


 
 
 
 
 
会場となったグリーン公園に午前８時前から従事者のみなさんが集ま

り始めました。 
一同が揃ったところで、簡単な朝の打ち合わせのあと、それぞれが作

業分担をし、自主対策本部ならびに、受付等設置を行いました。 
今日は、「平成 23 年度第一回苗穂連合町内会災害時要援護者避難支援

防災訓練」の実施日です。 
この訓練実施に至るまで、従事者のみなさんは、何度も勉強会や打ち

合わせを行って、ゼロの状態からすべて手作りで検討を積み重ね、関係各

所のご協力をいただきながら、実施計画書などを作成し、この防災訓練に

備えてきました。 
 
 
この苗穂連合町内会災害時要援護者避難支援防災訓練の目的は以下の

通り定められました。 
 
1) 災害時要援護者を支援者が実際に一時避難場所まで避難誘導することで、要援護者特有の留意点や要領を学
習する。 
2) 自主防災組織による一時避難所における仮設テント設営や、備蓄食料を使用した炊き出しを行い、留意点や
要領を学習する。 
3) まだ災害時要援護者支援活動に取り組んでいない単町も防災訓練に参加することにより、防災意識や共助意
識の向上を図る。 
4) 災害時要援護者避難支援防災訓練を苗穂東地区手順書(案)に基づき実施し、反省会により、その添書の改善や
補充などを行い、精度を上げる。 

2011年 9月 25日 会場：苗穂グリーン公園 参加人数：181名 主催：苗穂連合町内会 
「苗穂第 22町内会」「道営第 2グリーン団地自治会」 

「市営住宅苗穂団地自治会」「メゾンドルチェ北 10条自治会」 



緊張が走る中、午前 9時「苗穂連合町内会災害時要援護者避難支援防災訓練」開始 
 
 
 
 
 
 
 
一時避難場所に指定された、グリーン公園の周りには、交通整理班による安全確保がなされ、防災訓練対象

エリアとなっている、「苗穂第 22町内会」「道営第 2グリーン団地自治会」「市営住宅苗穂団地自治会」「メゾン
ドルチェ北 10 条自治会」のみなさんが、自立者は家族や単独で、また、災害時における要援護者は、避難支援
を受けながら続々避難してきました。 

 
要援護避難者の中には車椅子での移動が必要な方３名、 目の不自由な方１名、その他ご高齢の為に避難に支

援が必要ではないかと思われる方も多数見えます。また、けがをされた方が担架によって公園まで移送されて、

緊迫感が高まります。 

 
公園に避難してきたみなさんは、まず受け付けで、地区毎に分かれ、

自分の住所、名前、年齢、けがなどの有無の現状を申告し、確認がされ

ます。 
その後、要支援、けが、などの状況に応じて、要支援避難者及びけが 

人には腕に赤いリボンが巻かれ、目印となります。それぞれ避難されて

状況に応じて、震災発生後に従事者によって設営された仮設ベッドのあ

る避難テントや腰を下ろすことができるシートに分かれて、公助や次の

指示を待ちます。 
 

市内北東部を震源とする、マグニチュード 7.3の直下型地震が発生 
東区内で震度 7～6を記録した。 
苗穂東地区では、火災建物の崩壊・液状化等が発生した。 
電気・ガス・水道が止まり、電話も不通。 



この時点で、自主対策本部には、要援護者 16名、その他避難者 63名、
支援者 39名、その他の従事者 63名計 181名の報告がなされました。 

 
その間に、炊き出し班は、分担された役割に従い、備蓄倉庫から必要

員数を確認の上、飲食料の搬出及び避難場所への搬入、給食配膳準備をて

きぱきとこなしていきます。 
炊き出し準備中に、非常食のパンの缶が手袋のままや素手では開けに

くいこと、紙コップやプラスチックのトレーが風で飛ばされるハプニング

で、少し手間がかかる事はありましたが、おおむねスムースに配膳準備は進行しました。 
 
自主対策本部から配食の指示を受け、まず要支援避難者には避難テントまで配膳を行い、その後自立避難者

には給食所での配膳を行われました。 

 
給食が終了し、避難してきたみなさんが落ち着くのを待って、「苗穂連合町内会災害時要援護者避難支援防災

訓練」の終了宣言がなされ、訓練は予定より早く無事終了しました。 
 
訓練終了後従事者による反省会が行われ、それぞれの班長より、訓練時の反省報告が行われ、次回への改善

点や気付きなどが報告されました。 
また、東区市民部総務企画課長、消防局東消防署警防課長などより総評がなされ、要支援者に対するスムー

スな避難が日頃からの声かけの成果ではないかと高く評価され、また、北海道特有の気候である冬・雪の避難に

対する訓練の必要性が説かれました。 

このように、第一回目の 「苗穂連合町内会災害時要援護者避難支援防災訓練」は無事終了しましたが、これ
は日頃の安心安全見守りパトロールや苗穂東地区民生委員･児童委員協議会、ふれあいテンのみなさまの訪問活

動の成果であると言えます。 
万一の災害、もしもの時の備えに、みなさまのご協力をいただきながら、今後も楽しく、安全なまち暮らし

をしていただけるよう、まちづくり活動を行っていきたいと思っています。ご協力よろしくお願いします。 
 



 
 
 

苗穂連合町内会女性部・福祉部・地区民協のみなさまが参加して、今年も共同募

金街頭募金活動が行われました。街頭に立つみなさんに今年初めての冷たい風が吹

きつけますが、 
「募金をお願いします。」 
「赤い羽根の共同募金です。お願いします。」 
の声は途切れることなく、声に誘われて、

次々に募金箱に善意のお金が寄せられます。 
「ありがとうございます」 
「赤い羽根をどうぞ」 

帽子に、胸に風に吹かれてなびく赤い羽根が、お店の中や、街に広がっ

ていきます。 
 
お母さんにお願いしてお金を、お小遣いを、募金箱に入れる子ども、自

分が健康だからと募金するお年寄り、ネクタイスーツ姿のサラリーマンも

善意の募金に協力してくださいます。 
みなさんの気持ちがこもった大切なお金。 
これで恵まれないみなさんの手に、明るい年末が過ごせるようにと。 
みなさん本当にありがとうございます。 

募金活動を励ますように、空に

は幾重もの大きな虹が。 
明日はきっと、みんなが幸せに

なれますように、と、虹に願いを込

めて、共同募金活動の声は続きます。 
 
みなさんの善意をお待ちしてい

ます。 
 
 
 
共同募金は 12月 31日まで、ま

ちづくりセンターをはじめとする

公共機関にて受け付けています。 
 

2011年 10月１日 会場：アリオ札幌 ビッグハウス苗穂店 参加人数：20名 
主催：苗穂連合町内会・女性部・福祉部、苗穂地区民協 



 
 
 

13 回目を迎えた札幌市苗穂・本町地区センター文化祭は秋晴れの
中、10月 15日に、幕を開けました。 
週半ばより、ホールに椅子を設置し、パネル展示などの準備をして

きた札幌市苗穂・本町地区センター運営委員会と文化祭スタッフはこ

の文化祭を通して、苗穂地区の文化に貢献し、次世代の担い手が札幌

市苗穂・本町地区センターの活動に興味を持ってもらえることを楽し

みに、この日を迎えました。 
また、絵画、川柳、絵手紙、お花、織物、などの展示物や舞台発表

を通じて、日頃のサークル活動を通してこの日のために準備を進めて

来たみなさんにとってもその気持ちは同じです。 
 
午前中にまず展示コーナーがオープンし、展示を楽しみにしていた

出展者のみなさまやお友達、一般の方が作品を鑑賞に来場されました。 
一階の茶室では、裏千家のお点前が披露され、侘寂のある安らぎの

静かな、日本人の心ともいうべき和の空間が一時、忙しい日常を忘れ

させてくれました。 
そして午後には、「ほのぼのコンサート ―祈りのコンサート―」が

ホールで開演。 
ホールいっぱい、追加で椅子を配置するほどの定員を大きく上回る

306 人もの観客を集めたコンサートは、三月の東日本大震災で被災さ
れた方への祈りを込めたコンサートとして開催され、実際に震災で被

害にあわれて苗穂地区に避難されて見えているご家族も招待されてい

ました。 
「ほのぼのコンサート ―祈りのコンサート―」の前に、八田文化

祭実行委員会委員長より、ご挨拶とともに、このコンサートの意義と

被災者のみなさまへのメッセージが送られました。 
コンサートは弦楽四重奏とソプラノ、テノールの歌による、第一部

「祈り」、第二部「希望」の二部構成で、弦楽器が織りなす、すばらし

い音色と、歌声に開場は感動に満ち、祈りと希望にあふれたコンサー

トとなりました。 
コンサートの休憩時間には、作品を鑑賞しようとされる人で展示室

は大盛況。感動の終演後もたくさんのみなさまが展示室に来場され、

盛況のうちに初日は終了しました。 

2011年 10月 15日･16日 会場：札幌市苗穂･本町地区センター 参加人数：2200名 
主催：札幌市苗穂･本町地区センター文化祭実行委員会 



二日目はあいにくの雨。土砂降りの雨は、舞台人には”ふりこむ”

といって縁起がよいのですが、文化祭にとっては少し残念。雨が降り

続いた午前中から午後の早い時間にかけては、お客様もまばらとなっ

てしまいました。 
それでも午後のサークル舞台発表の始まるころには徐々に来場者

が増え、舞台発表に展示にみなさんの歓声や拍手が会場で聞かれるよ

うになりました。 
ロビーではお茶が振る舞われ、開演前、開演中に一息つきたいみな

さんがお友達と談笑しています。 
舞台発表は、川東文化祭実行委員会副委員長の開会の挨拶に続いて、

世古知巳さんによる横笛と三尺を超える大和太鼓の大迫力の演奏で幕

を開けました。 
その後はみなさんの発表が続々と続きます。 
三味線、ハーモニカ、カラオケ、オカリナ、琴・・・。フラダンス

にフォークダンス。みなさんの熱演に文化祭の視察に来場された、東

区役所地域振興担当の高橋部長も、"大変盛大で感動、感激しました"
と御挨拶されるほど、この熱演は日が暮れる頃まで会場を沸かし続け

ました。 
その熱演に応える客席もいつしかほぼ満席に。舞台発表者も観客の

みなさんも満足のいく一日となりました。 
 
来年はどんな発表が行われるのか、今から楽しみです。 

苗穂東地区のみなさまの活躍



 
 
 
あいにくの雨となってしまった今年の子ども縁日は、会場をいつも

の希望公園から、苗穂小学校体育館に移して開催されました。 
 
9時前から苗穂地区青少年育成委員会、苗穂東地区子ども会育成連

絡協議会、苗穂東地区民生委員･児童委員協議会、苗穂福祉ふれあいテ

ンなどのみなさんの手で、工夫と愛情がいっぱい詰まった会場の設営

がされていきます。 
「今年は体育館なので、ポップコーンはここでは作れないわね～」 
「プリクラ写真は何が一番人気になるかな？」 
「金槌はこうやって持てば、安全に釘を打てるよね」 
コーナーの設営をしつつ、聞こえてくる会話は、みなさん楽しそう

です。 
一通り設営が終わった会場で、大人に一番人気??は、「ゴムてっぽ

うのコーナー」。みなさん暫し、童心に還り夢中に的を狙います。 
 
精巧に作られたゴム鉄砲は、「ゴムてっぽうコーナー」担当の照井

さんのお父さんの力作です。お話をうかがうと、お父様は元建具職人

さんとのこと。 
細かな作りに工夫が散りばめられたゴム鉄砲は５連発。 
子どもたちが目一杯遊べるようにと工夫されています。照井さんも

自信作のゴム鉄砲を遊んでくれた子どもたちにお土産にしようとなん

と 200丁も準備してみえました。みなさんの心には本当に頭が下がる
思いです。 

 
午前 10時前には会場設営終了。そして、ミーティング。 
苗穂地区青少年育成委員会の渡辺会長からご挨拶と諸注意など。お

手伝いにきてくれた、ボランティアの大学生も加わって、準備はこれ

で万全です。 
 

10時過ぎに、送迎バスに乗って第一陣の子どもたちが到着。 
会場に歓声が響きます。 
 
 

2011年 10月 2日 会場：苗穂小学校体育館 参加人数：100名 
主催：苗穂地区青少年育成委員会(苗穂東地区福祉のまちづくりネットワーク子育て支援事業) 



スタッフのみなさんが一生懸命考えた、子ども縁日の各コーナーはこんな感じです。 
 
ヨーヨーつり  おなじみの風船つり、どんな色が好きかな? 
くじ(ひもあめ・おもちゃ)  何が出るかは、運命次第、ひもの先についている飴はなに味かな?そして、

くじ引きであたるおもちゃはな～に？ 
おたのしみふくろつり 釣り糸の先についている針をうまくふくろにひっかけて、お宝をゲットしよう!何が 

入っているかはお楽しみだよ。 

プリクラしゃしん 大好きなマンガの主人公と一緒に写真に納まろう。 
ゴムてっぽう  狙いすまして、猛獣カップの的を狙え！賞品もあるよ！お楽しみに。 
トンカチ広場(大工さん入門) かなづちと釘を使って小箱をつくってみよう。今日から君も大工さん！ 

ポップコーン おいしい出来立てのポップコーンはいかが？とってもおいしい塩バター味だよ。 
あそびコーナー(わなげ・まとあて)  ボールを使って的を狙おう。的を全部倒せば将来のスター選手も 

夢じゃない。 
あそびコーナー(おままごと、キャップつり)  上手に料理を作ってお母さんにごちそうしちゃおう。 

色とりどりのキャップつりも楽しいよ。 

 
どのコーナーも楽しさ満点ですよね！ 
開場後は、おとうさんおかあさんに手を引かれ、あるいは友達同士で、続々と小学生やちびっこ達が集まって

きます。 



受け付けを済ませると、それぞれが思い思いの方向に向かいます。 
紐くじで飴を引き、口からその紐を垂らしたまま、ヨーヨー釣りや

トンカチ広場に興ずる子どもたち。 
どの子も大人もみんなにこにこです。 
 
そのにこにこ顔を見て、スタッフは大満足、どのような遊びであれ

ば、大人も子どももニコニコ顔になってくれるのか一生懸命に考えた

のですから。スタッフもみなさんと同様にニコニコ顔で縁日を楽しん

だのです。 

 
小さい子どもたちはお母さんの膝に抱かれて、あそびコーナーでお

ままごとやキャップ釣りに夢中。 
 
「プリクラしゃしんのコーナー」でははち切れんばかりの笑みで大

好きなキャラクターと写真に納まっています。 
この「プリクラしゃしんのコーナー」のプリクラ枠も育成会のメン

バーの労作。 
苗穂東にはすごい才能の持ち主がみえると驚くばかりです。 
 
子どもたちは思い思いにコーナーに散って縁日を満喫。 
 
会場は、歓声と笑い声が絶えることがなく、時間いっぱいまで子ど

も達の笑顔であふれてました。 
 



―― 
 
 
 
 
 
 
収穫祭 
さあ、待ちに待ったイモ堀だ!収穫祭だ! 
6 月に土をおこし、泥まみれになりながら種芋を植えたじゃがいも。

何度か雑草を抜き、肥料を撒き、大きくなれ、おいしくなれと楽しみに

していたじゃがいもをいよいよ収穫するときがやってきました。 
前日までの雨が上がって、雲一つない青空のもと畑に集まった子ども

たち、長靴、軍手で準備完了。 みんな一斉に畑に入ります。 
自分が植えたじゃがいもがどれぐらい大きくなっているか、いっぱい

イモをつけているか、みんなわくわくです。 
 
茎の根元を持って思いっきり引っ張ると・・・。あれあれ、イモがつ

いていません。土を掘ると、「あ、あった！」大きなイモや小さなイモが

ゴロゴロと土の中から出てきます。出てきたイモはどんどん袋に詰めます。

あっと言う間に大きな袋が一杯に。 

みんなの楽しみが詰まった大きな袋。重くても「自分で持つの」と、

威勢のよいちびっこたち。みんなにこにこで楽しくて仕方がないといっ

た感じです。 
「イモは掘ったかな？」「じゃあ、次はとうきびいくよ！」一人一本大

きなとうきびをもいでいきます。「まるでトトロのおばあちゃんの畑みた

い」 
「とうきびもいだら次はにんじんね」「つぎはタマネギよ」次から次へ

と畑の土からおいしい野菜達が姿を現します。まさに収穫祭。 

イモ堀&収穫祭 2011年 8月 27日 会場：丘珠&さとらんど 参加人数：60名 
稲刈り 本町小学校 2011年 9 月 15日 会場：さとらんど 参加人数：5年生 1組 2組 
稲刈り 苗穂小学校 2011年 9 月 21日 会場：さとらんど 参加人数：5年生 1組 2組・すずかけ組 
稲刈り 東光小学校 2011年 10月 4 日 会場：さとらんど 参加人数：5年生 1組 2組 
主催：苗穂連合町内会 
担当：苗穂地区青少年育成委員会(苗穂東地区福祉のまちづくりネットワーク子育て支援事業) 



 
収穫が終わったら、バスに乗ってさとらんどへＧＯ！お楽しみのジンギ

スカンの時間です。 
さっき掘ったばかりのイモも大きな鍋で塩茹でされて、いい香りです。 
 
「イモおいしいかい？」「うん、うまい」「おいしいねぇ」思い思いに収

穫の喜びを味わう。 
本当に素敵な収穫祭でした。 
 

 

 
 
稲刈り 
「実るほど 頭を垂れる 稲穂かな」体験水田の稲穂はこれでもかと

いうほど、頭を垂れて子どもたちを待ちます。今年のさとらんどの体験水

田は大豊作の予感がする実の入りです。 
会場に着いた子どもたちは、さとらんどのお兄さんから、稲刈りの基

本と鎌の使い方を教わります。稲刈りには欠かせない鎌も使い方を間違え

ると大怪我をしてしまう事になりかねません。 
「転びそうになったら、持っている鎌の手を

離して、下に落としてくださいね。持ったまま

転ぶと大怪我をするかもしれません」 
「稲を刈るときは、束にもって、根元の方を

鎌で鋸を引くように思いっきり切って下さい。

やさしいと切れませんよ」 
みんな真剣なまなざしです。 
「切り取った稲藁は5束ずつまとめて縛りま

す。縛り方は・・・」 
お兄さんの手品のような手つきにみんなから「おお」声が漏れます。 
 
水田まで移動してもう一度説明です。 
お手伝いのみなさんは稲藁に見立てたお隣の腕を使って練習です。 
「あら、まあ、なかなか難しいわね・・・。」 
一斉に水田に入る前にお兄さんから 
「水田の中には、蛙さんもいっぱいいます。でも、遊ぶのは全部稲を



刈ってからにしてくださいね。この水田の稲を刈らないと帰れないし、

給食も食べられないですよ～」 
子どもたちは「え～っ！」といいながらもすぐ稲刈りに夢中に。 
「汚れるの、いやだなあ」といっていた子も夢中になっています。 
三人一組で、稲を刈る子、束ねて縛る子、稲を掛ける子に分かれて作

業です。 
途中で交代しながら稲刈りを進めます。 
「先生～！抜けないよ～」 
田に足がはまって抜けない子 
「きゃーあ～～～っ」 
の声とともにしりもちをついて泥まみれになってしまった子 

でも、いったん泥まみれになると、あとは流石子どもです、「平気！平気！」といった顔でさほど困らず楽し

そうに稲刈りをしています。 
子どもたちが少し飽きたころ、農園のおばさん達が出番となります。 
農園の方は流石プロ。サクサクキビキビ動いてどんどん稲が刈られています。 
子どもたちも「すげー」と感心顔。 

2時間ほどで田は丸坊主に。 
 
「はい、蛙さんと遊んでいいですよ。遊びながら田んぼに落ちている

稲藁を拾ってくださいね」 
田には、蛙、タガメ、ゲンゴロウ、オケラなど普段なかなかお目にか

かれない水棲昆虫などがいっぱいいます。捕まえては放し、を繰り返しな

がら子どもたちは稲藁を拾います。 
 
泥まみれになりながらの稲刈りは子どもたちには新鮮。 
泥にまみれた長靴を洗ってもらいながら、泥まみれになった服を着替

えながらも、興奮した様子でしゃべっています。 
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最後にお兄さんから、 
「今日のお米はもち米です。2週間ほど乾燥させ、脱穀、精米した後で、

みなさんの手元に届くと思いますので、お正月にお餅にして食べてくださ

いね」 
「はーい！」「ありがとうございました」 
 
この体験によって、子どもたちが、食べ物を作るということはどういう

ことか、生産する喜び、収穫する喜びとはどういうことかを感じ取ってく 

交通死亡事故ゼロ記録継続中！！ 

苗穂東地区内での交通事故死ゼロの連続記録は平成 9年 10 月 21 日より継続中。 

現在 1４年間交通死亡事故ゼロを達成し、さらに継続中です。 

 

冬の交通安全運動  11 月 16 日（水）～11 月 25 日（金） 

17 日、25 日の両日にポケットパークにて交通安全の呼びかけ運動を実施します。 

日暮れが早くなり、寒さも増すこの時期。安全運転にはいっそう気をつけましょう。 

@苗穂 つたえるマガジン 2011 年 1 号において、「ザ・レインボーサマーフェスティバル」の開催回数を 11

回目とおつたえしましたが、正しくは 18回目でした。関係のみなさまのご迷惑をおかけいたしました。 

おわびするとともに、訂正させていただきます。  申し訳ありませんでした。 
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