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平成 30 年度朝日ヶ丘町内会定期総会（概要） 
 
○日時：平成 30 年 4 月 15 日(日) 
         10 時 00 分～11 時 40 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 （開会を前に、昨年度亡くなられた 12 人の会

員等の方々に黙祷を捧げました。） 
 
○開会のことば（明石副会長） 
 
○会長挨拶（尾上会長） 
 皆様、おはようございます。 
 本日は、お忙しい中雨の中を、多くの会員の皆

様にご出席いただきましてありがとうございま

す。また、ご来賓の先生の皆様にも、ご多用中の

ところ当町内会定期総会にご臨席いただきまし

て誠にありがとうございます。 
 今年の冬は、昨年に比べて雪が少なく、早めに

融けましたが、本州と違ってなかなか暖かくなら

ずに、道路がクラックを起こしてガタガタと穴ぼ

こだらけの状態です。いまだに風邪には油断がで

きないようです。どうぞ皆様ご自愛下さい。 
 さて、今年は、当町内会創立 50 周年、会館建設

30 年の節目の年にあたります。 
 当初 12 戸からスタートしましたが、今年度は

16 世帯増えまして、303 世帯になりました。今ま

での各先輩のご苦労を偲びつつ、これからも会員

各位とのつながりを強くして、安全・安心な町内

会づくりに努力していきたいと思っています。 
 また、50 周年のお祝いは、基本的には、例年の

町内会行事に織り込んで実施していきたいと思

っています。記念誌は、北野町連のホームページ

を利用して当町内会のホームページを充実させ

ていき、毎年出来事などを重ねていきます。 
 これからは、若い方にもホームページを担って

もらい、歴史を積み重ねていってもらいたいと思 

 
っています。また、記念誌的なものをペーパーで、

会館で見られるように、会館のテレビでも観られ

るように、この１年かけて思考錯誤しながらも実

施していきますので、皆様のご協力・ご参加をお

願したいと思っています。 
 さて、本日の議案につきましては、皆様にお配

りしています資料の通りでございます。平成29年

度の事業実施、収支決算及び平成 30 年度の事業

実施案と予算案並びに文書保存規程についてご

確認とご承認をお願いすることでございます。 
 これからは、総務部長の進行で進めてまいりま

すが、町内会の事業や運営に関してのご提案があ

ればお聞かせいただきたいと思います。 
 それではよろしくお願いいたします。 
 
○来賓ご挨拶 
 高木 宏壽 自民党 札幌市支部連合会会長 
 岩本 剛人 北海道議会議員 

梶谷 大志 北海道議会議員（メッセージ） 
 宮村 もと子 札幌市議会議員（祝電） 
 
○総会成立報告（石橋広報部長） 
 本日出席者 71 名、委任状 143 名、合計 214 名

となり、会則第 20 条に基づき町内会会員数の過

半数を超えましたので、本日の総会が成立したこ

とを報告いたします。 
 
○議長・議事署名人選出（執行部一任の承認） 
 ・議長 木口 満さん（7 班） 
 ・議事録署名人 
  坂野麻里さん（1 班） 米山幸恵さん（5 班） 
 
○議長挨拶 
 木口議長から議題の進め方と審議への協力依

頼のご挨拶がありました。 
 



○平成 29 年度事業実施報告（尾上会長） 
総会資料３～６ページに基づき報告 

○平成 29 年度一般会計・特別会計収支決算報告  
               （野崎会計部長） 
  総会資料 7～10 ページに基づき説明。 
 
○会計監査報告（近藤監事） 
  総会資料 11 ページに基づき監査報告。 
 
＊以上の事業報告及び予算報告及び監査報告に

ついて、拍手を持って承認された。 
 
○平成 30 年度事業計画（案）（尾上会長） 
総会資料 12～13 ページに基づき説明。 

・基本的な考え方は、例年と変わりません。皆さ

んと共に、安全・安心な町内会を維持していきた

く思っています。 
・今年は町内会創立 50 周年の節目の年として、

各町内会行事を実施していきます。会計部長から

の説明の通り、少ない町内会予算なので、班懇親

会を中止して費用に充てていきたいと思います。

また、実行委員会的な集まりをもって、皆様にご

参加・ご協力をいただきたいと思っています。1 年

をかけて実施していきますので、よろしくお願い

します。 
・夏休みこどもラジオ体操は、吉田川公園から当

町内会館駐車場で実施します。周りの住民会員皆

様のご協力を得ております。 
・今年の資源回収の日は 5/17、11/27の 2回です。 
※「特別詐欺」への注意喚起 
 ・電化商品、衣類、着物などの資源回収電話に 
 は絶対乗らない・家に入れないこと。 
 ・「オレオレ詐欺」が復活して増加しています。

すぐ息子、孫に確認してください。 
 ・今年度も、札幌市から災害時要支援者の調査 
 があるそうですので、新たにお一人暮らしにな

った方や年齢や体調で不安を覚えた方などは、

回答してください。町内会独自での要支援者の

組み合わせも鋭意努力していきます。 
○平成 30 年度一般会計・特別会計予算（案） 
            （野崎会計部長） 
総会資料 14～17 ページに基づき説明。 

・前年度「除雪特別会計」で人件費・燃料費値上

げ及び除雪範囲の拡大で赤字決算をしています

ので、前年度総会でご承認いただきました他会計

からの予算移動会計処理を行い、充当しておりま

す。 
 

＊以上の事業計画（案）及び予算（案）について、

拍手を持って承認された。 
 
○議題（6）会館運営に関すること（尾上会長） 
町内会館設備の修繕及び改修・補修の予定の説

明提案（総会資料 18ページ）。 

 

＊上記提案について、拍手を持って承認された。 
○議題（7）町内会文書規程（案）について 

（尾上会長） 
長年の町内会関係の書類が多く残っています。

規程を設けて整理したい。大事な書類は永久保存

とする（8 種類）、会計帳簿・防災関係書類は 7 年

としております。（総会資料 19ページ）。 
 

＊上記提案について、拍手を持って承認され、案

を削除し、制定された。 
 
○議長解任挨拶 
 
○平成 30 年度新旧役員挨拶 
・班長(新) 

1 班 大田様、2 班 森岡様、3 班 横澤様 
4 班 徳山様、5 班 大窪様、6 班 小田様 
7 班 阿部様、8 班 高橋（雅）様、 
9 班 村上様、10 班 高橋（幸）様 

(旧) 
1 班 海辺様、2 班 山崎様、3 班 我妻様 
4 班 山本様、5 班 工藤様、6 班 曽山様 
7 班 栗原（亮）様、8 班 竹谷様、 
9 班 河野様、10 班 栗原（崇）様 
 

・女性部(新) 
1 班 海辺様、2 班 山崎様、 
3 班 重堂副部長様、4 班 佐川様、 
5 班 藤井部長様、6 班 奥原様 
7 班 坪田様、8 班 郡司様 
9 班 橋田様、10 班 佐藤様 
 (旧) 

1 班 橋場様、2 班 中澤部長様、3 班 折田様 
4 班 東様、5 班 大窪様、6 班 高橋副長様 
7 班 岩崎様、8 班 日野様 9 班 村上様 

 10 班 田村様 
 
○閉会のことば（都澤副会長） 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 

総 務 だ よ り 
町内会ＨＰ； new.kitanotiku.com 

第   １０７  号 
平成 30 年 5 月 25 日 
編集 ： 総務部 

 
平成 30 年度 第１回役員会 
 
○日時：平成 30 年 5 月 13 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 45 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 
 こんばんは、役員の皆さんにはお忙しいところ

出席いただきまして、まことに有難うございます。

これから、平成 30 年度第 1 回目の役員会を始め

たいと思います。 
女性部及び班長さんは新しく選任されまして、

1 年間の任期ですが、よろしくお願いいたします。 
専門部の役員の皆様には、引き続き 1 年間お願

いいたします。 
広報部では、部長の石橋さんが転勤になりまし

たので、東さんに部長をお願いし、副部長には 7
班の高橋さんに新しくお願いしました。 
青少年育成部新部長に 10 班の栗原さん、副部

長には部長から市川さんに引続きお願いします。 
町内会としての基本方針は、総会資料の事業実

施計画に載せております。町内会活動を通じて、

各会員が少しでも多くのつながりをもっていた

だき、安全・安心な生活をおくることができるよ

う、微力ながら尽くしていきたいと思います。 
役員皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

す。会議終了後、懇親会をしますので、参加をお

願いします。 
  
○報告事項 
 
(1)総会実施の報告 
 平成 30 年 4 月 15 日(日)午前 10 時から定期総 
会を実施。会員総数 304 人の内、出席者 72 人、

委任状143人、合計215人で過半数に達しました。

今後も、参加者が増えるよう、声かけしましょう。 

  
(2) 外部会議等の出席報告 

（会長、役員、各部長他） 
・4/  6 (金）北野小学校入学式   （会長他） 
・4/  9 (月）北野中学校入学式   （会長他） 
・4/ 11（水）春の交通安全街頭啓発（ビバホーム 

清田羊ケ丘通店駐車場） 
・4/15（日）朝日ヶ丘町内会定期総会 
・4/16（月）平成 29 年度札幌市住民組織助成金

に対する収支決算書提出 
・4/17（火）札幌市子ども会育成連合会清田支部

定期総会  （栗原青少年育成部長） 
・4/18（水）町内会館・法人道民税減免申請手続

き（減免額 2 万円：会長）（市民固定

資産税 85,400 円、都市計画税 18,300
円：減免） 

・4/21（土）寿会総会        （会長） 
・4/22（日）北野地区町内会連合会第 36 回定期

総会 
・5/10（木）●伏見守也様（4 班）ご逝去 
・5/11（金）第 1 回保険衛生部会議 
 
 (3) その他 
  ・5/ 1（月）豊平警察署に「止まれ」標識設 
 置（北野 4 条 1 丁目交差点）再要請（清田区

地域振興課、町セン所長、会長）予算不足、

順位等で難しい状況（4/12 に接触事故があり） 
 電柱への表示は北電と区の調整が必要。 
 町内会として、乗用車の運転速度を守る。車

道を歩かない等で事故防止に心掛ける。 
（会長） 

・平成 30 年度の一般会計の予算科目「町内

防災対策費」で、傷害保険を掛けています。

町内会行事に対する傷害保険です。安心して

行事をやるためです。役員の皆様も役員会の

往復等でケガをした場合は連絡ください。夏

祭りのときは「食中毒」の保険をかけていま

す。              （会長） 
 



 ・防犯カメラの設置については、設置費用が掛

かること、不審者情報が少ないことから、当町

内会は見送っています。      （会長） 
 
○審議事項 
 
(1) 各役員の自己紹介を行いました。 

 
(2) 各部の年間計画について 
・総会で承認された「主な年間行事計画」を基

に別紙に 42 件記載しております。各事業は役

員各位が協力・連携しながら取り組んでいき

ましょう。町内会の夏祭りは 8/26（日）で取

り組みます。 
 
(3) ５・６月（当面）の行事計画について 
・5/19（土）吉田川公園河岸下草刈り清掃(9 時～) 

あしりべつ川ヤマメの稚魚放流 
         （午後 2 時北野ふれあい橋） 
・5/21（月）第 1 回福祉推進委員会 
      札幌市防火管理者協議会定期総会 
          （箭内防火管理者） 
・5/23（水）町内会館清掃（寿会） 
・5/27（日）第 1 回資源回収 午前 9 時～ 
 
・栗原青少年育成部長から以下の行事説明があり

ました。 
 ・七夕まつり 7/7（土）13：30～ 
 ・ラジオ体操（7/26～8/4）開始時間 7：30～ 
   町内会館駐車場及び朝日ヶ丘公園の 2箇所 
 ・ハローウィンの集い 10/27（土） 
 ・子どもクリスマス、町内パトロール 12/9（土） 
 
(4) 役員の申合せ事項について 
・一年間の定例役員会日程について 
  原則として、2 ｹ月に 1 回第 2 日曜日に開催い

たします。（別紙のとおり：1 月のみ新年交礼会

のため翌週） 
・町内会費の徴収について 
  各班長さんには、１年間会費徴収のためご苦

労をおかけします。そこで、会員宅を訪問して

留守の時は、メモ(手紙)等をポストに入れて連

絡を取るなどして工夫してください。会計部へ

の納金は、各班長さんが打ち合わせをしながら

進めてください。現金を扱うので、慎重に、安

全に、気をつけてお願いします。 
  
 

（4）その他 
 ・創立 50 周年記念事業について 

今年度は当町内会が設立して 50 年になりま

すので、どのような形でお祝いするか、今後、

役員の皆様と検討を進めていきたいと思いま

す。 
 計画 ・焼き鳥用コンロ購入 
    ・記念事業（予算 15 万円で今後打合せ） 
  
・総務だよりに町内会ＨＰアドレスの表示は可

能ですか。        （米山厚生部長） 
  
「今回 107 号からタイトルの下に表示します」 
 New.kitanotiku.com から朝日ヶ丘町内会にア

クセス願います。         （総務部） 
 
 
 

 

町内運営の基本方針 

（役員のねがい） 

・明るく笑顔がこぼれる 

朝日ヶ丘町内会になるよう 

役員各位の相互協力を 

密にしましょう！！ 

 

・子どもたち・高齢者にとって、 

また会員各位にとっても、 

安全・安心で清潔な町内そして 

楽しい事業にするために 

一歩ずつ進めましょう！！ 
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平成 30 年度 第 2 回役員会 
 
○日時：平成 30 年 7 月 8 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 00 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 こんばんは、役員の皆さんにはお忙しいところ

ご出席いただきまして有難うございます。今年も

はっきりしない天気の日が続き、蝦夷梅雨のよう

な気候です。皆様には、健康管理には十分気をつ

けてください。 
これからは、町内行事が続きますので、皆さん

のご協力を得ながら進めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 
 
○報告事項 
 
（１）吉田川河川（公園）清掃の実施について 
    5/19 が雨天のため中止し、5/26（土）9

時から 11 名のご協力でやれる範囲で実施

しました。           （会長） 
 
（２）きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第１回）につ

いて 
   6/28（木）福祉推進行事として 65 歳以

上の方 33 名の参加でスカットゲーム（得

点ゾーンにパークゴルフのように打つチ

ームゲーム）を和気あいあいと行いました。 
（田村副会長） 

 
（３）七夕祭りについて 
      7/7（土）から子ども 45 名の参加で実施。

提供世帯 21 戸を 2 グループで回り、お菓

子をいただきました。雨も降らず 1 時間 20
分で無事終了いたしました。ご協力ありが

とうございました。 
          （栗原青少年育成部長） 

 
（４）外部会議等の出席報告 
  5/14（月）北野地区町内会連合会第 1 回理

事会              （会長）               
  5/19（土）あしりべつ川ヤマメの稚魚放流 
  5/21（月）平成 30 年度第 1 回北野小学校

スクールゾーン実行委員会 
      札幌市防火管理者協議会研修会          

（箭内防火管理者） 
5/22（火）あしりべつ郷土館運営委員会平 

成 30 年度通常総会 
5/23（水）青少年育成部長・子ども世話人

代表研修会及び合同会議 
    寿会 町内会館清掃 
5/26（土）北野小学校運動会 
5/27（日）町内会資源回収 
5/28（月）平成 30 年度北野地区福祉協議

会 福祉のまち推進センター第 1 回運営委員

会 
6/ 6（水）平成 30 年度北野地区「地区懇談

会」 
6/21（木）北野地区町内会連合会第 2 回理

事会（第 28 回北野ふれあい夏まつり実行委

員会） 
6/23（土）北野子どもみこし平成 30 年度

定期総会 
     （会長・栗原青少年育成部長） 
6/25（月）豊平体育館見学会（町連・朝日

ヶ丘町内会・上北野町内会）（備蓄倉庫他見

学、災害に関する学習会：役員 5 名参加） 
6/26（火）北野地区福まち研修会 
～誰もが最後まで自分らしい生き方が出

来る街づくりを目指して～ 
6/27（水）平成 30 年度北野中学校区地域

の子どもを育てる協議会総会 
7/ 1（日）第 18 回厚別川河川敷を歩く集い 
            （4 ㎞・7 ㎞） 
7/ 5（木）AM 町内会館防火設備の点検 
          （箭内防火管理者）            



（６）その他 
 ・女性部からのお知らせ 

① がん検診は 8 名の申込みがありました。 
② 北野ふれあい夏まつりは「焼きそば」 
を担当。多くの方が来ていただきたい。 

③ 女性部研修会を 9～10 月に行いたい。 
          （藤井女性部長） 

 ・当町内会と西北野町内会の交差点に「止ま 
れ」の標識を要請していますが、それまでは 
「徐行・注意」の表示をいたします。（会長） 
・当町内会の駐車場が５月に売却され使用で

きなくなりました。（夏まつりの場所使用

につきましては、現在交渉中です）（会長） 
・10 班の 26 戸目（最終）が入居されました。 

                 （会長） 
 
○審議事項 
 
（１）夏の町内夜間防犯パトロールについて 
   例年実施していますが、今年は 8/1～
8/25（盆 4 日なし）までの期間、役員・班長・

ボランティアの方でパトロール行います。（各 1
回）2 人 1 組の日程表は後日配布いたします。 
             （亀松防災委員長） 
 
（２）夏休み中のラジオ体操について 
   7/26（木）～8/4（土）の期間、町内会館

前及び朝日ヶ丘公園で午前 7 時 30 分から実

施いたします。ラジオ体操見守り当番表の作

成にご協力をお願いいたします。創立 50 周

年記念の子ども達への最終日のプレゼント

を考えています。 （栗原青少年育成部長） 
 
（３）区民夏まつり、北野ふれあい夏まつり 

協力について 
   北野ふれあい夏まつりは、7/21（土）、

7/28（土）は区民まつりが開催されますの

で、会長・厚生部・女性部・及び防災委員

会の方、協力をお願いします。 （会長） 
 
（４）当町内会の夏まつりについて  

8/26 日（日）に開催いたします。内容等

は別途担当打ち合わせ後ご連絡いたします。 
打ち合わせ後、各班長さんへは、前売券

販売の回覧、申込書の取りまとめ（コピー

等）チケットの配布及び集金等があります

ので、よろしくお願いいたします。 
 （会長・米山厚生部長） 

（５）その他   
  創立 50 周年記念事業執行計画（会長） 
 （記念事業及び執行概算予算額 15 万円） 

⑴ 新年会及び娯楽大会 
・歴代会長に感謝状・記念品（3 名） 

⑵ 町内夏まつり 
・ビンゴ大会に記念商品、出演者への謝礼 

⑶ 青少年育成部（7/7 実行済 45 名） 
・七夕まつり参加した子供に記念参加賞 

⑷ 落語を楽しむ会（北野地区に住む落語家） 
 桂 三段さん（桂文枝の弟子、吉本興業） 

11/10（土）を予定（詳細は回覧にて） 
⑸ 50 周年記録誌編纂費 
・記録誌 10 冊程度（町内会館閲覧用） 
（町内会長の挨拶・歴代会長名・歴代役員

名・事業記録・行事の写真・会員の思いで

数名 等々） 
  

      お守りください 

正しいルールを知り、安全に自転車を利用しよう 
 
○自転車に乗るときの心得 
・必要な点検や整備をする 
・二人乗り禁止 
・危険な荷物の積み方はしない 
・ヘルメット着用 
・反射器材を装備 
・スマートホン・携帯電話禁止 
・傘をささない 
・物を片手で担ぎ片手運転禁止 
・イヤフォンやヘッドフォン禁止 
・自転車損害賠償保険に加入 
 
○自転車安全利用五則 
⑴自転車は、車道が原則、歩道は例外 
⑵車道は左側を通行 
⑶歩道は歩行者優先で、並進の禁止 
⑷安全ルールを守る 
  ア 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 
  イ 夜間はライト点灯 
  ウ 交差点での信号遵守と一旦停止・安全確認 
 
※自転車のルールやマナーを無視した乗り方は 
 重大な事故につながる事があります。 
 
※お子さんへの注意喚起をお願いいたします。 
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平成 30 年度 第 3 回役員会 
 
○日時：平成 30 年 9 月 9 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 10 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日はご苦労様です。9 月 6 日午前 3 時 8 分の

胆振東部を震源地とする大地震には本当に驚き

ました。多くの犠牲者がでまして、ご冥福をお祈

りいたします。昨春の熊本、今春の大阪と地震が

起きています。北海道にも台風がすでに 3 個きて

この地震ですので、北海道は決して安全ではない

ことを認識しました。 
町内では家屋の倒壊もなくなによりでした。余

震がしばらく続きますので、今後も用心していた

だきたいと思います。 
当町内会の「夏まつり」は、台風の心配があり

ましたが、無事、役員・ボランティアの方々のご

尽力で町内 50 周年記念「夏まつり」を開催する

ことができました。盛りだくさんの内容で華やか

で良かったとおもいます。 
これからも、行事が続きますが、よろしくご協

力をお願いします。 
 
○報告事項 
 
（１）夏の町内夜間防犯パトロールについて 
  8/1（水）～8/24（金）の期間実施。各自日

時変更等調整いただき、事故等何事もありま

せんでした。ボランティア方々を含め皆様の

ご協力ありがとうございました。 （会長） 
 
（２）夏休み中のラジオ体操について 
  7/26（木）～8/4（土）の 10 日間実施。 
朝日ｹ丘町内会館前（子ども 22名大人 20名） 

 
及び朝日ヶ丘公園（子ども 21 名大人 11 名） 
4 日以上参加された方に景品（お茶、菓子等） 
をお渡しいたしました。見守り当番の方々有 
難うございました。来年も開始時間を 7 時 30 
分から実施したいと思います。 
        （栗原青少年育成部部長） 

 
（３）当町内会の夏まつりについて 

8/26（日）実施しました。内容につきまし 
ては、挨拶の中で述べさせていただきました

が、今年は大変盛り上がりました。皆様あり

がとうございました。      （会長） 
収支決算につきましては、別紙計算書の 

とおりです。実質経費は昨年比若干の減額と 
なっております。 
 開催時間が長い、子ども達の手伝いが大変、

チケット制が良かったなどのご意見があり

ました。来年の開催に向け、場所の縮小もあ

りますので、役員会等で検討したいと考えて

おります。       （米山厚生部部長） 
 
（４）北野くらぶ in 朝日ヶ丘（第 2 回）につ

いて 
  8/23（木）10 時～12 時 30 分 30 名の参加 
で実施。清田介護予防センター久保講師によ 
り、昭和 30 年代の札幌市及び道内の様子が 
上映された。当時を懐かしみつつ鑑賞し楽し 
みました。         （田村副会長） 

   
 
（５）外部会議等の出席報告 
 7/18（水）地下鉄東豊線建設促進期成会連合

会「平成 30 年度定期総会」 
   夏の交通安全市民総ぐるみ運動：三菱自

動車北野店前駐車場 （会長、寿会 23 名） 
   平成 30 年度札幌市民防災団体連合会定

期総会 



 
 7/21（土）北野小学校第 41 回学校公開日 
   第 28 回北野ふれあい夏まつり 

7/28（土）清田区民まつり 
8/ 4（土）札幌市がん検診（7 名参加） 
  北野西地区「子どもみこし」運営委員会 
                 （会長） 
8/ 5（日）●帯川トミ子様（1 班）ご逝去 
8/ 7（火）●佐々木セツ子様（2 班）ご逝去 
8/23（木）北野地区町内会連合会第 3 回理事 

会              （会長） 
 8/27（月）第 2 回北野地区社会福祉協議会福

祉のまち推進センター推進委員・協力員研

修会：講演（清田区社会福祉協議会  
  荒 正和氏）～福祉推進委員の役割と見守

りの基本について） 
 8/30（木）平成 30 年度札幌防火管理者協会 
  防火管理セミナー「命を守る準備と行動～

事業所における防火・防災対策～」 
 8/31（金）平成 30 年度清田区防災訓練 
       （美しが丘緑小学校：各会長） 
 9/ 2（日）北野まきば町内会「秋まつり」 

（林相談役） 
  

（６）その他 
 ・スズメバチの巣の駆除について 
  9/9（日）町内会館の床下（ステージの真下）

にスズメバチの巣があると佐藤寿会会長か

ら通報があり、専門業者に依頼し駆除しまし

た（黄色スズメバチ、巣：約 25 ㎝、5 段）。 
 ・胆振東部地震対応について 
  9/8（土）町内会館の厨房のコップ破損物の

処理、引出しの片づけ等を木村会館運営委員

長及び田村副会長が行って下さいました。 
・赤い羽根募金について 

  町内会として対応します。個人的には街頭

等ご協力ください。 
 ・清田消防署立入検査について 
  9/2（日）11 時清田消防署 2 名による立入

検査があり、消火器、避難誘導灯、火災報知

器等を確認しました。指導 2 件①地下 1 階の

ストーブ横のカーテンは 10 ㎝以上離すこと

②毎年 2 回以上防火訓練を行うこと。 
  ②については役員会で検討。 
            （箭内防火管理者） 
 
 
 

 
○審議事項 
 
（１）敬老祝品の贈呈について 
  対象者 36 名、9/13（木）の福祉委員会で

決定し、9/15 日までに各福祉委員より商品券

を贈呈いたします。       （会長） 
 
（２）秋の交通安全運動について    
  9/21（金）14：30 から北野まちづくりセン

ター前で行う予定。北野小学校生徒と街頭啓

発を行います。         （会長） 
 
（３）秋の火災予防運動について 
  10 月の火災予防運動期間に合わせ、防災予 
防の旗（作成中）を掲げます。  （会長） 

 
（４）福祉懇親会（70 歳以上一人暮らしの方）

について 
  9/30（日）10 時から開催します。現在 31 
名の該当者に案内中。      （会長） 

 
（５）ハローウィンの集いについて 
  10/27（土）13：30 から実施予定。後日回

覧を回しますので、ご協力をお願いいたし

ます。提供家庭（お菓子等自己負担）も募

集いたします。 （栗原青少年育成部部長） 
 
（６）平成 30 年度福祉除雪について 
  対象：70 歳以上一人暮らしの方。清田区役

所で 9/3～10/4 まで募集があります。（会長ま

でご連絡下さい）また、清田区からボランテ

ィアも募りますので、ご協力をお願いいたし

ます。             （会長） 
 

（８）次年度班長について 
  早めの打診、ご指名をお願いいたします。    

（会長） 
（９）その他 
  ・女性部研修会について 

9/12（水）女性部研修会を行います。現在

34 名出席予定。リンパケアを行います。 
          （藤井女性部部長） 
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平成 30 年度 第 4 回役員会 
 
○日時：平成 30 年 11 月 11 日(日) 
      19 時 00 分～21 時 00 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日、ご苦労様です。初雪が例年になく遅い年

になっています。日暮れが一段と早くなり、肌寒

さが身に染みてまいります。風邪が流行っていま

す。健康管理には十分気をつけてください。 
 町内会 50 周年の落語独演会、皆様のご協力で

楽しく過ごすことができました。お礼申し上げま

す。 
これからも行事が続きますので、ご協力をお願

いいします。 
 
○報告事項 

(1) 敬老祝品の贈呈について 

     当初の対象者に漏れ等があり、最終 40

名の方々に商品券を贈呈いたしました。 

                  （会長） 

 (2) 秋の交通安全運動について 

    9/21（金）14：30 から北野町づくりセン

ター前にて北野小学校生徒と共に街頭啓 

発を実施。寿会 10数名参加  （会長） 

 (3) 秋の火災予防運動について 

    町内の消火栓のところに「防火・防犯」

の旗及び交差点に「交通安全」の旗を掲げま

した。      （会長、箭内防火管理者） 

(4) 福祉懇親会（70歳以上ひとり暮らしの方）

について           

    9/30（日）10～12 時の 2時間実施しまし

た。一人暮らしの方、福祉委員・協力員 35 

名参加していただき、昭和 3～40年代の懐

メロを組み入れた映像を鑑賞しました。そ

の後、昼食会を行いました。 

            （田村副会長） 

(5)  ハローウｲンの集いについて 

    10/27（土）13：30から実施。当日は暴風

警報が出ていたため、各ご協力家庭には回

らず、町内会館で行いました。子ども 37名

の参加で、協力軒数 16軒の方々から「わた

あめ」「イラスト」「手作りお菓子」等をい

ただき楽しく行いました。ご協力家庭の皆

様ありがとうございました。来年も行いた

いと思います。 （栗原青少年育成部部長） 

(6)  次年度班長さんについて   （各班長） 

    1班   さん 2班   さん 

    3班   さん 4班   さん 

    5班 藤井さん 6班   さん 

    7班   さん 8班 若林（孝）さん 

    9班   さん 10班 松谷さん 

(7) きたのくらぶ in朝日ヶ丘（第 3回）につ

いて 

   11/2(木)36 名の参加で実施。そば打ち３

段の会長からそば作りのご手本を披露し

ていただき、6 グループに分かれ手打ちそ

ばをご指導の下作り、昼食方々和気あい 

あい 12時過ぎまで楽しくいただきました。

今年度の福祉事業行事はこれで終了いた

しました。       （田村副会長） 

 (8) 女性部研修会について 

   9/12(水)34 名参加でリンパ・ケアを実施

いたしました          （会長） 

(9)外部会議の出席報告について 
  9/15（土）北野地区災害時搬出・避難訓練 
          （町内会役員 7名参加） 
  9/19（水）町内主要道路の草取り清掃 

（寿会） 
  9/21（金）秋の交通安全街頭啓発 
   （北野町づくりセンター前） （寿会） 



  
 10/ 4（木）第 9 回北野のカレー（北野小学 

校交流給食）      （根本部長） 
  10/10（水）●我妻トミエ様（3 班）ご逝去 
  10/25（木）北野地区町内会連合会第 4 回理

事会、北野地区福祉のまち推進センター

運営委員会 
       札幌市防火管理者協議会自衛

消防訓練（札幌コンベンションセンター） 
            （箭内防火管理者） 

11/ 4  (日) 平成 30 年度清田区防災研修 
   ・異常気象と災害にどう備える 
   ・何を備える？どうしまう？～家庭

備蓄の備え方 （会長・箭内防火管理者） 
11/ 5（月）札幌市防火管理者協議会セミナ

ー 石原良純氏講演（ロイトン札幌） 
          （箭内防火管理者） 
11/10（土）桂 三段師匠落語独演会（町内

会創立 50 周年記念）  51 名参加 
11/11（日）北野町内会連合会第 11 回北野

地区ボーリング大会 
 (10）その他  
  ・パートナーシップ除排雪実証実験（当町

内会申請中）結論はまだ出ていません。 
  ・駐車場跡に来年 2～3 月一戸竣工予定、

隣の 2 区画も売却された模様。 
  ・町内会館前の道路を市道とするため、持

ち主及び町内会長名で申請した。 
    （認可は 2～3 年後） 
 
○審議事項 

(1)  防火訓練について 

    清田消防署の指導及び法的にも義務付

けされているため、年明けに実施を予定し 

企画・検討しております。   （会長）  

(2) 子どもクリスマス会について 

    12/9（日）11 時から開催します。たくさ

んの子ども達、参加してください。 

（栗原青少年育成部部長） 

(3) 年末子ども防火防犯パトロールについて 

   12/9(日)子どもクリスマス会ビンゴ大

会終了後、14 時から町内をパトロールし

ます。詳細は参加人数が決まってからご

連絡いたします。 

本日回覧を回しております。 

      （栗原青少年育成部部長） 

 

 

(4) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   平成 31 年 1 月 13 日(日)11 時から町内

会創立 50周年記念として開催します。新

年交礼会及び娯楽大会については、準備

予定もあるため、案内の回覧（12/14〆）

を回しますのでよろしくお願いいたしま

す。              （会長） 

(5)  今年度第２回資源回収について 

11月 23日（木・祝）9時に実施します。 

資源回収物の表示をして玄関前(道路側)

に出してください。       （会長） 

(6)  2019・2020 年度朝日ヶ丘町内会役員選考

員会発足について 

        次年度は役員（会長他）の改選となりま

すので、現各班長及び各班から 1名計 20名

で選考委員会を立ち上げいたします。後日

集まっていただき選考していただきたい

と思います。           （会長） 

(7） その他  

   ・冬の防犯パトロールについて 

    昨年、寒波・大雪・凍結等で中止といた 

しました。今年度以降も同様の状況が見込 

まれるため、今後は中止いたします。 

               （会長） 

・検討事項 

 現在、各委員会・各専門部の役員の皆様 

に、町内会規程に基づき活動をお願いして 

おります。今般役員会におきまして、各行 

事の実行に当たり、業務分担についての線 

引きが明確でなく、引継ぎの際個々に異な 

ることもあるとのご意見がありました。 

上記のご意見から、役員交代時に円滑な 

引継ぎができるよう、実績等を踏まえた対

応を継続して審議することとした。 

           （会長） 

 

ご注意願います！ 
 
 最近、特殊詐欺の被害が増加しております。 
 
 金品を要求された場合は、必ず家族の方、 

知人等に相談し、不審なときは、警察へ通 
報して下さい。 

 

 



朝日ヶ丘町内会 
 
会長 尾上潤吉 

総 務 だ よ り 
町内会 HP ; new.kitanotiku.com 

第   １１１   号 
平成 31 年 1 月 30 日 
編集 ： 総務部 

平成 30 年度 第 5 回役員会 
○日時：平成 31 年 1 月 20 日(日) 
      19 時 00 分～19 時 45 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
○会長挨拶 
 本日は、ご苦労様です。13 日の当町内会創立 50
周年の新年交礼会は厚生部・総務部を中心として、

各役員のご協力を得まして無事終了できました。

感謝申し上げます。本日は 24 節季の大寒にあた

ります。2 月 4 日の立春までの間が、1 番気温の

下がるとのことですので、風邪、インフルエンザ

に気をつけて下さい。 
本日は、2,3 月に向けました業務審議ですので、

建設的なご意見をよろしくお願いします。 
○報告事項 
(1)冬の交通安全市民総ぐるみ運動について 

  11/13(火)西友清田店前の国道 36線沿いで

寿会の方々が街頭啓発を実施しました。（会長） 

(2)防火訓練について 

  2月に実施予定。別途連絡します（会長） 

(3)子どもクリスマス会について 

  12/9（日）11時から実施しました。大人 34

名、子ども 49 名計 83名参加で、カレンダー作

り、ビンゴ大会、サンタ（会長）からのプレゼ

ントを行い、楽しみました。 

（栗原青少年育成部部長） 

(4)年末子ども防火・防犯パトロールについて

12/9（日）子どもクリスマス会終了後 26名 

の参加で、町内会館から 20分程度の行程で無 

事実施いたしました。（栗原青少年育成部部長） 

(5)新年交礼会・娯楽大会の開催について 

  1/13(日)11時から開催いたしました。参加 

者は、ご来賓を含め 62名、娯楽大会も行いま

した。支出は飲み物等の数量を抑えたものの、

単価アップで前年並みとなっております。

（収支決算報告説明）（会長、米山厚生部部長） 

※参加者が囲碁 3名、麻雀 4名と少なく、来 

年からの実施有無を検討しています。 

(6)  今年度第２回資源回収について 

11月 23日（木・祝）実施。5月実施分と

合わせ 1/5に区役所に申請しました。 

   （奨励金 4,000円の予定）  （会長） 

(7)  2019・2020 年度朝日ヶ丘町内会役員選考員

会発足について 

   11/25 現班長及び各班 1名の 20名で発足 

  委員長 林さん（4 班）、副委員長 阿部さ

ん（7 班）結果は 4 月の総会で報告（会長） 

 (8) 外部会議等の出席報告（会長・役員・各専

門部等） 

10/ 8（月）●榎 花見様（6班奥原宅）ご逝去 

11/12(月)平成 30年度北野地区除雪連絡協議会 

11/15（木）平成 30年度清田区地域防犯ネット 

ワーク会議防犯講習会 

北野地区福祉のまち推進ｾﾝﾀｰ介護者の集い 

11/17（土）第 44回北野小学校学習発表会 

11/29（木）北野地区地域ケア会議（社協・介護

予防センター北野・平岡）      （会長） 

12/ 1（土）第 30回青少年音楽の広場 

12/ 6（木）北野中学校区 地域の子どもを育て

る協議会講習会～命の大切さを学ぶ教室～ 

12/ 7（金）平成 30年度清田区福祉のまち推進

センター活動交換会 

12/11（火）平成 30年度第 2回北野小学校スク

ールゾーン実行委員会 

スクールゾーン時間変更（11/14から実施） 

 （自転車除く 土・日・祝日除く） 

変更前：8：00～16：00 

変更後：7：30～9：00 14：00～16：00 

12/13（木）北野町内会連合会第 5回理事会 

第 6回福祉のまち推進センター運営委員会 

12/21（金）町内会館年末大掃除（寿会） 

12/21（金）北野 4条 1丁目・西北野町内会との

交差点に「止まれ」標識設置 

1/ 5（土）北野地区町内会連合会新年交礼会 



1/ 8（火）清田区新年交礼会   （会長） 

1/ 9（水）平成 30年度避難場所運営研修会 

    （会長、総務部長、箭内防火管理者） 

1/11（金）あしりべつ郷土館まつり 

1/17（木）●小堀ちや様（6 班西川宅）ご逝去 

1/19（土）寿会新年会 

新春子どもかるた大会（北野連合会館） 

(7） その他 

・次年度班長 
1班 舟根さん、2班 今城さん、3班 銭目さん 

4班 未定、  5班 藤井さん 6班 蔵本さん 

7班 佐藤さん 8班 若林（孝）さん 

9班 橋田さん 10班 松谷さん 

○審議事項 
(1)２．３月の町内会費の徴収について 

 例年通り 3月分の会費を 2月上旬までに前倒し

徴収願います。会員の皆様には年度決算の関係上、

ご協力をお願います。         （会長） 

(2)パートナーシップ除排雪の実施について 

 2月 5～7日に実施予定。会長から注意事項を含

めチラシを回します。 

（協力会員へも配布願います） （会長） 

(3)女性部行事について 

  2/24(日)ひなまつり会を実施予定。クレープ

を作って楽しく食します。別途回覧いたします。 

（重堂女性部副部長） 

(4)４月の平成 30年度町内会総会について 

 平成 31 年 4 月 14 日（日）に平成 31 年度定期

総会を行います。          （会長） 

(5)その他 

ご意見 

・北野通り側信号機の設置希望についての情報を

ご意見として伺いました。 

・町内会 HP が単独での設置が可能と思われるた

め、「ワードプレス」に詳しい方、お手伝い願えま

せんか。（野崎会計部長まで） 

 
＜新年交礼会：会長あいさつ＞（要旨） 
             平成 31年 1月 13日 
○皆様 新年あけましておめでとうございます。

元気で、平成最後の新年を穏やかに迎えられまし

たことに、感謝申し上げたいと思います。そして、

昨年の胆振東部地震え被災された皆様に、心から

お見舞い申し上げます。 
○本日は、当町内会の創立 50 周年という節目の

新年会を迎え、日頃から大変お世話になっていま

す、北野地区町内会連合会の伊藤会長にも、ご臨

席いただきました。感謝申し上げます。 

○当町内会は、1968 年（昭和 43 年）に世帯数 13
戸からスタートしまして、今年度で 50 年目に当

たります。本年度で世帯数が 300 を超え、大きく

なり、環境も賑やかになりました。予算の関係も

ありましたが、50 周年目に当たり特別に大掛かり

なイベントはしませんでした。年間の事業を冠事

業にし、予算を少し厚くして、皆様に年間を通し

て、楽しんで頂こうと計画しました。七夕まつり、

夏まつり、ハローウィン、桂三段さんの落語会、

クリスマス会、そして本日の新年会であります。

ホームページも進めております。各種行事が役員

はじめ、皆様のご協力により、無事に執行されて

おります。感謝申し上げます。 
○私ごとですが、父が町内会に来たのは、1972 年

（昭和 47 年）7 月で、町内会ができて 4 年目で

あります。札幌冬季オリンピックが開催された年

でした。周囲にはまばらにしか家がなくて北星大

学まではっきりと見えました。会員数が増えるに

つれて高架水槽で供給していた水道水が不足し

て、我が家では井戸掘り工事を頼みました。また、

初代会長の菅原安信（HTV:北海道テレビのキャス

ター）さんは 1964 年（昭和 39 年）東京オリンピ

ックが開催された年の 12 月に、町内第 1 号の入

植者になりました。でも、電気・水道がままなら

ない状況で生活を始めたそうです。以来、街路灯・

水道・道路舗装・水洗工事・吉田川河川工事など

をはじめ、除雪問題、町内会館建設など、入会さ

れてきた諸先輩方が一致団結し、多額の浄財の提

供もいとわず、苦労して今日まで改善を進めてこ

られましたことに敬意を表します。 
○昨年の 9 月 6 日に胆振東部地震が起こり、ブラ

ックアウトになるという、大災害になりました。

この地震が厳寒期に起こったらどうなるのかと

想像すると、冷や汗がでます。今後も引き続き、

準備を個人個人でも進めていただき、そして隣近

所との絆をなお一層強めて頂きたいと思います。 
○現役で働く年齢が高くなってきています。町内

会の役員のなり手が難しくなってきています。人

生 100 年時代と言われています。高齢者も自分を

年寄りだと思わず、現役の若い人も忙しいと言わ

ず、今後の町内会 100 年に向かって、大いにボラ

ンティア精神を発揮していただき、様々な行事を

皆さんで楽しみながら実施していただければと

思っています。 
 
 簡単・措辞ではありますが、年頭の挨拶といた

します。 



朝日ヶ丘町内会 
 
会長 尾上潤吉 
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平成 30 年度 第 6 回役員会 
 
○日時：平成 31 年 3 月 10 日(日) 
      18 時 30 分～18 時 55 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日は、ご苦労様です。 

9 月の胆振東部地震から早半年が過ぎました。

生活を取り戻しての復興には長い年月がかかり

そうです。 
今年のパートナーシップ排雪は、実証試験に参

加しましたので、排雪が少なく順調に早く終わり

ました。タイミングよく暖気の気候により、雪解

けが進みすっかり春らしくなってきました。 
相変わらず風邪やインフルエンザが流行って

います。ご自愛ください。 
本日は、今年度最後の役員会です。この１年間

の皆様のご協力に心からお礼申し上げます。今日

の役員会は平成 31 年度定期総会に向けての審議

です。会議終了後は、若干飲み物等を用意してお

ります。のどを潤しながら反省懇親会を行います

ので、皆様ご都合が許す限りご参加をお願いしま

す。 
 
○報告事項 
 

 (1)町内の排雪終了について 

  排雪期間が 2/5（火）から 7（木）で実施。今

回は実証試験（清田区で 9町内会）で 10ｍ以下

の道路は 20 ㎝残す排雪のため早い時間で終了

しました。費用も予算範囲内でした。今後、札

幌市から各戸に実証試験に関するアンケート

調査がありますので、ご協力をお願いいたしま

す。               （会長） 

 

(2)次年度班長について（再確認） 

1 班 舟根さん    2 班 山川さん 
  3班 銭目さん    4班 田村（金）さん 

  5班 藤井さん    6班 蔵本さん 

7班 佐藤（大）さん 8班 若林（孝）さん 

  9班 橋田さん    10班 松谷さん 

 

 ※総会終了後、新旧班長さんで引継ぎを行いま

すので、出席方お願いします。 

 

(3)外部会議等の出席報告（会長・役員専門部等） 

  2/12（火）認知症カフェ（連合会館）  

              札幌防火管理者協議会主催「防災

研修会」（道新ホール）北大講師による講演 

「防災の心構え」   （箭内防火管理者） 

  2/14（木）北野地区町内会連合会第 6回理事

会               （会長） 

  2/17（日）青少年の集い「雪と遊ぼう 2.17」

（吉田川公園・朝日ヶ丘町内会館） 

  2/19（火）清田区災害時要支援者の集い 

                 （連合会館） 

 2/24 (日)女性部行事「 ひなまつり会」 

    22名参加 クレープ作り、ピニャー 

 タ（くすだま割のようなこと）で楽しみまし 

 た。          （藤井女性部部長） 

 2/27（水）●立花十生様（8班）ご逝去 

 3/ 5（火）平成 30年度北野地区防災研修会 

 3/ 9（土）平成 30年度朝日ヶ丘町内会防災研 

修会 

 

(4)その他 

  ＮＴＴから、町内会館入口の電柱の差替えの 

 連絡があり、街灯の交換を含め約 5万円の経費 

 が掛る見込み。 

 町内会館前の元駐車場に住居が建築されて 

いるため、会館前の駐車は困難となりました。 

  利用者のご協力をお願いします。 



○ 審議事項 

 

（1）平成 31年度総会準備と役割分担（案）につ

いて 

1）総会日時 

平成 31年 4月 14日（日） 

午前 10 時から２時間の予定 

2）場所 

朝日ヶ丘町内会館 

3）総会の準備日程 

①会計監査 

・平成 30年度一般会計・特別会計収支決算 

締切  3/31（日） 

 ・平成 30年度一般会計・特別会計収支決算 

監査  3/31（日）10時～ 

 ②総会資料の作成と役割分担 

・専門部の主な年間活動 

    3月末までに取りまとめ  （各専門部） 

 ・平成 30年度事業実施・平成 31年度事業計

画（案） 4/4（木）まで   （会長・総務） 

・平成 30年度会計決算・平成 31 年度会計予

算（案） 4/4（木）まで  （会長・会計）  

・表紙・総会次第・目次 4/4（木）まで 

（会長・総務） 

 ・会員の変更等の連絡 4/3（水）まで 

            （会長、総務、班長） 

  ・総会資料印刷作業 

4/5（金）   （会長・総務・会計） 

・総会案内・委任状配布 4/1（月） 

（総務･班長） 

・委任状集約 4/3～総会当日まで（広報･班長） 

・顧問・来賓への案内状 4/1（月） （会長） 

 *総会資料綴込み作業  

4/6（土）16時 町内会館（役員全員） 

  *総会資料会員へ配布 4/11（木）まで 

（各班長）      

 

4）総会当日の役割分担 

 ①会場設営・打ち合わせ 4月 14日（日） 

  午前 9時          （役員全員） 

 ②受付・出席数と委任状の集約 

             （広報・新旧班長） 

 ③総会開会宣言        （副会長） 

 ④総合司会・総会記録（写真） （総 務） 

 ⑤会長 挨拶         （会 長） 

 ⑥総会成立宣言        （広 報） 

 ⑦議長 選 出        （   ） 

 ⑧議事録署名人選出    （  ・  ） 

 ⑨事業報告・事業計画案説明  （会 長） 

 ⑩会計決算報告・会計予算案説明（会 計） 

⑪新旧役員挨拶の進行      （総 務） 

役員の交代・班長・女性部 

 ⑫総会閉会宣言        （副会長） 

 

町内会総会のお知らせ 
～町内会の活動・収支の報告・議決～ 

日時：平成 30 年 4 月 14 日（日曜日） 

    10 時から 2 時間程度 

場所：朝日ヶ丘町内会館 

議題：平成 30 年度活動報告・予算決算 

   平成 31 年度活動(案)・予算(案) 

※事前に総会資料をお渡しいたします 

 

皆様の出席をお願いいたします。 

 ご都合で出られない場合は「委任状」を 

各班長さんへお渡し願います。 

 

     防災資料お知らせ 

・冊子名：東京防災（無料アプリ有） 

・内容：簡易トイレの作り方、新聞紙で暖を

とる、使い捨てカイロの使い方、など厳寒時

等の対策が冊子となって便利です。 

・金額：１３０円（税抜き） 

・販売：東急ハンズ 

※会館に数冊見本を備える予定 

 


