(水) 栄通中央町内会・栄通東町内会 札幌市地域と創る

冬みち事業「除雪懇談会」(東白石会館)

9/20(木) 一人暮らしのお年寄りとの懇談会(南栄会館)

9/28(金) 東白石小学校開校40周年記念式典・祝う会

9/29(日) 本郷町内会開町50周年記念式典・祝賀会(本郷会館)

10/15(月)  東白石地区防火・防災訓練(万生公園)

10/19(金) 本郷町内会災害図上訓練DIG(本郷会館)

10/20(土) 福祉のまち推進センター「ふれあい入浴ツアー」

10/27(土)28(日) 東白石児童会館「お泊り会」

10/30(火) 東白石地区町内会連合会防火防犯合同会議

11/  2(金) 暁町内会普通救命講習会(東白石会館)

11/21(水)22(木) 町内会長・女性部長・各種団体宿泊交流会

(定山渓温泉)

11/30(金) 東白石安心安全パトロール隊反省会(東白石会館)

12/  3(月) 民生委員児童委員委嘱状伝達式(白石区民センター)

20年1/5(土)東白石地区各種団体新年交礼会(札幌フローラ)

編 集 だ りよ

落ち葉で堆肥づくり

木々の落ち葉はごみとして捨てるしかありませんが，処理には費用がかかり，焼却すると二酸化炭素が発生しま

す。区から委託され管理している公園の落ち葉や刈った草を集め，堆肥をつくっている町内会があります。

暁町内会では長谷川利秋さんが白石あかつき公園で，

旭町内会では山中忠典会長をはじめ公園管理部の皆さ

ん41名がみゆき公園，旭町公園，みずき公園の３カ所

で，集めた落ち葉や枯れ草などを土木センターが設置

した木枠の堆肥場に貯め，薬剤を加えながら定期的に

混ぜて発酵させ，堆肥をつくっています。

昨年から土木センターの指導協力を得ながら取り組

み始め，試行錯誤を繰り返して，今年，見事に堆肥が

出来上がりました。良質の堆肥は，ます花壇の花植え

や町内会の農園などで活用されているとのことです。

ごみの削減と環境美化に役立つ一石二鳥のリサイク

ル。皆さんの町内でも取り組んでみませんか。


