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本郷町内会は開町50周年を迎え，9月29日に本郷会館

において50周年記念式典及び祝賀会を盛大に開催する

ことができました。また，50年の歩みの想い出として

記念誌を現在作成中です。今年度内には町内の皆様に配

布できるよう編纂を進めております。

本郷町内会は昭和32年12月20日に発足しました。当

時の世帯数は127軒と記述されていますが，それから50

年の歳月が流れ，現在では1,000世帯を超える大世帯と

なり，当時の面影はなく，マンションが建ち並ぶ大きな

街に発展しました。また，市内の中でも数少ない，商店

街をもつ町内会でもあり，共に協力して街づくりに力を

入れて，今日の町内の発展を見ることができました。

今後も安全で安心して住める街づくりに，会員相互の

協力を得ながら進めてまいります。

（東白石通信特派員 本郷町内会総務部長 伊藤 富雄）

東白石小学校は開校40周年を迎え，9月28日に「開校

40周年記念式典・祝う会」を行いました。当日は，教

育委員会や白石区の各小学校長などはもちろん，お世話

になっている多数の地域の皆様や旧職員，保護者の方々

にもご臨席をいただきました。

本校は地主の さんから土地を分けていただき，

昭和42年5月25日に建設が始まり，12月12日に校舎が

落成しました。本郷小学校から411名，大谷地小学校か

ら125名の合わせて536名の児童による15学級体制でス

タートしました。

昭和54年，当時5年生の一人の女の子の呼びかけをき

っかけとして始まった「さけの飼育と学習」を現在も引

き継ぎ，本校の大きな財産となっています。毎年11月

頃，さけ科学館のお世話でさけ授精式を行い，6,000個

ほどの卵を翌年の5月頃までかけて稚魚へと大切に育て

ています。そして，豊平川への放流。その間，毎日のお

世話はもちろん，育てる中から大切な事を学び，おもに

総合的な学習の中で実を結んでいます。

昭和50年頃には児童数約900名23学級だった本校も，

現在は約440名15学級となりましたが，子供たちのあふ

れるエネルギーは未来へと続きます。地域の皆様にはい

つも子供の成長を見守ってくださることに感謝しており

ます。 （札幌市立東白石小学校 教頭 福嶋 崇）

昭和32年 開町当時の本郷商店街

祝う会での子供たちの“表現”



秋の火災予防運動初日の10月15日(月)に東白石地区防火・

防災訓練が，700名が参加して万生公園で実施されました。

参加者は，白石消防署と白石消防団の指導のもと，消火器の

噴射や骨折した腕を三角巾でつる方法，物干し竿と毛布で応

急担架を作る方法などを訓練しました。初参加の本郷小学校

児童は，充満した煙の中をくぐる煙道通過訓練や消防車両の

見学，高学年は町内の参加者に交じってバケツリレーの消火

を体験しました。

展示コーナーでは，非常用食料品や住宅用火災警報器など

について，札幌市防災協会の職員から熱心に説明を聴く様子

が見られました。最後に，天ぷら油火災の消火方法が実演さ

れ，日赤奉仕団の皆さんが炊き出したアルファ米を試食して

訓練は終了しました。

一方，本郷町内会では10月19日(金)に45名が参加して災害

図上訓練DIGが実施され，大規模な災害が発生した場合にど

のように行動すればよいのか，どの経路で避難するのかなど

を地図を使って訓練しました。

日頃から，家庭や町内会で災害や火災に対する備えを万全

にしておくことが大切です。

既存の住宅は平成20年5月31日までに火災警報器を設置す

るよう義務付けられています。東白石地区町内会連合会では，

昨年度に引続き，適正な性能の火災警報器を低価格で斡旋す

る共同購入を進めています。有料で取付けも頼めます。斡旋

期間は11月末まででしたが，まだ申込んでいない方は，町内

会にご相談ください。

犯罪の抑止に効果あがる―夜間防犯パトロール

ひったくりや痴漢，放火などの犯罪がおきない，安全

なまちを目指して，平成18年4月に従来の防犯パトロール

を拡充させて，東白石安心安全パトロール隊が発足しま

した。以後，二つのパトロールを続けています。

●徒歩の夜間防犯パトロール

実施日 4月から11月まで毎月第1・第3水曜日

時 間 午後8時(夏期は午後9時)から

隊 員 16町内会から登録された116名

Ａコース ローソン駐車場(南郷通13丁目北)集合

Ｂコース 地下鉄南郷７丁目駅4番出入口集合

Ｃコース 白石本通交番(本通11丁目北)前集合

●青色灯装備車両（5台）の防犯パトロール

実施日時 毎月第２・第４金曜日 午後8時(夏期は午

後9時)から，冬季間は小学生の下校時間帯

※ その他，不審者が出没し，集団下校する場合など

に緊急の青色灯パトロールを行います。

隊員は緑のジャンバーに帽子をかぶり，幹線道路はも

とより，公園や生活道路もくまなく巡回しています。

白石警察署によりますと，街頭犯罪と言われる住民に

身近な犯罪が減り，とりわけ車上ねらいと侵入窃盗が大

幅に減少しているとのことです。我々のパトロールも犯

罪の抑止に一役買ったとすれば，大変やり甲斐を感じま

す。今後も体力，気力の続く限りパトロールを行ってい

きたいと考えています。

街頭犯罪等11罪種認知件数 〔白石警察署生活安全課〕

※街頭犯罪等11罪種 路上強盗，ひったくり，路上強姦，路上

強制わいせつ，自動車盗，オートバイ盗，自転車盗，車上ねらい，

部品ねらい，侵入強盗，侵入窃盗

防火・防災訓練を大規模に実施

H19.11末　H18.11末　増　減

白　石　署　全　体 1,601 1,876       -275

南 郷 交 番 管 内 289   299        -10

白石 本通交番管内 54 121         -67

東 白 石 交 番 管 内 206           321 -115

住宅用火災警報器の共同購入実施中

青色回転灯→



11月1日(木)に平和通小ミニ児童会館が大きな産声を上

げて誕生しました。11月5日(月)には同校児童，学校関係

者，地域の方々の参加のもと開館記念式典を行いました。

○開館時間　平日　放課後～18:00

学校休業日（土曜日や長期休みなど）8:45～18:00

○休館日　　日曜・祝日・年末年始(12/29～1/3)

○対象児童　平和通小学校区内の小学生

○児童クラブの愛称　『ピース』

保護者の方が就労などで留守となる家庭の　

ために児童クラブを開設しています。

ミニ児童会館の大きな特徴は，教室から直接来館でき

ることです。多い日は60～70名，平均40名の子ども達が

来館し，楽しい時間を過ごしています。

私たち職員も微力ではありますが，子どもの笑顔がさ

らに大きくなるようがんばっております。皆様のご支援，

ご協力をよろしくお願いいたします。（館長　福島久雄）

少年野球のクラブチーム「エルムファイターズ」が，

「白石区感心な青少年」として表彰されました。

昭和51年に結成され，平成18年2月に30周年記念式典

を行った伝統あるチームです。この間，幾多の困難を乗

り越え，白石区はもちろん札幌市にも名の知れた好成績

を残しています。

指導には，責任者，監督，コーチなど8名で当たり，4

月末より万生公園で練習し，冬は室内練習場で体力を鍛

えています。父母の会もあり，選手の活躍に毎回声援を

送ってくれています。

いつも使用している公園に感謝を込めて清掃活動をし

ており，そのことが認められ，このたび表彰されました。

現在，来年度の部員を募集しています。小学校１年生

から５年生まで，女子も大歓迎です。

【連絡先】松岡　電話090-3777-0106

民生委員・児童委員は，地域から推薦し，厚生労働大

臣から3年の任期で委嘱されて，お年寄りや体の不自由

な方をはじめ，暮らしの心配事を抱える方々の相談や援

助に当たるボランティアです。東白石地区の委員は定員

50名です。

●民生委員・児童委員の活動

○福祉に関する心配事の相談を受け，解決のお手伝い

をします。

○一人暮らしのお年寄りへの声かけや安否確認を行い

ます。

○お年寄りの健康状態や世帯状況を訪問調査します。

お伺いした際には，調査にご協力願います。

○各種の福祉サービスや生活福祉資金の貸付，悪徳商

法への対応などに関する情報提供と行政や専門機関

の紹介，連絡を行います。

○民生委員は児童委員を兼ねていて，子どもや子育て

に関する相談と支援も行います。

児童会館の子育てサロンに協力し，七夕まつりを

開催しています。

●主任児童委員

子どもに関する問題を専門に担当する主任児童委員　

が東白石地区には3名います。

○児童虐待の早期発見や対応に関して，学校や児童相

談所などと連携します。

○児童委員と連携し，いじめや不登校など問題を抱え

る児童や家庭からの相談を受け，援助します。

●気軽にご相談を！

12月1日付で東白石地区の民生委員・児童委員が再

任を含め48名委嘱されました。福祉に関する悩み事な

ど気軽にご相談ください。各委員は担当する条丁目が

決まっています。担当の委員を知りたいときは，以下

に問い合わせてください。

○白石区役所保健福祉課地域福祉係　861-2400

○東白石まちづくりセンター　　　　861-9262

●相談内容の秘密を守ります

民生委員・児童委員には法律上の守秘義務がありま

す。個人情報やプライバシーの保護に配慮した支援活

動を行います。

平和通小ミニ児童会館オープン！！ 少年野球エルムファイターズ　感心な青少年表彰

「館長と指導員の皆さん」



町 内 会 訪 問

情 報 ひ ろ ば

第6回　南郷町内会

岡本　武司

東白石通信は地域の出来事，行事予定などをお知らせする情報紙です。読者の皆さんからも情報

や原稿をいただき，より充実した紙面を作っていきたいと考えています。こんな楽しいことがあっ

た，あそこに面白い人がいるなど，地域に広めたい話題をお寄せください。お待ちしています。

南郷町内会は，南郷通６丁目から９丁目の南北を範囲とし，蟹がはさみを拡

げた形をしており，南郷通と水源池通で町内が十文字に区切られています。

歴史は，昭和36年に240戸で，当時の南郷自治会から独立し，現在はマンシ

ョン，アパートを含め2,400世帯を超す町内会に発展し，46年目を迎えました。

組織は，総務，会計，体育，環境，交通安全の５部で構成し，平成17年には

町内の街路灯を札幌市に全灯移管し，街路灯部は発展的に廃部となりました。

行事は，７月に南郷商店街振興組合の南郷夏祭りに協賛し，とうきび売店と

子供盆踊り，会場の清掃等を担当しています。総務部は，９月に70歳以上の敬

老会を，12月には子供クリスマス会で，幼児と小学生の餅つきを行い，楽しん

でもらっています。体育部は大運動会を万生公園で開催し，環境部は役員によ

る夏休み中の児童生徒の校外巡回指導を行っています。交通安全部は交通安全

の推進指導に努め，また，東白石町連が行う交通安全運動会にも参加して，昨

年度は３位，今年度は準優勝に輝きました。その他，町内一斉清掃と日帰り旅

行，新年会，教養講座等も企画しています。

会員の皆さんが楽しく，大勢の方が行事に参加できるように，役員一同頑張っています。

10/  7(日) 日赤奉仕団第９回チャリティー歌と踊りの集い

(白石東地区センター)

10/11(木) 緊急特別街頭啓発(地下鉄南郷13丁目駅前)

10/13(土) 第21回白石区ふれあいバラコンサート(本郷小学校体育館)

10/19(金) 本郷町内会災害図上訓練DIG(本郷会館)

10/20(土) 一人暮らしのお年寄り「ふれあい入浴ツアー」

(Ario札幌「美遊菜の湯」)

10/20(土) 栄通児童会館「ど→りマーケット」

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(東白石会館)

10/31(水) 楽しい携帯電話教室(東白石会館)

10/31(水) 違法駐車等防止合同パトロール

11/  2(金) 暁町内会普通救命講習会(東白石会館)

11/  9(金) 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「第2回除雪懇談会」(東白石会館)

11/10(土)11(日) 白石東地区センター第10回文化祭

11/17(土) 一人暮らしのお年寄り宅「友愛訪問」

11/21(水)22(木) 町内会長・女性部長・各種団体合同交流会

(定山渓温泉)

11/26(月) 平成19年度第1回東白石地区除雪連絡協議会(東白石会館)

11/30(金) 東白石安心安全パトロール隊研修会(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)

12/14(金) パソコン体験教室(東白石会館)

12/16(日) 一人暮らしのお年寄り「忘年会」(東白石会館)

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)

1/17(木)午前10時30分～12時　にこにこサロン(東白石会館)

1/19(土)2/23(土)午後６時　本郷町内会かるた大会(本郷会館)

1/23(水) 違法駐車等防止合同パトロール

1/24(木) 東白石地区町内会連合会清掃問題合同会議(東白石会館)

3/  6(木) 暁町内会災害図上訓練DIG(東白石会館)

3/  8(土) 東白石児童会館開館20周年記念式典

3/23(日) 室内スポーツレクリエーション大会(東白石小学校体育館)

編 集 だ りよ

餅つきやこま，いろはカルタなどのいろいろな昔遊びを教わりな

がら体験する「親子でチャレンジ」を開催します。自分でついたお

餅をきな粉やあんこなどでおいしく食べ，友達同士や親子で楽しく

過ごしてください。

日　時　平成20年1月27日

(日)10時～13時

場　所　東白石児童会館　

(本通13丁目南10-1)

主　催　青少年育成委員

会・東白石まち

づくり実践会

持ち物　エプロンを持参

してください。

参加費　1人400円(3歳未満は無料)

申　込　申込書に参加費を添えて1月21日(月)までに東白石まちづ

くりセンター(本通13丁目南10-1 TEL861-9262)に申し込

んでください。申込書は栄通児童会館にもあります。

東白石まちづくり実践会，東白石地区町内会連合会の前会

長である　　　さん(80)が，地方自治法施行60周年を記念した，

地方自治への功労に対する総務大臣表彰を受けられました。

清水さんは，暁町内会長，白石消防団長，白石区ふるさと

会会長などを務められたほか，現在も交通安全指導員として，

小学生への街頭指導を続けられるなど，東白石地区の発展に

尽くされたご貢献には計り知れないものがあります。受賞を

心よりお祝い申し上げます。

親子でチャレンジ　参加者募集

あんこもちをつくって食べます


