
　平成２４年　４月　８日

北野グリーンタウン自治会

　　会長　　沼沢　信吾

No.１

　第３８回定期総会（３月３１日開催）で平成２４年度の役員が決まりました。

３月３１日に開いた第１回役員会で専門部の担当を決めました。

　　　　　平成２４年度　役員一覧

会　長 沼　沢　信　吾 ③

副会長 河　本　　　孜 ① 青少年育成部

総　務 明　嵐　サカエ ② 防犯部

会　計 原　　　祐　二 ③

監　査 町　田　和　三 ②

監　査 山　口　とし子 ①

１班班長 渡　邉　弘　明 ① 防災部

２班班長 新　田　稔　幸 ② 保健衛生部

３班班長 岡　元　清　司 ③ 体育部

４班班長 柏　田　幸　広 ④ 交通安全対策部

女性部長 千　島　順　子 ④ 福祉厚生部

１班女性部 小笠原　ひとみ ① (福祉厚生部)

２班女性部 高　根　千　春 ② (福祉厚生部)

３班女性部 林　　　和　子 ③ (福祉厚生部)

４班女性部 千　島　順　子 ④ 福祉厚生部

相談役 鈴　木　　　大 ④

相談役 吉　川　　　博 ③ (防犯部)

　＊総会で承認された「事業計画」の各行事は本年度も役員会で計画いたします。

　＊当面の行事のお知らせです。

１．春の交通安全市民総ぐるみ運動

４月１２日(木)　午後２時　集合場所＝清田区役所前庭・市民交流広場

　集合時間は、午後１時５０分です。

２．街区公園清掃(北野グリーン公園)の委託契約を今年度も市と結びました。

　期間は５月１日から１１月２６日までです。

　役員及びボランティアの方々で行ないたいと思いますので、

ご協力していただける方は、『沼沢』までご連絡を

お願いします。(随時受付)

３．自治会「春の清掃」・・５月１２日（土）９時～（大雨の場合は翌１３日）

〝お楽しみ会〟を６月下旬に予定

　自治会・福祉推進委員会及び気楽会共催の今年度第1回「お楽しみ会」を６月下旬

に実施する予定です。

　バス？・研修？・見学？・お食事？・・・いろいろ検討しています。
以　上

役員名簿削除



平成２４年　４月２９日

 No.２ 　北野グリーンタウン自治会
 会　長　　　沼沢　信吾

保健衛生部　新田　稔幸

春の町内会清掃のお知らせ

日　　時 平成２４年　５月１２日（土）　 小雨　…　決行

午前９時より 大雨　…　翌日

清掃個所

① 自宅周辺の道路及び歩道の草やごみなどの清掃。

② 各自の駐車場・車庫の周辺、空き地付近などの清掃。

③ 排水溝（雨水ます）内の清掃。

＊排水溝はボックス構造になっています。

　（中間付近に流水窓がありますが、ここが開いている

　　程度が土砂除去の目安になります。）

④ 北野グリーン公園や高木橋前ひろば付近は、近所の方々

がみんなで協力して清掃してください。

回収場所 ＜ごみステーションにまとめておく＞

① 配布される袋を使用する。

② 回収車が集めにきます。

　＊ 当日出られない方は、前日までに自宅周辺の清掃を済まされる

ようお願いします。

（清掃日当日に、各ごみステーションに出してください。）

　以　上



　　平成２４年　５月　２日

北野グリーンタウン自治会

　No.３ 　　　　　会長　　沼沢　信吾

 

〝公園の清掃〟始まる

　今年も北野グリーン公園の委託管理として

５月１日から１１月２６日まで、清掃業務を

役員及びボランティアで行います。

　雪捨て場として利用した方々の雪割り作業

で雪がなくなってみると、砂場も含めて犬や

ネコの「ふん」が見受けられました。

　公園は子供たちの遊ぶ場所です。みんなで

きれいにしていきましょう。

タイヤ泥棒が急増しています

　新聞やテレビで報道されていますが、

今年に入ってからタイヤの盗難が急増し

ているということで豊平警察署から左の

ようなお知らせがきています。

皆さんお互いに近所同士声をかけあって

気をつけましょう。

〝気楽会〟の予定

　今年度第１回気楽会のお知らせです。

今回の計画は次のとおりです。

６月２９日(金)　８：３０～１４：３０　北野グリーン公園をバスの発着とします。

行程は『千歳カルビー工場(ポテトチップス見学)⇒千歳市防災セター(地震・災害研修)⇒

アサヒビールロイン亭(バイキング料理＋飲み物×１)平岡店』という予定です。

　会費は１，０００円で詳しくは６月１０日ころにご案内をいたします。

以上

防犯情報 



　平成２４年　５月２１日

北野グリーンタウン自治会

　　No.４ 　　　会長　　沼沢　信吾

 

　５月１９日に開催した「第３回　自治会役員会」からの報告です。

街路樹ますへの花植えと草刈り

　今年も札幌市から配布を受けまして、５月２７日(日)９時に高木橋前ひろばに、

　役員とボランティアの皆さんにより公園の東端や高木橋前ひろばの花壇などに

花植えをします。

　水遣りや花や雑草の手入れは、各自曜日を決め当番で行う予定です。

　また、自治会による公園及び厚別川左岸堤防などの草刈りも花植えの終了後、

２７日に実施します。

　町連主催の厚別川河川敷の草刈りは、６月２４日(日)９時高木橋下に集合です。

　皆さんのご協力をお願いします。

〝気楽会〟のお知らせ

　前回５月２日付の「北野グリーンタウンだより　NO.3」で、予定としてお知らせ

した、今年度１回目の気楽会を『６月２９日実施』で決定しました。

　参加申込み等詳しくは、６月２日発行の「北野グリーンタウンだより　NO.5」で

お知らせします。皆様のご予定に加えて下さるようよろしくお願いします。

　気楽会

　他地区での「シニアクラブ」・「老人クラブ」を、グリーンタウンでは〝気楽会〟

と称し「気楽にみんな仲良く集まりましょう」と命名しています。

ラジオ体操の日程

　今年のラジオ体操は小学校の夏休みに合わせて、７月２６日(木)～８月５日(日)

までの１１日間、毎朝６時３０分から北野グリーン公園で行います。

　健康第一！　大人も子供も早起きしましょう。皆さんのご参加をお待ちします。

夏休み子供会と夏まつり親睦会について

　例年　七夕会として８月７日に実施しておりましたが、今年は総会でもお知らせ

した通り、七夕会と親睦会を同じ日に行うことにしました。

　名称も「夏休み子供会と夏まつり親睦会」とします。

　実施日は８月５日(日)に決めました。雨天による予備日はありません。

　＊現在予定している当日の〝時間割〟は

　　８月５日(日)

　　　・午後１時～午後３時　「夏休み子供会」

　　　　（例年開催している七夕まつりと同じ内容）

　　　・午後４時～午後６時　「夏まつり親睦会」

　　　　（例年開催している北野グリーン公園での焼肉ジンギスカン）

　詳しくは、７月中旬にお知らせします。

以上



 　　No.５ 北野グリーンタウン自治会
 　　　会長　　沼沢　信吾

～福祉バスで行く　工場見学・防災センター研修・昼食バイキング～

　さて今年度の第１回「気楽会」を次の日時で計画しました。

　今回は福祉バスで千歳方面に行きます。

　この機会にご近所の方を誘い合って、

バス遠足？を楽しみませんか。

　みなさんのご参加をお待ちしています。

平成２４年６月２９日（金）　８時３０分～１４時３０分

会　費 　一人：１，０００円（集金は各班長がお伺いいたします)

行　程

　８：３５ 北野グリーン公園集合　大型福祉バス(ＪＲ)発

　９：２５ 千歳カルビー工場着

　９：３０ 千歳カルビー工場「ポテトチップス」見学

１０：３０ 千歳カルビー工場（１０：４５発）

１１：００ 千歳市防災学習交流センター（１０：５５着）

１２：００ 　〃　(研修)防災学習・屋内避難行動訓練・地震体験　

１２：０５ 千歳市防災学習交流センター発

１２：３０ 平岡アサヒビールロイン亭着

　　　　　　(９０分コース)・・バイキンク(食べ放題)＋飲み物１杯

１４：００ 平岡　ロイン亭（１４：１５発）

１４：３０ 北野グリーン公園着　解散

☆参加申込み「お名前」を記入してください。締切：６月１７日

　

　

　 　

以上

　　　　平成２４年　６月　２日



　　　　　　　平成２４年　７月１４日

　　　　北野グリーンタウン自治会

　　　　　　　　　会　　長 　沼沢　信吾

　No.6　　　　　青少年育成部 　河本　　孜

　　　　　　　　　女性部長 　千島　順子
 

　『七夕子供会』『夏まつり親睦会』のご案内
　

　もうすぐ夏休み！　子供達の元気なラジオ体操も２６日から始まります。

今年は「七夕子供会と夏まつり親睦会」を同じ日の８月５日(日)に行います。

雨天の場合は中止になります。

＜ラジオ体操　７月２６日～８月５日　６時３０分から北野グリーン公園＞

　＊「七夕子供会」の部

　お子様やお孫さんと一緒に、折紙などで七夕の飾り付けをしてください。

「スイカ割り」などもあります。多くの皆さんがご参加して楽しく遊びましょう！。

　☆　平成２４年８月５日（日）　１０時３０分～１１時３０分

　☆　場　所…北野グリーン公園（雨天中止　おみやげがあります）

＊８月３日・４日　ラジオ体操の時に七夕飾りの短冊を渡します。

＊柳の木は８／４に用意します。各自短冊や折り紙など飾り付けをしてください。

※　次ページに、当日会場に参加される人数を記入してください。

　＊「夏まつり親睦会」の部

　今年も「夏まつり親睦会」は下記のように実施します。

　☆　平成２４年８月５日（日）　１６時００分～１８時００分

　☆　場　所…北野グリーン公園（雨天中止　肉と飲料水をお渡しします）

　☆　１名　３００円　　＊＊小学生以下は無料です＊＊

　☆　「参加証」と引き換えにジンギスカン用肉等をお渡しします。
　　　　　～野菜やおにぎり等は各ご家庭で用意して下さい。～

　☆　ビール　１杯　２００円（中ジョッキです。当日現金で・・）

＊次ページ「申し込み表」に、お手持ちのバーベキューコンロ・七輪の貸し出し

　が可能な方は、大きさも含めてご記入願います。(金網は自治会でも用意)

＊「〆切７／２８」⇒参加ご希望の方には、班長が集金にお伺いします。
　　～集金と同時に「参加証」を差し上げますので当日ご持参願います。～



＜　参加申込み表　＞　締切り　７月２７日

　＊「七夕子供会」の部　　（当日参加される人数を記入してください）

大人(手伝い) 幼　児 １年～３年 ４年～６年

　＊「夏まつり親睦会」の部

参加人数 小学生以下 コンロ・七輪を貸して下さる
(１名300円) （無料） 方は金網のサイズ(cm)

☆７／２８から班長が集金にお伺いします。

世　帯　主
　　　　　参加人数

お　名　前



　平成２４年　９月　３日

北野グリーンタウン自治会

　　No.７ 　　　会長　　沼沢　信吾

 

　９月１日に開催した「第５回　自治会役員会」からの報告です。

北野グリーン公園に物置を増設

　公園には「防災資機材保管庫」として、災害時に使用する「ヘルメット・おの・

ロープ・簡易水槽」など、防災用資機材が保管されています。

　当初の資機材のほか自治会の清掃用具類、「ほうき・脚立・熊手・ごみネット」

などが加わり、収納物が増えてきたので、８月８日に自治会で購入(74,200円)し、

「清掃用具等保管庫」として物置を増設しました。(長テーブル・椅子も収納)

　両保管庫とも札幌市に申請し、「公園使用許可証兼使用料減免許可証」を受領し

ました。

〝第２回　気楽会〟のお知らせ

　第２回目の気楽会を『９月２９日』１３：３０から連合会館で実施します。

　参加申込み等詳しくは、今週末発行の「北野グリーンタウンだより」でお知らせ

します。皆様のご予定に加えて下さるよう、よろしくお願いします。

七夕子供会と夏まつり親睦会の同一日開催について

　今年は総会でお知らせした通り、七夕子供会と親睦会を同じ日に行いました。

　同一日開催は初めての実施ということで、意見を聞きました。

　　＊朝からなので大変疲れました。
　　＊お孫さんが大勢集まり、一日中賑やかで楽しそうでしたね。
　　＊疲れたが一日で終わって良かったのではないか。
　　＊今回は日曜日開催だったが、土曜日開催が良いのでは‥‥など

　ご報告

　　親睦会の席上、１班の富澤　親様ご夫妻から「近日中に引越しを予定しており

　　ます。大変お世話になりました」とのお話があり、『お礼に』と自治会へ、ご

　　寄付をいただきました。ありがとうございました。

　　☆富澤ご夫妻には、自治会会長・婦人部長をはじめ各役員を歴任、自治会の基

　　礎を築いていただきました。公園での行事では、長い間、電気・水道をご協力

　　していただくなど、大変お世話になりました。心から感謝申し上げます。

堤防の草刈りのお知らせ

　９月９日(日)　８：００～９：３０　厚別川左岸堤防の草刈りをします。

　今年は残暑が厳しいので、朝早くから実施したいと思います。

　草刈り機もお願いしました。　みなさんのご協力をお願いします。

　 以上



 　　No.８ 北野グリーンタウン自治会
 　　　会長　　沼沢　信吾

～防災は日頃の備え‥　＆　食事とカラオケ～

　さて　今年度の第２回「気楽会」を次の日時で計画しました。

　今回は、いつやってくるか分からない『災害』について、白石

防災センターの佐々木様に災害時の非常用食料品や避難用品など、

防災用品の実物を見ながらお話をしていただきます。

　つづいて、２年ぶりのカラオケタイムになります。

みんなで笑ったり、歌ったりお話をしましょう。(ボケ防止？です)

即席での余興などは大歓迎です。みなさんのご参加をお待ちします。

平成２４年９月２９日(土)　１３時３０分～１５時３０分ころまで

場　所 　北野連合会館　２階集会室

会　費 　一人：５００円（集金は各役員が担当します)

１３：３０

白石防災センター　佐々木さん

１４：１０ころ

★カラオケタイム 　＊軽食(のり巻き等)

(２班　佐藤裕久ご夫妻) 　＊ペットボトル
　　～ギターとマンドリン演奏～ 　＊ビール等

　＊つまみ各種

１５：３０ころ

☆参加申込み「お名前」を記入してください。締切：９月２４日

　

　

　 　

以　上

　　　　平成２４年　９月　８日

非常用食料品から
「五目ごはん・赤

飯」等の試食を予定



平成２４年　９月３０日

 No.９ 　北野グリーンタウン自治会
 　会　長　　沼沢　信吾

保健衛生部　新田　稔幸

秋の町内清掃のお知らせ

日　　時 平成２４年１０月１３日（土）　 小雨　…　決行

午前９時より 大雨　…　翌日

清掃個所

① 自宅周辺の道路及び歩道の草やごみなどの清掃。

② 排水溝（雨水ます）内の清掃。

＊排水溝(雨水ます)はボックス構造になっています。

中間付近に流水窓があります。ここが開いている程度が土

砂除去の目安になります。

③ 各自の駐車場・車庫の周辺、空き地付近などの清掃。

④ 北野グリーン公園や高木橋前ひろば付近は、近所の方々

 みんなで協力して清掃してください。

回収場所 ＜ごみステーションにまとめておく＞

① 配布される袋を使用する。

② 回収車が集めにきます。

　＊ 家族皆さんで自宅周辺の清掃をしましょう。

　＊ 各自　責任をもって町内をきれいにしましょう！。

以　上



　　平成２４年１０月　４日
　北野グリーンタウン自治会

No.１０ 　会　長　　沼　沢　信　吾
　女性部長　千　島　順　子

 

「一円玉募金運動」へのご協力のお願い

　先日回覧でお知らせしましたが、清田区女性部連絡協議会・北野地区町内会連合会・

同女性部から、地域福祉の向上を目的とした「一円玉募金」の協力依頼がありました。

　ご協力をいただいた善意は本年度も、清田区内の社会福祉施設及び、各地区社会福

祉協議会等へ贈呈する予定です。

　皆様には、各班の役員が分担して　１０月１３，１４日の２日間　各ご家庭を

訪問していただきますので、皆さん『一円玉募金』へのご協力をお願いします。

　最近、歩道に犬のフンが残ってることがあり、苦情が寄せられております。

一昨年「北野グリーンタウンだより」に掲載した文を『再掲載』します。

　　お知らせ

＊班長交代　４班　9/3～　柏田幸広さん　⇒　千島豊三郎さん(柏田さん引越しのため)

＊退会　１班　富澤　　親さん（平成２４年９月２０日：引越しました）

以　上

ペットのマナーについて－②

 
広報「さっぽろ」平成２２年６月号から 



平成２４年１１月１９日
北野グリーンタウン自治会

No.11 　会長　　沼　沢　信　吾
 

　　第６回役員会より

　１１月１７日、自治会の第６回役員会を行ないました。

　新年会の日時が決まりました　

　日時　　平成２５年１月２６日(土)　１２時３０分から

　会場　　北野連合会館　２階集会室

　詳しくは、１月７日ころ「新年会のご案内」としてお知らせします。

　一円玉募金運動について

　北野地区町内会連合会の女性部が、地域福祉の向上を目的とした「一円玉募金運動」

に、当自治会としても１０月１３日・１４日の２日間取り組みました。

　皆様方からの善意を集計の結果、１１，６３２円となりましたので１０月１５日に

町連の女性部に持参しました。ご協力ありがとうございました。

　河川敷地・公園への雪捨てについて

　いよいよ本格的な雪のシーズンを迎えます。

◇『厚別川河川敷地』

　今年も、河川敷地内に雪を搬入することにより、地域における冬季間の生活環境の

向上を目的に、札幌市と「冬季間の河川敷地使用に関する覚書」を交わしました。

　期間については、「双方合意のもとに覚書を破棄するまでの期間有効」です。

◇『北野グリーン公園』

　一昨年覚書を交わしていますので、公園への雪の搬入は従来どおりです。

　上記いずれも、近く関係者に別途お知らせいたします。

＊今年度のパートナーシップによる排雪日は「２月下旬」の予定です。

　自治会総会　日時のお知らせ

　北野グリーンタウン自治会「第３９回　定期総会」の日時が決まりました。

・平成２５年３月３１日(日)　１４時００分から

・場所　北野連合会館　２階集会室

　　くわしくは後日(３月１７日ころ)ご案内いたします。

以上



北野グリーンタウン自治会

 No.12 　会長　　沼沢　信吾
 

　　自治会　「新年会」のご案内！！

　新年を迎え、皆様いかがお過ごしですか。

　さて、今年の新年会は下記日時で行ないます。

例年の「ビンゴ」、そして・・

「班対抗　ミニミニ・ゲーム」です。(詳しくは当日・・！！)

もちろんカラオケもあります。

皆様お誘い合わせの上、ぜひご参加下さいますようご案内申し上げます。

・ 日　時 平成２５年１月２６日(土)　１２時３０分～

・ 会　場 北野連合会館　２階集会室　

・ 会　費 １人　　　８００円

２人　１，５００円

☆ 参加ご希望の方は、下表に「お名前」をご記入願います。

☆ 締め切り　１／１９(土)　

☆ 集金は、班長がお伺いします。

　　　　お　名　前 　　　　お　名　前

　　(自治会会則　第１３条)

　排雪費：一世帯３，０００円とし、１月末に徴収する。
　但し、１住宅に複数会員世帯が居住の場合、各世帯は半額とする。

　　＜班長がお伺いします。よろしくお願いいたします。＞

平成２５年　１月　７日

排雪費の徴収は１月です
*お知らせ

～１世帯～



平成２５年　１月２２日

北野グリーンタウン自治会

  No.13
　　　会長　　沼沢　信吾

 

　　今年の「排雪実施日」

　 ２月６日(水)～７日(木)　９時００分～

　ただし、状況により前後の日が予備日となります。

　今年の「除雪パートナーシップ制度」による排雪実施日は上記のとおり

除雪センターから連絡がありました。

　別紙　パートナーシップ制度ご利用の「お願い」を熟読願います。

　（特に・・）

☆ 家の前の障害物は除去してください。

☆ 宅地内、屋根、駐車場などの雪出しや路上駐車は、作業の妨げになります

　 ので、絶対にやめてください。

☆ 排雪後は、道路の両側に１ｍ程度の雪が残り、路面には１０ｃｍ程度残ります。

＊ 班長が排雪費の徴収にお伺いしております。

　 皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

自治会総会　日時のお知らせ

　北野グリーンタウン自治会「第３９回　定期総会」の日時が決まりました。

・平成２５年３月３１日(日)　１４時００分から

・場所　北野連合会館　２階集会室(北野４条２丁目）

　　くわしくは後日(３月１７日ころ)ご案内いたします。

以　上


