「白石東」スポーツで行こう！
白石東地区町内会連合会及び白石区体育振興会連合会主催の
各種スポ－ツ大会の結果について報告いたします。

地域限定の情報紙

★第２０回 白石東地区室内スポレク大会
白石東地区室内スポレク大会
平成２４年１月２９日に大谷地小学校体育館で開催されました。
実施種目は、ミニバレ－とテニポンの２種目を実施致しました。
ミニバレ－には、少年野球の大谷地ヤングタ－クスの父母で３
チ－ム、柏タイガ－スの父母で１チ－ム、白樺ＭＢロジャ－スの
父母で２チ－ム、大谷地第一ファイタ－ズの父母で１チ－ム、青
少年育成委員会・学校開放で構成した１チ－ムによるリ－グ戦で
実施しました。
経験の乏しいなか、変化の大きいボ－ルを追いかけ、和気あい
ア ター ック ！！
あいななかでゲ－ムを楽しんでいました。
２ブロックごとにリ－グ戦を実施し、ブロックごとの順位を決
定しました。 テニポンでは、９名の参加で、ペアを変えながらゲ－ムを進めていました。

★第２１回 白石区民室内スポレク大会
地区のスポレク大会の結果をもとに、平成２４年２月２６日に開催された第２１回白石区民室内スポレ
ク大会〔白石区体育館〕に白石東地区の代表が参加しました。
白石東地区より、ミニバレ－に５チ－ム、テニポンに４チ－ムが出場しました。
ミニバレ－混合の部に参加した白石東地区Ａチ－ムは、見事な戦いぶりで、昨年の雪辱を果たし優勝し
ました。
他の４チ－ムは、レベルの差があったものの、１セットを取るなどの活躍がみられ試合終了後、汗を拭
いながら表情は明るく、またの機会での出場を話しておりました。
テニポンでは、混合の部白石東Ａチ－ムが優勝、男子の部白石東チ－ムが第３位となりました。

白石東地区限定の情報紙「白石東まちづくり通信」を平成 17
年 8 月より発行しています。
本紙は、白石東地区まちづくり協議会が編集局になって地
区内を取材し、年３回発行しています。みなさんも身近な話
題をどしどしお寄せ下さい。スタッフが取材に参ります！

2012.3.30 発行

白石東地区町内会連合会創立２０周年を迎えて
平成 23 年 12 月 17 日に白石東会館において、白石東地区町内会連合会創立 20 周年記念式典祝賀会
が開催されました。
白石区長をはじめ白石区 7 地区の連合会長、各種団体の御来賓のご参加を頂くとともに、町内会長、
役員を含め総勢１００名を超える参加の中盛況のうちに式典、祝賀会が進められました。
祝賀会では、板垣町内会連合会長の奉納舞も披露され、祝賀会に花を添えました。

白石東地区では、春のマラソン大会、春秋２回開催しているグランドゴルフを楽しむ会、夏の少年野球
大会、卓球大会、冬の室内スポレク大会を開催しております。
また、白石区では、９月には区民ふれあい健康マラソン大会、１１月には区民卓球大会、２月に室内ス
ポレク大会が開催されております。
平成２４年度も各種スポ－ツ大会を開催する予定でおりますので、より多くの皆様のご参加をお待ち申
しあげます。
取材担当：長井

第１回白石東地区「雪あかりのまち」開催
北東白石まちづくり協議会が主催した第５回〔雪明りのまち〕
というイベントが、平成２４年１月２０日に開催され、平和駅
北口を基点に１３条通りをメインにアイスキャンドルで飾りま
した。
今年度は、同駅南口にとの協力依頼があり、白石東まちづく
りセンター池田所長はじめ大谷地第一町内会、柏町内会の役員
の協力により実施いたしました。
平和駅の横に積み上げられた雪山を利用し、階段状のステ－
ジを作成し、中心に雪だるまをつくり、キャンドルを配置した
り、ピラミット状に重ねたり、工夫をこらしたものでした。
幻想的なオレンジ色の灯火、携帯で写したり、「東日本大震災
の鎮魂ですか」と尋ねられたり、親子で記念写真をとったりほ
のぼのとした姿も見られました。
寒い中、携わっていただいた役員の皆さん、ありがとうございました。

取材スタッフ

板 垣会 長奉 納舞

大 谷地 第二 町内 会踊 の会 舞踊 「男 酒」

取材担当：長井

お問い合わせ 「白石東地区まちづくり協議会」

編集部より

板 垣会 長挨 拶

わ ーキ レイ だね ！！

岩井〔町連〕・長井〔体育振興会〕・中村〔交通安全母の会〕
山本(茂)〔単町〕・松原〔単町〕・穂刈〔単町〕

〒003-0026
札幌市白石区本通 18 丁目南 2-6
TEL：011-862-0813 FAX：011-862-8694
Email：shiroishihigashi@yahoo.co.jp

堀 口区 長祝 辞

スタッフ
募集中！

白石東まちづくりセンター内
(休館：土・日・祝日)

なかなか暖かくなりませんが、まちはもうすぐ春です。
暖かな日差しがみなさんを包む季節はもうすぐです。 頑張ろう
頑張ろう日本
ろう日本！！

「白石東地区町内会連合会 20 年のあゆみ」
地区会館の建設と連絡所(
地区会館の建設と連絡所 (現まちづくりセンター)
現まちづくりセンター)の開設
白石東地区は平成 3 年 1 月から東白石地区から分離・独立して誕生しました。
東は厚別川が厚別区、西は月寒川が東白石地区、南は東北通が豊平区、北はＪＲ千歳線が北東白
石地区との境になっています。
平成元年 5 月に地区住民が白石東会館建設期成会の結成総会を開催、平成 2 年 12 月に会館が竣工
しました。
平成 2 年 12 月 19 日には、白石東地区町内会連合会が発足、その 8 日後に白石東会館運営委員会が設

「白石でっち奉公」
置されました。
こうして平成 3 年 1 月 4 日、白石東会館が供用開始となり同時に白石東連絡所(現白石東まちづくり
センター)も開所しました。
１月 11 日には白石東会館落成記念祝賀会が盛大に開催され白石東地区町内会連合会が活動を開始
しました。7 月には地区において白石区長との懇談会も開催され、地域住民の白石東地区としての意
識が高まりました。
主要施設の充実
主要施設の充実
平成 4 年の年明け早々、本通 16 丁目北の特別養護老人ホームに併設して介護予防センター本通が
開設されました。平成 6 年には白石東公園がオープンするとともに、大谷地冒険広場がリニューアル
され町名整備により白石東冒険公園として装い新たにスタートしました。
平成 8 年 3 月には札幌国際交流館と札幌市職員会館を併設した「リフレサッポロ」がオープン、4
月には独立行政法人国際協力機構札幌国際センター「ＪＩＣＡ札幌」が開設されました。
そして 5 月には図書室を備えたみんなのふれあい広場「白石東地区センター」が開設され、その後
も地区内に重要な機能を備えた施設が次々と整備されていきました。
住民活動の活発化
様々な施設が誕生したことから、健康維持増進のための運動、趣味や教育を目的としたスポーツほ
か各種の芸術・文化活動、地域の皆さんが楽しく交流できる世代間交流事業、地域の安全を守る防災、
防犯防火、交通安全などの啓発活動、研修会、講習会などが多数く開催され、多くの地域住民が参加
し交流を深めているところです。

平成２３年 1１月２５日（金）
、「白石でっち奉公」(職場体
験学習)に東白石中学校２年５組の松川舞さんと松原さくらさ
んが、白石東まちづくりセンターにやってきました。
午前中は、まちづくりセンターの業務や地域との係わりに
ついてまちづくりセンターの所長さんからお話を聞いたあと、
今年も、１月１１日(水)に行われる「雪であそぼう！at 大谷
地小学校」の案内板を２枚作成してくれました。
二人で相談しなが
ら女の子らしいやさ
しい案内板ができま
案 内版 を制 作中 の松 川さ んと 松原 さん
した。
二人とも一日笑顔で働いてくれました。
職場では、与えられた仕事をしっかりやる事は当然のことで
すが、共に働く仲間と意見を出し合い、仲良く笑顔で頑張るこ
とも大切です。
二人ともとても良くできていましたよ。
二人が作った案内板は、明るく爽やかな雰囲気で催しを盛り
上げ、しっかり役立っていましたよ。
会 場を 飾っ た案 内版
思いやりがあって優しい二人、きっと素適な女性になることでしょう。
松川さん 松原さんありがとう。 ４月からは３年生これからも、爽やかで明るい笑顔でがんばって！！
取材担当：松原

トンネルタイルアート TV 放映
先日、札幌市の広報番組「ウォッチング札幌」の収録にテ
レビ北海道(TVH)のロケ隊がやってきました。

グ ラン ドゴ ルフ を楽 しむ 会

厚 別川 緑地 の秋 を楽 しむ 会

サ イク リン グロ ード ト ンネ ルタ イル アー ト

交 通安 全教 室

etc

これからも、私たちの白石東地区が暖かく笑顔あふれる素晴らしいまち
まちとして発展するよう、まちの
まち
皆さんのご参加ご協力を心からお願いいたします。
取材担当：山本

昨年の夏休み 7 月下旬から 8 月上旬にかけて白石サイクリ
ングロードの向ヶ丘トンネル南面に制作したタイルアートを
題材として取材にこられました。
番組のテーマは｢みなさんの寄付がさっぽろのまちづくりに役
立っています！｣というタイトルで、札幌市のサポートほっと
基金で制作された昨年の白石東地区のとんねるタイルアート
収 録中 の板 垣会 長と しろ っぷ
『希望のこどもたち･･･未来』がテーマの趣旨にふさわしい、
ということで選ばれました。
収録は、２月２７日(月)に行われ白石東地区の板垣俊夫連
合町内会長さんがサポートほっと基金とタイルアートへの
思いを語ってくれました。
案内役は吉本興業の芸人さんの＜しろっぷ
＜しろっぷ ひろし＆じ
ゅんぺい＞さんでした。 しろっぷのひろし(本名：小原寛
ゅんぺい＞
史)さん、じゅんぺい(本名：亀田純平)さん、二人はどちらも
白石区の出身で、じゅんぺいさんは柏町内会のご出身だそう
です。
二人の楽しいお話で白石東地区のトンネルタイルアート
し ろっ ぷの 二人 と記 念撮 影
を紹介してくれました。
番組は 3 月７日(水)の夜の 9 時 55 分から７チャンネル(テレビ北海道)で放映されました。
担当：岩井

