
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
栄通19丁目に「白石東冒険公園」があります。この公園で今年4 

月から毎朝、付近の方たちが集まってきて、ラジオ体操を行っています。 

当初４～５名から始まった会ですが、日に日に参加者が増え、現在は 

２０名程に輪が広がり、「おはようございます」「暑くなりそうですね」 

と、交わす朝のあいさつにも一段と親しみを感じます。 

７月には、参加者全員で会のネーミングを検討し、その結果、「さわやかラジオ体操会・冒険公園」と名

付けられました。これを契機に「もっと、会員の人が増えるといいですね。」と、会員皆さんの声。 

☆ この方が始められました ☆ 

この会を立ち上げた伊邊さんにお話を伺いました。 

夏休みに娘さんと一緒にラジオ体操に参加したのがきっかけで、その後体操を 

続けて34年。みんなの健康維持・増進を願い、体操を通じ出会った人との「輪・ 

和・話」を大切に、ラジオ体操の普及・拡大にひたすら情熱を注いでおられます。 
 

 
 
 さる６月８日（金）、白石東会館において、当地 

区のまちづくり協議会の平成１９年度定期総会が開 

かれました。 

 会議では、まず昨年度実施した事業と決算の報告 

及び監査報告が承認され、次いで今年度の事業計画 

とそれに伴う予算の決定、併せて新年度役員の改選 

が行われ、新会長には町内会連合会会長の板垣さん 

が選ばれました。 

まちづくり協議会が進める今年度の事業…いろいろな新しい事業が始まります！ 

 今年度は、板垣新会長のもと、従来の「地域情報発信」、「安全まちづくり」、「世代交流」とい

う３つのプロジェクトに加え、新たに「環境・美化プロジェクト」が設置されます。 

 「安全まちづくりプロジェクト」では、これまで昼間だけだった防犯パトロールを、夜間にも

行います。 

 また、区内の交通事故死の８割を占めるという高齢者を対象として交通安全教室を開きます。

 さらに、防災の観点から、町内会連合会で行う防災訓練と並行して、町内会単位程度の少人数

でＤＩＧ（室内での地図を使った「災害図上訓練」）を順次行っていく予定です。 

 
 
 地球温暖化や身近なところではゴミの有料化問題など今、最もホットな環境問題に関して、地

域として何ができるのか、何をやっていくべきなのか、新たに設置される「環境・美化プロジェ

クト」の行方が大変気になるところです。 

 そこでプロジェクトリーダーに就任された栄通１９・２０丁目町内会長の岩井さんにインタビ

ューしてみました。 

 
 
 
 
 
 

 

2007.7.２0 発行 

                      情報をお寄せ下さい！！ 
｢近所におもしろいものがある｣、｢前から気になっていた施設がある｣、｢ユニークな活動をしてい

る人を知っている｣など、どんな話題でも結構です。皆さんからの地域の情報をお待ちしております。

取材スタッフ 岩井準一(町連)・浦川栄一(民児協)・五十嵐載子(育成)・長井和幸(体振)・松原秀孝（単町）・

小笠原唯雄（単町）・中村英次郎（単町）・大瀬戸一世(大谷地小 P) 

            お問い合わせ 「白石東地区まちづくり協議会」 
〒003-0026  札幌市白石区本通 18 丁目南 2-6 白石東まちづくりセンター内  

TEL011-862-0813 FAX011-862-8694 (休館：土･日･祝日) 

地域限定の情報紙 
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回発行する予定です。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！ 

新たに「環境・美化プロジェクト」を設置！ 

新会長には、町内会連合会会長の板垣さんが就任 

皆さん熱心に資料に目を通しています 

取材担当：松原 

開催期間 2007.4.29（日）～11.3（土）までの、毎朝 6時 25 分～ 

会  場 白石東冒険公園 ※ 大雨中止、小雨の場合は決行です 

 

 

 

７月８日（日）、快晴に恵まれた中、子供たち、育成委員、お助け隊の総勢１２３名が当別の「道民の森」

へ出発。１時間半のバスの中では、クイズや各学校の校歌を歌ったり、楽しく盛り上がるうちにあっという

間の到着です。 

２グループに分かれて、午前と午後交互に、青山ダム地区のトロッコと 

二人乗り自転車、神居地区の自然観察を体験しました。 

 トロッコは、子供たちに大人気で、楽しそうに何回もチャレンジ。 

 自然観察は、道民の森ボランティア協会の 

方に案内していただきました。特に山椒魚の 

子や樹齢４５０年の大ナラの木、イタドリの 

くきで作った笛は好評でした。 

 自然の中で元気いっぱい遊んだ一日でした。 
 

がんばってスピードアップ！ 

取材担当：五十嵐

 
 

（青少年育成委員会） 

 
 

 
 

『さわやかラジオ体操会・

冒険公園』発足！！ 

全日本ラジオ体操連盟 

１級指導士の伊邊さん 
いべ 

いべ 

私はこれまで町内会連合会で衛生部長や区のクリーンさっぽろ衛生地域推進員

などを務めてきました。ごみの出し方のマナーについてはおそらく多くの町内会が

悩んでいるでしょうし、新聞、ＴＶ等では、毎日のように地球温暖化の話題が報じ

られています。 

まちづくり協議会が発足すると聞いたときからぜひ、環境問題についてみんなで

話し合う場が欲しいと思っていました。話し合いの中でどのようなものが生まれて

くるか正直、わかりませんが、一所懸命取り組んでいきたいと思っています。 
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 町内会連合会、体育スポーツ振興会主催の各種スポーツ大会が、 

6月 3日（日）のマラソン大会を皮切りに、始まりました。 

 天候にも恵まれて、初夏の青空のもと、日ごろの練習の成果を 

発揮できた人も、できなかった人も、皆それぞれ心地よい汗をか 

              きました。 

             白石東地区ではこれからも次の 

              ようなスポーツ大会を開催する予 

              定です。皆さんの 

              参加をお待ちして 

              います。 

 白石東地区の「白石・みんなであそぼう」は、子育て中の親を中心として、地域の住民同士が

楽しく交流できる夏のイベントで、今年で５回目を数えます。昨年は５００名もの方に集まって

いただき、区内で１番の賑わいでした。 

 今年は、実行委員会のメンバーが、乳幼児からの親子連れと地域の方が交流できる遊びを考え、

製作まで行っています。 

 水遊び、シャボン玉、手型取りのほか、楽しい読み聞かせやボードビルも！！ 

 今年、初めて登場する遊びもたくさんあります。遊びに来てね！！ 

 
 
 
 

   "おはよう" "おはようございます" "気をつけて行ってら

っしゃい"  毎朝、大谷地小学校のまわりから、スクールガ

ードの方と子供たちの元気な声が聞こえます。その中でも、

交通量の多い清田通の手押し信号に立ち、青信号になると

ピッーと"渡っていいよ 気をつけてね"の合図の笛をなら

す、金山さんにお話を伺いました。 

パワーの源＝子供たちの元気な笑顔！ 

 大谷地小には現在、スクールガードの方が４人いらっしゃいますが、金山さんは創設時からのメンバーで

す。 

 雨の日も真冬の吹雪の日も登校時だけでなく、"下校時は、子供たちの気がゆるみ危険だから" と、一年

生の下校時に学校の正門前まで来て、子供たちについて歩いてくださってます。 

  金山さんに、"スクールガードをしていて良いことは何ですか？"とお聞きしたところ、"やっぱり、子供

たちの元気な笑顔だよ！子供たちからパワーをもらっているんだよ！"とのお答え…。そして、最近、サラ

リーマンの方々にも、あいさつされるんだよ"と、笑顔でお話してくださいました。 

  最後に、「子供たちの安全を守るスクールガードの活動に、一人でも多くの方に参加してほしい！」と話

されていました。       

スクールガードとは… 

平成17年度から、教育委員会より委託され、地域の

子供たちの登下校をボランティアで見守る方々です。

動物たちに乗って、 

記念撮影ＯＫです！ 

「白石・みんなであそぼう！at 白石南公園」 
今年も！

朝の交通指導をする金山さん 

スクールガードって知ってる？ 

  

 

取材担当：大瀬戸 
このポスターは、札幌商工会議所専門学校 

石倉真宏さんの作品です 

「
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日時 ７月 31 日（火）午前 10 時～11 時 30 分 

会場 白石南公園 （雨天時会場 大谷地小学校体育館） 

 

私達は、大学に入ってからこの地域で暮らし始めましたが、地域

の方々と交流を持てないことに不安を感じていました。そこで、地

域の方と関わりを持ちたいという想いから、このイベントのスタッ

フとして参加しています。イベントには、沢山の遊びのコーナーが

あります。私達は皆さんとの出会いを楽しみにしています。ぜひお

越しください。 （大学生 稲田実菜子、今井由利子、後藤田千明）

昨年参加した時、幼児達が夢中になって水遊びや

ゲームに興じているのを見て、こちらが楽しくなっ

たことが思い出されます。本年度は「ふわふわ広場

」を担当し、試行錯誤しながらも、みんなで楽しく

準備しました。当日が好天に恵まれ、ちびっ子達が

汗を流しながら顔を真っ赤にして遊ぶ１日となる

よう願っております。 

      （下白石東町内会  畠野 滋）

 実行委員会メンバー 
からのごあいさつ 

です。 

夏のスポーツの季節がやってきました！ 

８月26日（日）少年野球大会新人戦 

９月 15日（土）グランドゴルフを楽しむ会 

10月14日（日）卓球大会 

１月 27日（日）室内スポレク大会 

今後のスポーツ行事予定 

 

６月23日に行われたグランドゴルフ大会 

７月１日に行われた少年野球大会

６月３日（日）のマラソン大会 
小学生女子の部のスタート 

 ナイス 
ショット！！ 

昨年の「白石・みんなであそぼう！ in 白石南公園」の様子です 

 ＆

お問い合わせは、白石区役所子育て

支援係へ（℡ 861-0345）
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たちの元気な笑顔だよ！子供たちからパワーをもらっているんだよ！"とのお答え…。そして、最近、サラ

リーマンの方々にも、あいさつされるんだよ"と、笑顔でお話してくださいました。 

  最後に、「子供たちの安全を守るスクールガードの活動に、一人でも多くの方に参加してほしい！」と話

されていました。       

スクールガードとは… 

平成17年度から、教育委員会より委託され、地域の

子供たちの登下校をボランティアで見守る方々です。

動物たちに乗って、 

記念撮影ＯＫです！ 

「白石・みんなであそぼう！at 白石南公園」 
今年も！

朝の交通指導をする金山さん 

スクールガードって知ってる？ 

  

 

取材担当：大瀬戸 
このポスターは、札幌商工会議所専門学校 

石倉真宏さんの作品です 

「
ふ
わ
ふ
わ
広
場
」
製
作
中 

日時 ７月 31 日（火）午前 10 時～11 時 30 分 

会場 白石南公園 （雨天時会場 大谷地小学校体育館） 

 

私達は、大学に入ってからこの地域で暮らし始めましたが、地域

の方々と交流を持てないことに不安を感じていました。そこで、地

域の方と関わりを持ちたいという想いから、このイベントのスタッ

フとして参加しています。イベントには、沢山の遊びのコーナーが

あります。私達は皆さんとの出会いを楽しみにしています。ぜひお

越しください。 （大学生 稲田実菜子、今井由利子、後藤田千明）

昨年参加した時、幼児達が夢中になって水遊びや

ゲームに興じているのを見て、こちらが楽しくなっ

たことが思い出されます。本年度は「ふわふわ広場

」を担当し、試行錯誤しながらも、みんなで楽しく

準備しました。当日が好天に恵まれ、ちびっ子達が

汗を流しながら顔を真っ赤にして遊ぶ１日となる

よう願っております。 

      （下白石東町内会  畠野 滋）

 実行委員会メンバー 
からのごあいさつ 

です。 

夏のスポーツの季節がやってきました！ 

８月26日（日）少年野球大会新人戦 

９月 15日（土）グランドゴルフを楽しむ会 

10月14日（日）卓球大会 

１月 27日（日）室内スポレク大会 

今後のスポーツ行事予定 

 

６月23日に行われたグランドゴルフ大会 

７月１日に行われた少年野球大会

６月３日（日）のマラソン大会 
小学生女子の部のスタート 

 ナイス 
ショット！！ 

昨年の「白石・みんなであそぼう！ in 白石南公園」の様子です 

 ＆

お問い合わせは、白石区役所子育て

支援係へ（℡ 861-0345）


