
　平成２５年　４月　２日

北野グリーンタウン自治会

　　会長　　沼沢　信吾

No.１

　第３９回定期総会（３月３１日開催）で平成２５年度の役員が決まりました。

引き続き開催の第１回役員会で女性副部長及び専門部の担当も次の方々に決まりました。

　　　　　平成２５年度　役員一覧

会　長 沼　沢　信　吾 ③

副会長 多　田　　　勲 ② 保健衛生部

総　務 小　川　和　夫 ③ 防犯部

会　計 畠　山　健　治 ④ 　

監　査 原　　　祐　二 ③ 　

監　査 明　嵐　サカエ ②

１班班長 一　瀬　　　修 ① 体育部

２班班長 町　田　和　三 ② 青少年育成部

３班班長 足　利　一　成 ③ 防災部

４班班長 福　田　英　夫 ④ 交通安全対策部

女性部長 中　川　しのぶ ① 福祉厚生部

女性副部長 吉　川　美智子 ③ (福祉厚生部)

１班女性部 中　川　しのぶ ① (福祉厚生部)

２班女性部 立　藤　幸　子 ② (福祉厚生部)

３班女性部 吉　川　美智子 ③ (福祉厚生部)

４班女性部 畠　山　陽　子 ④ (福祉厚生部)

相談役 河　本　　　孜 ①

相談役 吉　川　　　博 ③

　＊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１５日(月)　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１１日（土）９時～（大雨の場合は翌日）

〝会則改定〟と〝連合会館の建替え〟

　＊提出された会則第１０条の改定が総会で承認されました。

　　(会長を除く役員の活動資金の支給が「０」となります。)

　＊北野連合会館の建替えが決まりました。(１１月以降取り壊し来年末に完成予定。)

以　上

役員名簿削除



　平成２５年　４月１５日
北野グリーンタウン自治会

　　No.２ 　　　会長　　沼沢　信吾
 

　４月１３日に開催した「第２回　自治会役員会」からの報告です。

北野連合会館の建替えについて

　３月３１日の総会及び回覧文書などでもお知らせのとおり、北野連合会館の

建替えのため利用は１０月迄で、１１月以降に取り壊しが始まります。

　新北野連合会館の完成は来年平成２６年末の予定ですが、「北野まちづくり

センターや福祉のまち推進センター」の代替施設はまだ決まっていません。

　北野地区町内会連合会としても代替施設を探しておりますが、まだ具体的な

建物は見つかっておりません。自治会の各行事もこれらを踏まえ計画していく

ことになります。当然完成した時には「寄付」ということがあります。

　自治会としてもこうしたことを念頭に各行事の計画を進めていきます。

北野グリーン公園の雪割りについて

　公園には原則として雪を捨てる事はできませんが、冬期間の生活環境の向上

を目指すとの趣旨により、今年も「北野クリーン公園」「厚別川河川敷地」を

雪捨て場として利用できるように市との覚書を交わしております。利用の主な

条件は①遊具・樹木を損傷させない。②重機での搬入は禁止。③春先は早く本

来の公園として利用できるように雪割りの実施です。先日土木センターの担当

者も見えられ、ある町内会の話の中で「雪は融けるからあわてることはない」　

と言う人がいたそうです。自分の敷地内であればそれでいいが公園は公共の場

所なのでそれはダメです。早めに雪割りをしてくださいと答えた。

　当グリーン公園もまだまだ雪が残っています。特に利用された方は必ず雪割

りをしてください。ルールを守らない場合は雪捨てができなくなります。

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２６日(土)９時からグリーン公園

に花植えを行ないます。水遣りや手入れは後日当番を決めで行う予定です。

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(金)～８月４日

(日)までの１０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て・・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

　実施日は８月上旬で雨天による予備日は「無し」を基本として後日決めます。

☆４月は自治会の会費徴収月です。班長が２５日以降にお伺いします。

以上



平成２５年　４月２９日

 No.３ 　北野グリーンタウン自治会
 会　長　　　沼沢　信吾

保健衛生部　多田　　勲

春の町内会清掃のお知らせ

日　　時 平成２５年　５月１１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(日曜又は月曜)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２５年　７月　８日

　　　　北野グリーンタウン自治会

　　　　　　　　　会　　長 　沼沢　信吾

　No.4　　　　　青少年育成部 　町田　和三

　　　　　　　　　女性部長 　中川しのぶ
 

　『七夕　子ども会』『夏まつり親睦会』のご案内
　

　やっと暑くなりました。グリーンタウン自治会　夏の行事のお知らせです。

　「ラジオ体操　７月２６日～８月４日　６時３０分から北野グリーン公園」

　「七夕子ども会と夏まつり親睦会」を同じ日の８月４日(日)に行います。

　　雨天の場合は中止になります。

　＊「七夕　子ども会」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２５年８月４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２日・３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８／３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２５年８月４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　５００円(当日参加＝５００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。～

　☆　パイプ椅子を用意しますが、近所の方は持参していただくと助かります。

　☆　ビール　１杯　２００円（中ジョッキです）＊無料開放はありません

＊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　７／２６」⇒集金は７／２７から班長がお伺いします。
　　～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２６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500円) （無料） 方は金網のサイズ(cm)

☆７／２７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２５年　８月３１日

　　No.5 北野グリーンタウン自治会
 　　　会長　　沼沢　信吾

北野連合会館　改築の設計図決まる

　新北野連合会館の設計図が、８月２９日の第５回検討委員会で決まりました。

　第１回検討委員会を４月１６日に開いて合計５回開催。その間に約５０名参加の

改築意見交換会が２回開催されました。各会議では「北野まちづくりセンター」の

機能に加え、★地域住民のコミュニテイ施設として、１２０名程度収容の大集会室

と多目的トイレを１階に設ける。中(30～40名)・小(20名前後)の集会室を設ける。

　明るく気楽に入れる「福祉のまち推進センター室」と誰もが利用できる「サロン

機能」(待合室や談話室等)を新設し併設してオープンキッチンを設ける‥等と多数

の要望や意見が活発に交わされました。

　土地という限定された厳しい条件の中、上記の要望がほぼ満たされるという最高

の設計図が北電総合設計㈱から提示され、最終案として決まりました。

　今後は１０月までに設備等の検討があり、来年末に新会館が完成する予定です。

七夕子ども会と夏まつり親睦会を実施しました

　今年も七夕子ども会と夏まつり親睦会を同じ日(８月４日)に北野グリーン公園で

行ないました。当日は近年にない好天の一日でした。子ども会はお子さんやお孫さ

んの３３名が、七夕の飾り付け・すいか割りなどで楽しみました。

　毎年、お馴染みの親睦会は大人６６名、子ども２０名の８６名が参加、生ビール

やジンギスカンのバーベキューでにぎやかな一日でした。

　ご報告

　　親睦会の席上、１班の金子順一様から「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、自治会にご寄付をいただきました。金子順一さんの

お父さんはグリーンタウン自治会発足時の「会長」を務められました。

　 　また　公園には物置が２棟ありますが、冬　雪の重みによる損壊防止のため２棟の

屋根を連結する工事を、４班の苅田久志様のご好意で無償で行っていたたきました。

　※金子様・苅田様には心から感謝申し上げます。

☆ 〝気楽会〟お楽しみ秋の親睦会のお知らせ

　秋の親睦会(気楽会)を〝福祉バス〟で『１１月１５日(金)』に実施します。

今年は北広島の㈱ホクリョウで『たまご大学』の研修後、平岡ロイン亭で食事です。

参加申込み等は１０月末発行の「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。

☆ 　草刈りのお知らせ　　９月８日(日)　９：００～高木橋前に集合

　厚別川左岸堤防・公園ほかの草刈りをします。(草刈り機もお願いしました)

　みなさん　刈り取った草集めなどのお手伝いのご協力をお願いします。

　 以上



平成２５年１０月　１日

 No.６ 　北野グリーンタウン自治会
 　会　長　　沼沢　信吾

保健衛生部　多田　　勲

女性部長　　中川しのぶ

秋の町内清掃のお知らせ

日　　時 平成２５年１０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。

＊道路や歩道の草を放置すると根がアスファルトの中に

入り込み、道路などを傷めてしまいます。

(草などは大きくならないうちに取るようにして下さい)

② 排水溝（雨水ます）内の清掃。(ボックス構造です。)

＊中間付近にある流水窓が開いている程度に除去する。

③ 自宅や駐車場・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

 皆さんで協力しながら清掃して下さい。

回収場所 ＜各ごみステーションにまとめておく＞

＊配布される袋を使用する。(月曜日に回収車が来ます)

　＊ ご家族みんなで自宅周辺の清掃をしましょう！！
　　 　　

1円玉募金運動のお知らせ

　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。

　自治会としては、１０月１５日から募金箱を回覧します。

皆さんのご協力をお願いします。
以　上



平成２５年１０月１５日

 No.７ 　北野グリーンタウン自治会
 　会　長　　沼沢　信吾

女性部長　　中川しのぶ

1円玉募金運動のお知らせ

　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。

　自治会としては、１０月１５日から募金箱を回覧します。

皆さんのご協力をお願いします。
以　上



平成２５年１０月３０日

 　　No.８ 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　北広島「たまご大学」研修と昼食バイキング～

　今年度の「秋の親睦会（気楽会）」を次の日時で計画しました。

　今回の福祉バスは北広島方面です。

　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２５年１１月１５日（金）１０時００分～１４時３０分

会　費 　一人：１，０００円（当日徴収いたします)

行　程

１０：００ 北野グリーン公園集合　大型福祉バス発

１０：４５ 北広島　㈱ホクリョウ着

１０：４５

１２：００

１２：０５ 平岡アサヒビールロイン亭へ

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　アサヒビールロイン亭（１４：１０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：１１月８日

　

　

　 　

以上

㈱ホクリョウ　「たまご大学」研修



　平成２５年１１月２４日

　　No.９ 北野グリーンタウン自治会

 　　　会長　　沼沢　信吾

１１月１６日に開催した「第６回　自治会役員会」からの報告です。

     　　 北野まちづくりセンター・北野連合会館が一時移転します
　　

　昨年来北野地区町内会連合会では札幌市に築３０年と老朽化が進む「北野連合会館」の

建て替えを要望しておりました。回覧等でお知らせしていましたが、改築検討委員会及び

意見交換会を経て最終案が決まり、札幌市が現在地で建て替えを行うことになりました。

これに伴い、北野まちづくりセンター・

北野連合会館が一時移転となります。

移転期間

平成２５年１２月２日(月)～
　　　　　　　　　約１年間(予定)

移転先（右図　参照)
北野７条２丁目９－１３
　　　(旧ＪＡさっぽろ北野支店)

１階
・北野まちづくりセンター
・北野福祉のまち推進センター

２階
・北野連合会館　集会室

今年度の新年会は中止です

　毎年１月末に実施している新年会を、今年度は中止と決めました。

上記のように移転の連合会館集会室まで、１月末の雪道では約２０分程度かかります。

懇親会後の帰宅が遅くなり、雪道等を考えて今年度は役員全員一致で中止と決めました。

　～来年度は、新北野連合会館で実施予定の新年会に期待しましょう。～

北野連合会館　改築最終設計図(再掲示：裏面)と費用負担について

　北野連合会館の現在の面積は、約３９０㎡ですが新会館は約４５０㎡になります。

今回『北野連合会館建設に関する建設資金単町寄付金試算額』として当自治会に対し、

１０月１７日に各世帯当たり２，０００円の寄付試算額が提示されました。

１１月１６日役員会を開き、提示試算額を了解いたしました。支払いについては、今後

の運用経費にもよりますが、自治会からの一括処理を念頭に進めることにしました。

連絡事項

☆1円玉募金運動の報告です。１０月１５日から回覧で募金をお願いしましたが、今年は
　６，５１８円でした。皆様のご協力ありがとうございました。

☆北野グリーン公園の業務委託管理(清掃)は１１月２６日で終了です。

☆今冬のパートナーシップによる除排雪は２月下旬の予定です。 以上
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お知らせ

1 パートナーシップ制度による排雪日について

　今冬一番の冷え込みそして大雪との情報が出ております。

市の除雪による歩道の雪の量も多くなってきましたが、パートナーシップ制度

による排雪ですが、他の町内会(自治会)とのローテーションにより今年は２月

下旬になります。詳しい予定日は近日中にお知らせします。

＊パートナーシップ制度とは？

　年一回ですが、札幌市と各町内会(自治会)が費用を半分ずつ負担し、除雪センター

が道路の排雪作業を行ないます。町内会(自治会)からのお手伝いは一切ありません。

　今年の自治会の負担金は費用の半額で、｢417,735円｣となります。

2 １月は「排雪費」の徴収月です。

　＜班長が集金にお伺いしますので、よろしくお願いいたします。＞

＊参考

　　(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。

　

3 公園および厚別川河川敷地を雪捨て場としての利用

　札幌市は町内会(自治会)単位で「公園および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向上」を目指し町内会(自治会)と『覚書』

を交わすことにより雪捨てを許可しております。

　自治会では平成２４年１１月に覚書を締結し現在自動継続となっております。

　ただし　既に一部回覧でお知らせの通り公園については、遊具等の保護のため

スノーポールで仕切りましたので、内側に平均になるようにお願いします。

また　融雪期にはご利用の皆さんは雪割りをしてください。

4 第４０回定期総会の日程です

　第４０回定期総会は北野連合会館７条館で、平成２６年３月２９日(土)に開催

　します。時間は午後１時３０分からの予定です。

　詳しくは、３月１５日にお知らせします。
以上

平成２６年　１月１２日
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　今年の「排雪実施日」

　 ２月１７日(月)～１８日(火)　９時００分～

　* 積雪の状況により変更があれば改めて連絡します。

　今年の排雪予定日は、「除雪パートナーシップ制度」によるローテーション

では２月下旬でしたが、上記のように除雪センターから連絡がありました。

　ただし、除雪センターの担当者からは、『(1/21)現在の積雪の状態は、例年

より少ないので、今後の状況によっては予定が早まることがあるかも知れない』

とのお話がありました。

もし変更があればすぐお知らせいたします。

　別紙「除雪パートナーシップ制度」を読んでください。

　<要旨>

☆ 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。

＊ 各班の班長が、排雪費の徴収にお伺いしておりますのでよろしくお願いします。

以　上


