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若者プロジェクト
７月 19 日、20 日に
今年の若者プロジェクト
は、札幌市ポプラ若者活動
第 39 回ふるさとまつりを開催！！！ センターの協力を得て、10
代〜30 代の若者が集結し、
恒例の白石大鍋（今年はキ
ムチ鍋）
、ポップコーン、じ
ゃがバター、フロートを屋
台で販売する予定です。
また、ステージイベント
も企画中。若くて元気なメ
ンバーの活躍に御期待くだ
さい！

まつりシャトルバス

月
日（土）
（前夜祭）
、

19

日（日）
（本祭）の両日、白
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「伝える」 ふるさとへの想い 未来へ～

石区ふるさとまつりが、白石区役所駐車場と区民センターで

開催されます。今年も、白石の伝統や文化、特色を、多くの

みなさまにお伝えしたいというメインテーマ「伝える」の下

に、活気あふれる夏祭りのひとときを、白石区の皆さまにお

届けします。

今年のサブテーマは「ふるさとへの想い 未来へ～」。誰し

もが、生まれ育ったふるさとがあり、ふるさとを大事にする

心（想い）を持っていると思います。その心も、人によって

は伝統・文化の継承など、さまざまな形があります。このお

祭りを通じて、あらためてふるさとへ

の思いを馳せていただき、次代を担う

子どもたちへ、ふるさとの伝統、文化

などを繋いでいただきたい、という思

いを込めております。

今回も、東日本大震災により被災さ

れた方々への支援企画を行うほか、片

倉鉄砲隊・甲冑武者も見参します。来

場された方が元気になるようなイベン

トを多数企画しておりますので、ぜひ、

皆さまの御来場をお待ちしております。
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一人でも多くの皆様に
「ふるさとまつり」へご来
場いただくため、例年、本
祭の日にシャトルバスを運
行しております。今回も引
き続き無料シャトルバスを
北郷・川下や米里・菊の里
方面に運行します。皆様ぜ
ひ御利用ください。
なお、道路の混雑状況に
より運行ダイヤが乱れるこ
とが有ります。皆様の御理
解をお願いいたします。
おまつりの情報はこちら→
（スマートホンのみ対応）

平成 26 年度白石区ふるさ
と会定期総会ほか

2面

事業委員会関係
(白石でっち奉公ほか) 3 面
会長あいさつほか
４面

第１面

平成２６年度白石区ふるさと会定期総会
「平成 年度白石区ふるさと会定期総会」を５月 日に開催しました。総会で
は、 年度の事業報告及び決算報告を行うとともに、 年度の事業計画及び予算
などについて審議し承認されたほか、新役員が選出されました。なお、今後、歴
史文化委員会において、白石区複合庁舎内への郷土資料館設置のための詳細検討
を行っていきますが、設置に当たっては多額の資金を要すると想定されますので、
必要資金の積算を行い、会員の皆さまを中心に御協力を仰ぎ寄付金を集めたいと
考えております。
引き続き、皆さまの更なる御協力と御支援をお願いします。
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会長挨拶

祝電披露
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真剣にご審議される会員の皆様

議長による議事進行
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平成２６年度主要行事の日程等
日

程

主

要 行

事

所 管 委 員 会

５月２〜３日

（宮城県白石市）白石市民春まつりへの研修派遣

歴史文化委員会

5月8日

白石サイクリングロード環境美化活動（夏・秋にも実施）

広報委員会

5 月 17〜18 日

（宮城県仙台市）仙台・青葉まつりへの研修派遣

歴史文化委員会

６月 28 日

白石区子どもワンダーランド

事業委員会

第 39 回白石区ふるさとまつり

ふるさとまつり委員会

ふるさとまつりへの片倉鉄砲隊招待

歴史文化委員会

７月 26 日

月寒川にぎわい川まつり

事業委員会

9〜11 月

白石でっち奉公

事業委員会

10 月４日

（宮城県白石市）鬼小十郎まつりへの研修派遣

歴史文化委員会

10 月 25 日

第 45 回白石区中学生の主張発表会

事業委員会

1 月上旬

雪まつり雪像制作団体の激励

総務委員会

７月 19・20 日

[各委員会委員長のご紹介]
総務委員長：板垣 俊夫

事業委員長：五十嵐 勤

ふるさとまつり委員長：稲邊 正幸

広報委員長：武藤

歴史文化委員長：柴 元博
第２面

征一

事業委員会関係

２５

子どもたちにとっ
て、普段、学校や家庭
て
ではできない
ではできない貴重な体
験
験となります。
一日就労体験に御協
力
力いただける事業主様
は
は、事務局までお気軽
にお問い合わせ下さ
い
い！
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白石区ふるさと会では「第 回白石区子ども
ワンダーランド」を６月 日 土( に)開催します。
今年もたくさんの小学生が集まり、外国から
の留学生やＪＩＣＡ札幌の研修員と楽しく交流
します。
留学生や研修員は、アジア・中米・アメリカ・
ヨーロッパなど、たくさんの国から集まります。
色々な言葉が飛び交い、外国の方と小学生の温
かな触れ合いが広がりそうです。
ゲーム・サイン会・おやつタイム・ダンスな
ど盛りだくさんの内容です。また、今年は札幌
国際芸術祭にちなみ人文字パフォーマンスに挑
戦します。体育室いっぱいの人文字がどんな形
になるか、楽しみですね。

２８

第３面

白石区内の
企業の皆様へ

〜仲よく楽しく国際交流〜

「白石でっち奉公」
受入企業募集中

42

子
子どもワンダーランド

～地域の子どもを地域で育てる～
当会は、「次代の白石を担う子どもたちに働く
ことの楽しさ、ふるさと白石の良さを知ってほし
い」という想いから、平成 年度に就労体験事
業「白石でっち奉公」を始めました。
この事業は、区内小中学校、各事業所と当会が
連携して実施しているもので、子どもたちが就労
体験を通じて、働くことの大切さや楽しさを学ぶ
ものです。
将来の進路探求に役
立ててもらうとともに、
白石区の良さを知って
もらい、ふるさとへの愛
着を醸成しつつ、事業者
にも「地域の子どもは地
域で育てる」と意識を持
ってもらうことを目的
としています。

佐藤さん(41 回大会)

１３

「月寒川にぎわい川まつり」

１０

昨 年は、 約８５ ０人
の親 子連れ が来場 しま
した。
子 どもた ちは「 月寒
川探 検隊」 として 元気
に川 を探検 したり 、チ
ュー ブ乗り 、水車 発電
実験 を体験 するな ど、
様々 な川遊 びに挑 戦し
ます。
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昨年の発表者の皆さん

昨年の様子（ｽｰﾊﾟｰｱｰｸｽ菊水店）

白石区ふるさと会のホームページ
（
http://www.fripper.jp/pages/shirois
）に、大会の模様を収録した動画を掲載
hi/
する予定ですので、ぜひご覧ください。
なお、第 回大会で最優秀賞、第 回大
会で 優秀 賞を 獲 得し て 宮 城県 白 石 市 へ 交流
派遣 され た佐 藤 彰恵 さ ん （立 命 館 慶 祥 高校
３年 、当 時白 石 中学 校 ） が、 今 年 の 全 国高
校弁論大会で最高位の内閣総理大臣賞を受
賞しました。
大会経験者が活躍
していることは、これ
から出場する生徒に
も大きな励みとなる
ことでしょう。
41
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～川で遊ぶ機会を子どもたちに～
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この大会は、自ら考え発表する力を養って
もらおうと、昭和 年に始まった歴史あるも
ので、 回目となる今年は 月 日 土( に)
開催し ます 。今年 の大
会にも 、区 内の中 学生
のほか 、宮 城県白 石市
から招 待し た弁論 大会
優秀者 が参 加予定 で、
両市生 徒の 立派な 発表
が期待されます。
例年 、来 場者 の方 々
から「 素晴 らしい 発表
で感動 した 」とい う声
が、た くさ ん寄せ られ
ています。

〜過去の大会優秀者が
弁論大会で全国一に！〜

毎年、月寒川で開催される「月寒川にぎわい
川まつり」には、白石区ふるさと会も実行委員
会の一員として参加しており、今年は７月 日
（土）に開催します。
このまつりは、子どもたちに身近な自然であ
る川に接する機会を提供し、川の水や生き物を
はじめとする地域の自然や環境について考える
きっかけを提供します。

白石区中学生の主張発表会

会長・名誉会長あいさつ、会の紹介及び入会案内
会長あいさつ

名誉会長あいさつ

白石区ふるさと会会長の武藤
です。日頃から、当会の活動に御
理解と御協力を頂いております
ことに感謝申し上げます。
先日行われました平成 26 年度
定期総会では、今年度の事業計画
や予算案の御承認をいただいた
ほか、新役員を選出していただき
ました。
今年度も、当会では、皆様のお
力添えをいただきながら、7 月 19 日、20 日に行わ
れます「白石区ふるさとまつり」をはじめ、
「白石でっ
ち奉公」
、「中学生の主張発表会」
、「月寒川にぎわい川
まつり」など、さまざまな事業を行い、白石区のまち
づくりに貢献して参りたいと思います。
改めまして皆様の御理解と御協力をお願い申し上
げ、御挨拶といたします。

白石区長の谷江です。
私は、昨年度の着任以来、会の
皆様がお互いに協力し合って、自
らまちづくり活動をされている
ことを拝見してまいりました。こ
のような団体が白石区にあるこ
とを、大変誇りに思います。
昨年十月には、白石区とふるさ
と会がさらに連携を深めて行こう
と、私ども区役所と区内では初と
なります「白石区まちづくりパートナー協定」を締結
していただきました。白石区といたしましても、
「白石
区ふるさと会」と協力しながら、
「誰もが住んでいてよ
かった」
、「これからも住み続けたい」と思えるような
魅力あふれるまち、そして、ふるさと、となりますよ
う努めてまいりますので、今後とも、皆様方の御協力
を賜りますようお願い申し上げます。

〜白石区ふるさと会にぜひ御入会ください〜
白石区のまちづくりに貢献する団体です
白石区ふるさと会は、白石区を人情味と風格あふれる素晴らしいまちに育てていくことを目的として、
昭和 51 年３月に設立されました。区内の８連合町内会を始め、多くの住民組織、企業、官公庁など様々
な団体や個人で構成されており、平成 25 年度には白石区と「まちづくりパートナー協定」を締結するな
ど、白石区のまちづくりに貢献している、他の区では例をみない団体です。
「白石区ふるさとまつり」をはじめ、
「白石でっち奉公」
「中学生の主張発表会」
「月寒川にぎわい川まつ
り」
「子どもワンダーランド」など、子どもたちが健やかにのびのびと育っていくためのイベントを数多く
実施しているほか、
「社会を明るくする運動白石区民大会」
「白石区民スポレク大会」
「白石区成人式」など、
区内の各種団体が実施している事業に対する助成も行っています。
当会へは、白石区にかかわりのある個人の方、白石区内でまちづくり活動・企業活動を行う団体であれ
ば、どなたでも御入会いただけます。会員は、会の事業報告や事業計画の議事を行う「白石区ふるさと会
総会」への出席や各種事業への関わりを通して、会の活動に御参加いただけます。
白石区ふるさと会への加入方法
会費を銀行振込または事務局へ持参していただくことにより、加入することができます。
詳しくは、事務局までお気軽にお問い合わせください。
なお、御加入いただきましたら、白石区ふるさと会会員証（兼年会費領収書）を発行いたします。
〔団体会員：年会費５,０００円から、個人会員：年会費１,０００円から〕
区

分

銀行振込

納 入 先
北洋銀行 白石中央支店

普通口座 0381179

備

考

大変恐縮ですが、振込手数

白石区ふるさと会会長 武藤征一（ﾑﾄｳﾏｻｶｽﾞ） 料は別途御負担願います。
事務局への持参

下記（白石区役所 2 階総務企画課庶務係）までお願いいた
します。

（問い合わせ先）白石区ふるさと会事務局（白石区市民部総務企画課庶務係）
所在地 札幌市白石区本郷通 3 丁目北１−１ 電話 861-2405
第４面

