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平成２７年度白石区ふるさ
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と会定期総会ほか

各事業のお知らせ
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会長あいさつほか
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日（日）の両日、白石区ふるさとまつりが、白石区役所

『伝える』～「歴史」
「人」「心」をつなぐ ふるさと
日（土）
、
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ふるさと】。白石区の歴

年を超え、今日に至る礎があるのも、これまでに多くの人々が未来への

回の節目を迎えますが、これからも長年培われてきた人と
40

回記念企画など、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、会場

年度の白石区役所の庁舎移転に伴

に足を運んでください。
また、平成

い、その後のふるさとまつりは別会場で実施する

ことになります。現時点では、川下公園などを中

心に検討を行っていますが、今後も引き続き、ふ

るさとまつり委員会で検討を進めていく予定です。

【片倉鉄砲隊による発砲演武の様子(39 回)】

鉄砲隊の発砲演武、第

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

ります。

人との絆、伝統・文化などを次代につなげていきたい、という思いを込めてお

ふるさとまつりも

発展に向け、心を合わせて努力をされてきたからだと思います。今回で白石区

史も

今年のサブテーマは、
【「歴史」
「人」
「心」をつなぐ

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。

多くの皆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

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、
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第１面

7

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、まつり 2
日目の 7/19（日）に無料
シャトルバスを『米里・菊
水元町方面』や『北郷・川
下・川北方面』の 2 系統運
行します。皆さまぜひご利
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
とがあります。皆さまのご
理解をお願いいたします。
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熱気あふれる 10〜20 代
の若者が、今年もふるさと
まつりを盛り上げます。札
幌市ポプラ若者活動センタ
ーの協力の下、露店では名
物の白石大鍋やスイーツな
ど、魅力的な創作メニュー
の数々をご用意してお待ち
しております！
また、40 周年イベントも
企画中です。若い力にご期
待ください。

７月 18 日、19 日に開催

まつりシャトルバス
140

若者プロジェクト

ふるさとまつりは
今年で 40 回目の節目を迎える

白石郷土館開設に対するご寄付のお願い
来年秋に完成する白石区複合庁舎内に、当会が運営する「白石郷土館」
を開設いたします。
館内には白石の開拓の歴史や今日までの発展の経緯などの資料を展示
するほか、歴史講座などのイベントにも利用でき、区民が憩い、交流で
きる施設にしたいと考えております。
開設・運営に必要な費用は、定期総会の承認により会員の皆さまやそ
の他の企業、個人の皆さまからのご寄付により賄う計画ですが、相当の
白石区複合庁舎外観（ｲﾒｰｼﾞ）
費用（約５千万円）が必要となる見込みですので、皆さまの特段のご支
援をお願いいたします。
なお、郷土館の図面や寄付金納入方法などの詳しい情報は、当会ホー ホームページはキーワード
ムページに掲載いたしますので、ご覧ください。
白石郷土館
検 索
＜お問い合わせ先＞ 総務委員会 町田（まちだ） 080-3231-6137
事務局（白石区市民部総務企画課庶務係） 861-2405

で検索してください

平成２７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、一部役員の交代、
白 石郷土館設置及び 同寄 付
金 募集の計画案につ いて 承
認されました。
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会長挨拶
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祝電披露

平成２7 年度主要行事の日程等
日

程

５月２〜３日
5 月 14 日

主

要 行 事

所 管 委 員 会

（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

白石こころーど（旧:白石サイクリングロード）環境美化活動
（秋にも実施）

広報委員会

5 月 16〜17 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

５月 20 日

白石区ふるさと会定期総会

総務委員会

６月 27 日

白石区子どもワンダーランド

事業委員会

第４０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 25 日

月寒川にぎわい川まつり

事業委員会

9〜12 月

白石でっち奉公

事業委員会

10 月 3 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 17 日

第 46 回白石区中学生の主張発表会

事業委員会

1 月下旬

雪まつり雪像制作団体の激励

総務委員会

７月 18・19 日

[各委員会委員長]

総務委員長：板垣

俊夫

事業委員長：五十嵐

勤

広報委員長：武藤

ふるさとまつり委員長：山中 忠典 歴史文化委員長：柴 元博
第２面

征一

各事業のお知らせ

17

おやつタイムでの交流

第３面

「白石でっち奉公」

11

～地域の子どもを地域で育てる～

27

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)開催しまし
た。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国
際交流しました。
留学生や研修員は、アジア・北中南米・ヨー
ロッパなど、 カ国から 名が参加。子どもた
ちは、色々な国の人と、ゲーム・ダンス・おや
つタイム・サイン会など、さまざまなメニュー
に取り組み、大いに盛り上がりました。
今年は、おやつタイムの時間を長くして、一緒
におやつを食べたり、写真を撮ったりしながら、
より仲良く交流することができ、みんなで楽し
い時間を過ごしました。
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募 集 中

〜仲良く楽しく国際交流〜

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。
当初、２ 校 人でス
タートしたこの事業は、
会員の皆さまをはじめ、
地域全体のご支援をい
ただき、今年度は区内中
学校７校、小学校２校の
約千五百人の生徒、児童
が参加する事業となっ
ております。
７０

でっち奉公受入企業

子どもワンダーランド

１３

「月寒川にぎわい川まつり」

昨年の発表者の皆さん

昨年の様子（池田食品㈱）

昨年の第 回大会では、祖父母の戦争体
験を 聞い て平 和 につ い て 考え た こ と や 吃音
（き つお ん） に つい て 自 身の 経 験 に 基 づく
話など、多彩な内容の弁論が行われました。
ま た 、 白石 市 の 生 徒 の 発 表も 行 われ 、 家
族が 事故 にあ っ た経 験 か ら交 通 安 全 の 大切
さを 訴え る発 表 があ り 、 来場 者 は 、 真 剣に
聞き入っていました。
３年生の部の最優秀賞齊
藤龍一君と優秀賞佐々木深
優さんは、宮城県白石市へ
派遣され、白石市立小原中
学校で交流したり、白石市
長を表敬訪問するなど、白
石区と白石市の友好をさら
に深めてきました。
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～川で遊ぶ機会を子どもたちに～

１０

毎 年、約 八百人 近く
の親 子連れ が来場 し、
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 体験し たりす るな
ど、 さまざ まな川 遊び
に挑戦します。
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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。
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子どもたちにとって、
普段、学校や家庭ではで
きない貴重な体験となり
ます。
白石区ふるさと会で
は、引き続き１日就労体
験事業を行っていきま
す。小中学生の受け入れ
にご協力いただける事業
主様は、事務局までお気
軽にお問い合わせくださ
い！
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〜表現豊かに熱弁披露〜

今回で第 回目を迎える「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
の一員として毎年参加しております。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

白石市との交流

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、当会の活動にご
理解とご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 2７年度
定期総会では、今年度の事業計画
や予算案のほか、白石郷土館設置
にかかる寄付金募集の開始につ
いてご承認をいただきました。
今年度も、当会では、皆さまの
お力添えをいただきながら、7 月 1８日、１９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まいりたいと思います。
改めまして皆さまのご理解とご協力をお願い申し上
げ、ご挨拶といたします。

白石区長の可児（かに）です。
５月２５日付で着任いたしま
した。どうぞよろしくお願いいた
します。
白石区ふるさと会は、白石区に
お住まいの方々やお勤めの方々
が主体となり、地域のにぎわいづ
くり、子どもの育成、文化の伝承
等の活動をしておられる、札幌市
の他の区にも例を見ない、素晴ら
しい団体であると認識をいたしております。
来年で４０年の節目を迎えられるということをお聞
きし、その長きにわたる活動に、深く敬意を表する次
第です。
これから皆さまとともに、白石区のまちづくりに誠
心誠意取り組んでまいりますので、皆さま方のお力添
えをいただきますよう、よろしく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連合町内会をはじめ、多くの住民組織、企業、官公庁などさ
まざま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、他の区では例を見ない団体です。
「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伸び伸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、白石区に関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、
どなたでもご入会いただけます。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、ご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） 料は別途ご負担願います。
事務局への持参

以下の問い合わせ先（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

