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1 白石会館の完成

　平成25年２月末、一日千秋の思いで待ち焦がれ

ておりました「白石会館」が完成し、３月４日オー

プンセレモニー、同日午後から一般への供用開始と

なりました。また、３月15日には、多くの来賓の方々

や連町関係者を招いての「完成祝賀会」を開催し、

成功裏に終了することができました。

　オープンセレモニーの会長挨拶の中で、私は「旧

白石会館36年間の歴史で、我々の先輩たちがまち

づくりにかけた

夢、希望、情熱

等の精神を我々

は引き継がなけ

ればならないこ

と、そして同時

に、我々の後輩

たちにその精神

を伝えていく必

要があるのでは

ないか」と述べ

ました。

2 最新の施設・設備

　白石会館の施設・設備は札幌市が建設した会館の

中では、最新の設備を備えた建物となっています。

　一番使用頻度の高い集会室は収容人数も120名と

増え、高齢者対策として従来の２階から１階へと移

しました。集会室のステージは可動式で使用しない

ときは、壁に組み込めるものになっています。さらに、

地域住民が自由に利用できる１階の「交流スペース」

は吹き抜けで明るく、冬期間は快適な床暖房です。

　札幌馬主協会からの助成金を活用して机・椅子を

補充し、夏季間のエアコンや音響機器等設備の充実

を図ることができました。

　また、南郷丘町内会から司会者用演題とマイクス

タンド（小）、大塚道新販売店からは車椅子、地区

社協、地区民児協からは集会室Ａ・Ｂに掛け時計２

台の寄贈を受けています。

3 連町・ネットワーク事業の推進

　連合町内会では昨年に引き続き「町内会加入促進」

を大きな目標に取り上げています。

　また、平成16年に産声を上げた白石地区ネット

ワーク協議会も、一つの節目となる10年目を迎え

ます。｢通学パトロール隊｣や「いきいき健康まつり」

等の事業も10回目を迎えることになります。

　６つの部会の中でも、「保健福祉部会」と「防災

部会」の事業が今年のまちづくり事業の目玉と考え

ています。未曾有の超高齢社会の到来が目前に迫っ

ています。単身高齢者への声掛けや安否確認活動は

社協・福まち、そして民児協と連携しながら、町内

会が取り組むべき喫緊の課題となっています。

　あの3.11の東日本大震災から２年４カ月が経過

しました。現在はもし発生した場合30万以上の死

者が予想される「南海トラフ大震災」がマスコミで

大きく取り上げられています。

　我々人類の歴史は、自然の恩恵を受け自然と共生

しながらも、時には激しく相対峙してきました。そ

れは自然の残酷さが人間の生命を飲み込む自然災害

時です。台風、豪雨、そして大地震、大津波等がそ

れに当たります。

　「保健福祉部会」と「防災部会」が開催する研修

会が地域住民の安全安心を確保するために、成果の

あるものになること期待しています。
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第50周年・創立記念
式典祝賀会敢行

　●　柏丘町内会　会長　坂田　一次

日赤白石分団設立50周年
式典並び祝賀会終了

　●　札幌市赤十字奉仕団　白石分団長　藤田　郁子

　平成25年４月17日白石会館にて落成後式典会

場第１号として私供団体が使用させて頂きまし

た。ピカピカの会場、木の香りのする中で白石

区長谷江篤様、白石地区連合町内会会長中澤迪

也様、白石地区社会福祉協議会会長佐藤昌幸様、

日赤奉仕団委員長坂田紀久恵様他10名のご来賓

団員のご臨席を頂き、分団長の挨拶そして表彰

式に入り、日本赤十字社札幌市白石地区長谷江

篤様より当分団に日本赤十字社から金色有功賞、

20名の団員に金色有功賞、銀色有功賞、感謝状

とそれぞれ授与して頂きました。

　記念誌発行には札幌市長上田文雄様よりご祝

辞を頂き又白石区長様、連町会長様、奉仕団委

員長様には心

温まるご祝辞

に有り難く拝

聴させて頂き

ました。

　白石分団は、

昭和37年8月に初代分団長故人となられました

岡田クラ様の下20名程で設立されたとの事です。

　主な奉仕内容は、皇居勤労奉仕、血液センター

接待奉仕、防災訓練での炊き出し、赤い羽根街

頭募金等々です。

　白石分団より３分団が分離独立され現在40名

の団員ですが、赤十字の理念「人道、博愛」のも

と見えないタスキを繋いで、絶やすことの無い

様団員一丸となって頑

張って参りたいと思っ

ておりますのでご協力

宜しくお願い致します。

　なお、過日血液セン

ターより長年の奉仕に

対し感謝状が授与され

ましたので、写真を添

付させて頂きました。

　■ 50周年記念写真

　春遠き、白石区にも桜の

木々が芽を膨らませている、

去る平成25年４月21日新区

長・谷江篤様始め20名の来

賓者の方々のご出席を得て、

それぞれ祝賀の挨拶を頂き厳

粛盛大なる記

念式典・祝賀

会を挙行でき

ましたこと

は、最大の慶

びとし、記念

誌刊行に寄る

数多くの出筆お願い投稿された方々に厚くお礼

を申し上げ謹呈させて頂きました。さて、我が

町内会は昭和38年１月１日に、柏の幹の如く、

たくましい、柏丘町内会として戸数18軒で開町

し、幾多の困難を乗り越え誕生し、ここに50周

年を迎えることが出来ました事は喜びに堪えな

い次第です。

「この地域・

町内に住んで

良かった墳墓

の地として」

明るい・安心・

安全な住みや

すい町内会として、今後も一致団結して、町内

の発展に努力する心算であります。「余興」には

町内会員有志による、フラダンス・和太鼓等の

演出で祝賀会

を盛り上げて

沢山の拍手を

頂き閉会とな

りました。

　■ 会員によるフラダンス・グループ

　■ 坂田会長の挨拶

　■ 祝賀会の会場の様子

　■ 会員有志による和太鼓の演奏
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　「南郷地区体育振興会」は平成24年度の札幌市

民スポーツ賞（団体）を受賞し、去る２月13日、

ホテルライフォートで贈呈式が行われました。

個人の部は４名、団体の部は「南郷地区体育振

興会」と「発寒中央体育振興会」２団体でした。

そのほか、全国的に活躍した現役選手２名が表

彰されました。

　「南郷地区体育振興会」は平成４年に白石地区

では３番目の体育振興会として発足しました。

南郷小学校の体育館を学校開放の場として今年

で21年目を迎えています。

　当時の連町会長中川建治さんの強い後押しが

あり、坪田敏男さんの長年にわたるリーダーシッ

プのもと、昨年で一つの節目となる20年目を迎

え、このたびの輝かしい受賞となりました。

　受賞の理由としましては、「町内会などの関係

団体と協力しながら、地域スポーツの普及発展

に取り組んできたこと」等でした。

　４月25日、「受賞を祝う会」がアサヒビール園

を会場に多くの来賓、関係者が出席し、盛大に

開催されました。

　来賓として出席された谷江白石区長、中澤連

町会長、川崎南郷小校長からそれぞれお祝いの

言葉があり、懇親会では関係者一同20年間の労

苦に思いを馳せながらも、このたびの受賞の喜

びに浸っていました。

　■ 受賞を喜ぶ役員の皆さん

　平成25年度白石地区連合町内会施設見学会

は、去る７月27日（木）に22単町より83名参

加し、実施いたしました。

　今回の見学は、雪印メグミルク「酪農と乳の

歴史館」（旧雪印乳業史料館）と札幌市水道記念

館の２ケ所を見学してまいりました。

　最初の見学場所雪印メグミルクは、旧雪印乳

業が創業50周年を記念して建てた歴史館です。

　館内には、日本の酪農、乳業にかかわる貴重

な資料が豊富に

展示されていて、

案内嬢の説明に

参加者全員が熱

心に耳を傾けて

いました。

　また、スキー

ジャンプコーナーとして展示され長野オリン

ピックで活躍されました（1998年）原田選手金

メダル獲得が思いだされました。

　次の見学は札幌市「水道記念館」で現在の施

設は、2007年にリニューアルオープンしたもの

で、水道を通じて自然と人とのかかわりを考え、

水や自然の大切さを感じることができる施設で

す。普段なにげなく使っている水の大切さを実

感しました。

　特に水道事業

の工程、水道の

特性を遊びなが

ら学べるアイテ

ムなど、子ども

から大人まで楽

しめるコーナーが充実しています。

　当日は、藻岩山頂からの遠望を楽しみにして

いましたが、10メートル先も見えないあいにく

の天候でした。

　最後に、バスで藻岩山中腹駅まで行きケーブ

ルカーで山頂展望台へ行き展望レストラン「ザ・

ジュエルズ」で昼食（スープカレー）・懇談し無

事に帰って来ました。

　■ 雪印メグミルク　資料館見学風景

市民スポーツ賞受賞を
祝う会

　●　南郷地区体育振興会　

白石地区連合町内会施設
見学会の報告

　●　白石地区連合町内会　総務部長　大藤　昭男
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　広報誌「ネットワーク」も発刊以来16号をお届けすることが出来ました。これもひとえに

連合町内会、ネットワーク協議会各部会長・委員、そして各種団体の皆様のご協力の賜と感謝

申し上げます。

　今年も半年が過ぎましたが、相変わらず暑い今日この頃ですが、皆様には地域の活動にご活

躍されておられる事と思います。気候の不順もあり、健康には留意されますようお祈り致します。

　今年度も来る10月５日（土）に第６回の「まちづくりふれ愛音楽会」を開催する予定です。

皆様にはなにかとお力をお借りすることになると思いますが、何分ご協力をお願い申し上げます。

 情報交流部会一同　

９月１日（日）

　第10回　白石地区いきいき健康まつり

　　共催　白石地区連合町内会・ネットワー

ク協議会

　 於：白石小学校体育館及びグランド

10月５日（土）

　第６回　「まちづくりふれ愛音楽会」

　　共催　ネットワーク協議会・白石地区連

合町内会

　　後援　社会福祉協議会・青少年育成委員

会・民生児童委員協議会・白石警

察署少年補導員白石支部・札幌市

白石区
　 於：白石中学校体育館

10月12日（土）

　ふらっとホーム2013 in しろいし

　　主催　札幌市広報部
 会場：白石会館

１月９日（木）

　白石・雪であそぼう in 南郷

　　主催　ネットワーク協議会

 会場：南郷丘公園

行事予定

　平成16年６月より、白石地区ネットワーク会議

（現在はネットワーク協議会）青少年女性部会の活

動として、通学パトロール隊は始まりました。白

石地区内の５小学校（白石・南白石・南郷・本通・

西白石）において、青少年育成委員会、少年補導員、

警友会、交通安全指導員、地域安全活動推進委員、

各町内会、横山製粉（株）、そして各小学校のPTA

が協力して今年10年目を迎えました。

　わたしが担当している南郷小学校のパトロール

は、毎週金曜日の一斉下校の時にＡとＢの２班に

分かれて交代で行っています。毎年５月の全校朝

会では、制服であるオレンジのベストを身につけ

て、生徒に紹介していただいております。

　札幌市内でも、児童に対する不審な声掛けや、

身体露出など、かなりの不審な件数が起こってお

り、本当に安心できない状況にあります。最近も、

茨城県の10歳の女の子が、自宅近くで30歳の男の

人に殴られ、重体となる悲しい事件がありました。

　「地域の子どもは地域で守る」この活動が子供た

ちの命を守ることになることを願い、皆様の更な

るご協力をお願い致します。

地域の子ども達の安全を
願って　～通学パトロール隊～

　● 青少年女性部会長　松本　弥生


