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平成 31 年度朝日ヶ丘町内会定期総会（概要） 
 
○日時：平成 31 年 4 月 14 日(日) 
         10 時 00 分～11 時 10 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 7 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、多くの方々にご出席いただきまして有

難うございます。議員の先生方にはご多忙中にご

臨席いただきまして誠に有難うございます。 
 本日は、平成 30 年度の事業実施報告及び会計

決算の承認と、平成 31 年度（5 月からは令和元年

となりますが）の事業実施計画及び会計予算のご

審議を頂くものであります。 
 昨年は当町内会創立 50 周年という節目の年に

当たり、多くは冠事業として予算を執行しました。

また、パートナーシップ除排雪では、北野地区で

唯一当町内会が実証実験に参加しました。予算の

軽減に貢献しました。皆様にはアンケートでご協

力いただきまして、有難うございました。今後、

札幌市において実証実験の結果等を踏まえて方

向性を検討することになっています。これからも、

排雪量を少なくする方向の実験が行われること

になった場合、当町内会としても大いに参加して

いきたいと思っています。 
 皆さまのご協力をお願いいたします。それでは、

ご審議の方をよろしくお願いいたします。 
 
○来賓ご挨拶 
伊藤 様 

高木自由民主党札幌市支部連合会長秘書   
梶谷 大志 様 北海道議会議員 

○総会成立報告（東広報部長） 
 本日出席者 73 名、委任状 137 名、合計 210 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 30 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 
・50 周年記念事業報告（七夕まつり、ラジオ体操、

町内夏祭り、ハローウィン、桂三段師匠落語独演

会、子どもクリスマス会、新年会及び娯楽大会） 
・昨年 9/6 の胆振東部地震の影響で防災等の研修

会が多く開催されました。 
・豊平警察署に「止まれ」標識設置要請の結果 12
月に当該場所に設置されました。今後交通事故の

発生を防げるものと思います。 
・交通安全街頭啓発は年 4 回実施、寿会の皆さん

に参加していただき、感謝申し上げます。 
・きたのくらぶ in 朝日ヶ丘、年 3 回実施、70 歳

以上お一人暮らしの方との懇親会等福祉事業も

実施しました。 
 
○平成 30 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。 
※雑収入：寄附金 2 件 11 万円 
 防災対策費：蜂の巣駆除 5 万 4 千円 
 



○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。 
 
＊以上の事業実施報告、収支決算報告及び監査報

告について、拍手を持って承認された。 
 
○平成 31 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

きたいと思っています。 
・パートナーシップ除排雪については、経費の

軽減から今後も実証実験的企画に参加します。 
・今年度の資源回収の日は、5/11、11/9 の 2 回

を予定しています。 
 ・班懇親会の予算は減額しましたが、何らかの

形で皆さんが気軽に集える場を企画したいと

思います。皆様のお知恵もお願いします。 
 ・夏祭りの企画も、従前の駐車場に住宅が建っ

たため、開催方法も役員会で検討したいと考え

ています。 
 
○平成 31 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。 

・各種修繕費で街路灯 2 灯の LED 電球交換費用

を計上。 
・班懇親会に代わる各班会合懇親会経費を計上 
・「除雪特別会計」で今年度の実証実験結果を踏ま

え、継続して参加し、予算内での執行を見込む。 
 
＊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事項（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）町内会会則の一部改正（案）について 

（尾上会長） 
 総会資料 19 ページに基づき提案 
第 15 条について、現行では顧問に変更がなく

ても、毎年総会の議決が必要と解釈されるので、

新たに顧問を選出したときのみ、総会の承認を要

することとしたい。かつ変更があった場合は総会

の議案には出さず、皆様への報告事項といたした

い。 

＊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 31 年度新旧役員挨拶 
・班長(旧) 

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 

・女性部(旧) 
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 

・班長（新） 
1 班 舟根様、2 班 山川様、3 班 銭目様 
4 班 田村（金）様、5 班 藤井様、 
6 班 蔵本様、7 班 佐藤(大)様、 
8 班 若林（孝）様、9 班 橋田様、 
10 班 松谷様 

・女性部(新) 
1 班 大田様、2 班 森岡様、 
3 班 高橋様、4 班 田村副部長様、 
5 班 土井様、6 班 八鍬様 
7 班 平田様、8 班 根本様 
9 班 小林様、10 班 坂本部長様 
 

○閉会のことば（都澤副会長） 
 

第一回資源回収日 
 
 例年、年二回資源回収を行っております。 
 第 1 回目は以下のとおりですので、ご協力を

お願いいたします。 
 
日 時；令和元年５月１１日（土曜日） 
    午前９時 
出し方；各家庭の玄関前  

道路寄りに出してください 
回収物；鉄等金属類（自転車、鍋、金属製品）

古着類（要洗濯） 
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令和元年度 第１回役員会 
 
○日時：令和元年 5 月 19 日(日) 
      18 時 30 分～19 時 15 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、今年度第 1 回目の役員会を始めます。 
 今年度は役員改選があり、4 月 14 日の総会で、

選考委員会の推薦通りに承認され、私が今後 2 年

間会長を引き続きお引き受けいたしました。 
 また、副会長の田村さん、都澤さんは留任して

いただき、新しく清水さんにもお願いしました。

総務部長・副部長、会計部長・副部長、監事の近

藤さんにも留任していただき、新しく西田さんに

監事をお願いし、総会で承認されまして、2 年間

のご苦労を引き受けていただきました。 
そして、専門部の部長・副部長さんにもご無理

をお願いして引き受けていただきまして、有難う

ございました。 
女性部と班長さんの任期は 1年ではありましが

よろしくお願いします。 
町内会としての基本方針は、総会資料に載せて

おります。安全・安心で、つながりのある明るい

町内会になるよう、微力ながら尽くしたいと思っ

ておりますので、皆様のご協力をよろしくお願い

します。 
今晩は、早めに会議を済ませまして、軽く懇親

会を開催しますので、皆様には残ってご参加くだ

さい。 
  

 
 

 
 
○報告事項 

 
(1)総会実施の報告 
 平成 31 年 4 月 14 日(日)午前 10 時から定期総 
会を実施。会員総数 305 人の内、出席者 73 人、

委任状137人、合計210人で過半数に達しました。

前年より若干減っていますので、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） 
・3/22 （土）北野地区町内会連合会青少年育成 

 部研修会 （栗原青少年育成部部長） 
・4/  8 (月）北野小学校入学式   （会長他） 
・4/  9 (火）北野中学校入学式    （会長他） 
・4/20（土）寿会総会        （会長） 
・4/21（日）北野地区町内会連合会第 37 回定期

総会 
・4/22（月）平成 30 年度札幌市住民組織助成金

に対する収支決算書提出 
・4/24（水）町内会館・法人道民税減免申請手続

き（減免額 2 万円）（市民固定資産税

85,400 円、都市計画税 18,300 円：減

免） 
・4/26  (金)●竹内千文様（7 班）ご逝去 
・5/10 （金）令和元年度北野地区町内会連合会

保険衛生部会議 
・5/11（土）町内会資源回収 
     （次回：11 月 9 日(土)予定） 
・5/14（火）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） 
・5/16（木）北野地区町内会連合会第 1 回理事会 
・5/18（土）吉田川河岸草刈清掃（20 名参加） 

あしりべつ川ヤマメ稚魚放流 
・5/21（火）札幌市防火管理者協議会総会（ロイ

トン札幌）当町内会が優良事業所表彰

を受けます   （箭内防火管理者）       



 
 
 (3) その他 
 ・町内会行事での傷害保険を掛けています。事

故、ケガ等の場合は会長までご連絡ください 
・町内会会員資料の 7 班は竹内様が逝去されまし

たので、１名減と修正します。また、近々３件程

増える見込みです。 
・町内会館の蛍光灯 2 灯を LED に取り替えまし

た（米山厚生副部長さん作業有難うございました）

今後、予算の範囲内で全灯取替え、光熱費の節減

を図りたい。 
 
○審議事項 
 
(1) 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 39 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。 
 
(2) ５・６月（当面）の行事計画について 
・5/23（木）あしりべつ郷土館運営委員会令和元

年度通常総会 
・5/24（金）町内会館清掃（寿会） 
・5/27（月）令和元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）令和元年度地区懇談会 
 
(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：5 月母の日、7 月海

の日のため翌週、1 月新年交礼会のため翌々週） 
・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 
 ・町内会の夏祭りは 8/25（日）で取り組みま

す。駐車場スペースが無くなったため、どの 
ように行うか役員会で検討したいと思います。 
・班懇親会を止めましたので、全体での集まり 
会を年 1～2 回どのように行うか役員会で検討 
したいと思います。 
・冬の防犯パトロールは取り止めしました。 
・パートナーシップ除排雪は前年度の実証試験 
の形態を予算上要望したいと思います。 

 
○各役員の自己紹介 

 
 

 

町内会運営の基本方針 

（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！！ 

 
 



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   １１５  号 
令和元年 7 月 24 日 
編集 ： 総務部 

 
令和元年度 第 2 回役員会 
 
○日時：令和元年 7 月 14 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 45 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 皆様こんばんは、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。最近は、暑いような

肌寒いようなはっきりしない気候が続いていま

す。風邪などひかないようにご自愛ください。 
今月の役員会は当初 21 日の予定でしたが、私

が参議院選挙の投票立会人に選任され、いちにち

北野小学校にいることになりましたので、変更し

ました。本日の審議よろしくお願いします。 
 
○報告事項 
 
（１）きたのくらぶ in 朝日ヶ丘（第１回）につ

いて 
   福祉推進行事として年 3回企画していま

す第 1 回を 6/25（火）65 歳以上の方及び

福祉委員計 35 名の参加で、たこ焼きづく

り行い、楽しくいただきました。食してい

る時間が長くなり、カラオケはできません

でした。           （会長） 
 
（２）七夕祭りについて 
      7/6（土）14 時 30 分から子ども 48 名、

保護者 20 名計 68 名の参加で実施。提供世

帯 15 戸。会長宅を全員で行き、その後 2
グループで回り、お菓子をいただきました。

何事もなく無事終了いたしました。ご協力

ありがとうございました。 
          （栗原青少年育成部部長） 
 
 

 
（３）女性部がん検診・研修会 
・7/6（土）13 名ががん検診を受けました。 
・6/12(水)に研修会を企画しましたが、参加希 
望が少なく、中止となりました。 
            （坂本女性部部長） 
 
（４）外部会議等の出席報告 
  5/18（土）●佐藤美津江様（4 班）ご逝去 
  5/19（日）●高橋キミ様（5 班）ご逝去 
  5/21（火）札幌市防火管理者協議会総会 

平成30年度優良事業所表彰授与（当町内会） 
  5/22（水）●簾内喜男様（5 班）ご逝去 

5/23（木）あしりべつ郷土館運営委員会令

和元年度通常総会 
5/27（月）令和元年度北野地区社会福祉協

議会総会及び福祉のまち推進センター第 1 回

運営委員会 
5/28（火）第 1 回町内福祉推進委員会 
5/31（金）令和元年度北野地区交通安全実

践会総会（会長） 
6/ 1（土）北野小学校運動会（役員他） 
6/ 8（土）●濱田政幸様（3 班）ご逝去 
6/12（水）令和元年度北野「地区懇談会」 
6/13（木）札幌市民防災団体連合会役員会 
6/18（火）令和元年度第 1 回北野小学校ス

クールゾーン実行委員会 
6/20（木）北野地区町内会連合会第 2 回理

事会（第 29 回北野ふれあい夏まつり実行委

員会）、福祉の町推進センター第 2 回運営委

員会               
6/22（土）令和元年度北野子どもみこし運

営委員会定期総会 
6/23（日）札幌市子ども会育成連合会定時

総会･･･無事故褒章の表彰を受けました（札

幌市教育文化会館）（栗原青少年育成部部長） 
6/26（水）令和元年度北野中学校区地域の

子どもを育てる協議会総会 
 



7/ 5（金）第 1 回北野地区福祉のまち推進

センター研修会「福祉推進委員が支える、安

心して暮らせる福祉のまちづくり」 
7/12(金)令和元年度福祉のまち推進センタ

ー活動交換会「安心して暮らせる地域づくり

～町内会・自治会の力」 
7/14（日）厚別川河川敷を歩く集い 

 
（５）その他 
・Ｒ1.7.1 現在会員数一覧（資料） 
・会館内の照明 4 灯を LED に交換、計 6 灯と 
なった。残り 8 灯を来年度中に交換を予定。 
・6/18（火）パートナーシップ除排雪制度実証 
実験に係わる地域アンケート調査結果の報告 
及び意見交換会を区土木センターで 5町会が参 
加し開催。8 月中に今後の方針を出す予定。 
・北野 3 条 1 丁目及び 4 条 1 丁目歩縁石の出っ 
張りについて、アスファルトで埋め、なだらか 
にする工事が終了しました。 （以上 会長） 
・7/10（水）清田消防署による消火器及び保安 
検査が行われました。特に指導・指摘はありま 
せん。地下避難誘導灯の蛍光管 1 本を取り替え 
ました         （箭内防火管理者） 
 
○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 7/29 か

ら実施予定（盆 4 日なし）、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。 

                 （会長） 
 
（２）夏休み中のラジオ体操について 
   7/26（金）～8/2（金）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。 
 （栗原青少年育成部部長） 

 
（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、7/20（土）、

7/27（土）は区民まつりが開催されます。

会長・厚生部・青少年育成部・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  
8/25 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、お楽し

み抽選券の配布、焼鳥等前売券販売の回覧、

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   
  ・狐が出没しています。吉田川公園内に巣

があるようです。駆除等にはいろいろ問題があ

ります。餌になるものは置かないようにするこ

と、お酢・木酢液を嫌うようです。 
 
 

      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 
 
○自転車安全利用規則 
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・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。 

 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 

総 務 だ よ り 
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第   １１６ 号 
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令和元年度 第 3 回役員会 
 
○日時：令和元年 9 月 8 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。胆振東部地震から早くも

1 年が経ちましたが、復興するにはまだまだ時間

がかかりそうです。 
当町内会の「夏まつり」は、役員・ボランティ

アの方々の協力のもと、無事開催できましたこと

に、厚くお礼を申し上げます。事故もなく、天気

は本番の時間から晴れまして、本当に良かったと

思いました。今年の夏まつりは、時間を短くした

り、ビンゴからお楽しみ抽選会にしたり、青少年

育成部のブースでは、フランクフルトが人気であ

ったりと、少しずつ工夫して実施しました。これ

からも工夫して、楽しく、また、気軽に参加して

お手伝いもできるお祭りを開催できたらと思い

ますので、皆様のご協力をお願いします。 
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 
  7/29（月）～8/23（金）の期間実施。役員

及びボランティアの皆様のご協力で無事終

了しました。事故等特段何事もありませんで

した。ありがとうございました。 
            （工藤防災委員長） 
 
（２）夏休み中のラジオ体操について 
  7/26（金）～8/2（金）の 8 日間実施。 
朝日ｹ丘町内会館前（子ども 18名大人 12名） 

及び朝日ヶ丘公園（子ども 23 名大人 12 名） 
全体で昨年並みの参加がありました。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。 （栗原青少年育成部部長） 

 
（３）当町内会の夏まつりについて 

8/25（日）実施しました。各班長・役員の

方々及びボランティアの皆様ご協力ありが

とうございました。途中から雨が降りました

が、無事終了いたしました。 
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。   （米山厚生部部長） 
 
ご意見 
・開催時間を短縮したことにより、子ども達

の手伝いの負担が減ったように思います。 
・ボランティアの募集は、お手伝いの分担を

決めて行った方が良いと思います。 
・お楽しみ抽選会は 124 世帯の参加がありま

した。次回は参加世帯が増えるよう PR した

いと思います。 
・お楽しみ抽選会終了後、参加者が激減した

ので、時間帯を考えて欲しい。 
・蜂に刺された子どもがいました。救護等の

対策を考えてください。 
 
 ご意見を踏まえ、次回に向け改善して行き

たいと思います。         （会長） 
 
（４）北野くらぶ in 朝日ヶ丘（第 2 回）につ

いて 
  8/22（木）10 時～11 時 30 分 28 名の参加 
で実施。パナソニックエイジフリーショップの講

師による転倒予防、ヒートショック、骨折に伴う

生活障害と正しい杖の長さと使い方について説

明及び実技を行いました。  （根本総務部部長） 



 
（５）外部会議等の出席報告 
 7/20（土）第 29 回北野ふれあい夏まつり 
          （各専門部でお手伝い） 
 7/27（土）第 22 回清田区民まつり 
          （各専門部でお手伝い） 

7/29（月）地下鉄東豊線建設促進期成会連合

会「令和元年度定期総会」 
8/ 3（土）札幌市胃がん・大腸がん検診 

              （北野連合会館） 
 8/10（土）北野西地区「子どもみこし」運営

委員会 
 8/21（水）令和元年度札幌防火管理セミナー 
  （かでる 2.7）    （箭内防火管理者） 
 8/22（木）北野地区町内会連合会第 3 回理事

会    
福祉のまち推進センター第 3 回運

営委員会 
 8/23（金）令和元年度清田区避難場所運営研

修 （会長、根本部長、箭内防火管理者） 
 8/26（月）●高橋 トモエ様（6 班）ご逝去 
 8/29（木）●今野 リエ様（1 班）ご逝去 
 8/30（金）●山田 勉様（4 班）ご逝去 
 8/31（土）令和元年度清田区防災訓練（北野

小学校）（会長、田村・都澤・清水副会長） 
  

（６）その他 
 ・町内の街路灯 2 基（2 班設置、7 班設置）

をLEDにしました。市の助成で 8万円負担。 
  残り 6 灯を次年度以降 LED に変更予定。 
                 （会長） 
 
○審議事項 
 
（１）敬老祝品の贈呈について 
  対象者 50 名、今年から暦年に変更のため

増えております。9/16 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    
  9/26（木）14：30 から北野まちづくりセン

ター前で行う予定。地域の方及び北野小学校

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 
  9/29（日）11 時から開催します。現在 32 
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 
  10/26（土）13：30 から実施予定。10 月に 
入りましたら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）令和元年度福祉除雪について 
  対象：70 歳以上一人暮らしの方。福祉協会

から 9月から 10月にかけて募集があります。

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） 
 

（７）次年度班長について 
  各班におかれまして、早めの打診、ご指名 
をお願いいたします。      （会長） 

 
（８）その他 
 ・今年は、各班の懇親会を見直し、予算 5 万円 
 で全体の懇親を図る企画を、役員会で考えたい 
と思います。 
・吉田川公園への橋で、子どもが自転車で川に 
落ち、骨折する事故がありました。十分注意を 
お願いいたします。 
 
※11 月 9 日（土） 
 第 2 回目の資源回収を実施する予定です。 
 金属・金物類や衣類の回収をしますので、準 
備の方よろしくお願いします。 



朝日ヶ丘町内会 
 

会長 尾上潤吉 
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令和元年度 第 5 回役員会 
 
○日時：令和元年 11 月 17 日(日) 
      19 時 00 分～20 時 05 分 
 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日、ご苦労様です。初雪が遅い昨今ですが、

いっぺんに冬将軍が来てしまう荒っぽい気候状

況です。今年は早くもインフルエンザの流行の兆

しを聞いていますので、皆様も健康には十分ご留

意ください。年末・年始の行事もありますので、

これからも皆様のご協力をお願いします。 
 
○報告事項 

(1) 敬老祝品の贈呈について 

     今回から暦年の対象者としましたので、

50名と増えております。9/16 までに、福祉

推進委員の方から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 

    9/26（木）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。寿会から多数参加  （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７か所に「防

火・防犯」の旗を掲げました。平岡地区で街

頭啓発がありました。 

           （会長、工藤防災委員長） 

 

(4) 福祉懇親会（70歳以上ひとり暮らしの方）

について           

    9/29（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 39 

名参加していただき、スクリーンを見なが

ら出前カラオケの講師の進行で、童謡及び

懐メロを歌い、クイズ形式で楽しみました。

その後、昼食会を行いました。 

             （根本総務部部長） 

 

(5)  ハローウｲンの集いについて 

    10/26（土）13：30から 15：30まで実施。 

   子ども 34名、大人 14名の参加で、協力家

庭 10軒のうち 6軒を回り（4軒は会館内）、

プレゼントをいただきました。ご協力家庭

の皆様ありがとうございました。 

（栗原青少年育成部部長） 

 

(6) 年末子ども防火防犯パトロールについて 

   11/16(土)15：30 から町内のパトロール

を行いました。子ども 7 名、会長他 3 名

で、雪の中町内を回りました。 

      （栗原青少年育成部部長） 

 

 (7) 次年度班長さんについて   （各班長） 

  1班 鈴木嘉弘さん  2班 橡木友子さん 

  3班 松下彰謹さん  4班     さん 

  5班     さん  6班 沼田祥太さん 

  7班     さん  8班     さん 

  9班 小林奈津子さん 10班     さん 

 

(8) きたのくらぶ in朝日ヶ丘（第 3回）につ

いて 

   10/31(木)26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、4 グループに分かれ手打ちそ

ばをご指導の下そばを作り、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。       （根本総務部部長） 



 (9)外部会議の出席報告について 

  9/12（木）北野西地区子どもみこし渡御 
   （子ども 17 人、大人 6 名参加） 
       第 2 回町内福祉委員会（敬老お 

祝い品打ち合わせ） 
  9/21（土）寿会 福寿の会   （会長） 
  9/26（木）北野児童会館 

「収穫祭だよ！全員集合！」 
  9/27（金）北野中学校「文化祭」 
 10/ 4（金）第 10 回北野のカレー（北野小 
  学校）～自作野菜などを食材とした交流

給食～         （清水副会長） 
  10/ 5 （土）令和元年度北野地区防災訓練

（給水訓練・災害時の対応、避難所運営

訓練）（都澤・清水副会長、工藤・小田桐

正副委員長） 
  10/10（木）北野地区町内会連合会理事研修

会 
  10/12（土）令和元年度清田区地域防犯ネッ

トワーク会議防犯講習会（工藤防災委員

長） 
  10/24（木）第 4 回北野地区町内会連合会理

事会 
  10/27（日）第 19 回福祉まつり（連合会館・

北野児童会館） 
  10/28（月）豊平区体育館見学・研修会（東

月寒・北野地区町内会共催）（災害時基幹

避難所備蓄倉庫見学、避難所運営訓練） 
   （会長、清水副会長、根本・米山部長） 
  11/1（金）令和元年度第 43 回北野中学校合

唱コンクール 
  11/2（土）北野地区町連・PTA 役員・町内

会・自治会長意見交換及び懇談会 
  11/9（土）町内会資源回収（第 2 回目） 
  11/12（火）冬の交通安全市民総ぐるみ運

動・街頭啓発（清田区役所） （寿会） 
  11/14（木）令和元年度北野地区除雪連絡協

議会（第 1 回） 
  11/15（金）札幌市防火管理者協議会セミナ

ー（ロイトン札幌） （箭内防火管理者） 
  11/16（土）北野小学校第 45 回学習発表会

保護者公開日 
     
 (10）その他  
  ・落下事故：9/7 吉田川鉄橋で男児が坂を

上り切れず、自転車ごと河川敷（2m）に落

下し、腕を骨折する事故がありました。応

急処置的に柵を設置済み。本格的な柵は来

年度、豊平土木センターが設置する予定。

十分注意願います。      （会長） 
  ・町内の街灯 LED 化 2 灯。残り 5 灯及び

増設も含めて、今後総会で予算化し行いま

す。             （会長） 
  ・防災ハンドブックを購入しました。近々

各戸に配布いたします。参考にして下さい。 
  ・令和元年度福祉除雪に 8 軒申し込みがあ

りました。期間は 12/1～3/25.担当ボランテ

ィアも決まりました。     （会長） 
  ・会計集金状況報告：11/17現在 99％集金。 
            （野崎会計部部長） 
 
○審議事項 

(1)  防火訓練について 

    来年 2月の土・日くらいに防火訓練又は

講演会を検討します。     （会長）  

 

(2) 子どもクリスマス会について 

    12/7（土）13：30～15：30 開催します。 

幼児が増えており、時短も考えております。

ケーキを食べながら楽しく行いたいと思

います。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) 新年交礼会・娯楽大会の開催について 

   従前は 3 連休の間に開催しましたが、1

週間ずらし、令和 2年 1月 19日(日)11時

から町内会館で開催します。娯楽大会に

ついては、麻雀及び囲碁の参加者が少な

いため、皆さんが楽しめるスロットボー

ル等を企画・検討しています。出席案内の

回覧（12 月中旬〆）を回しますのでよろ

しくお願いします。      （会長） 

 

(4） その他  

   ・パートナーシップ除排雪実証実験 
   昨年度に引き続き今年度も排雪制度の

実証実験を実施する事が札幌市で決定し

ました。当町内会も協力する予定です。実

施時期は 2 月末の予定です。また、要望が

ありました「融雪剤」の不使用についても

要望します。         （会長） 
 
 ※新年交礼会が 1 週間ずれましたので、第 5

回定例役員会は 1/26（日）に変更します。 



朝日ヶ丘町内会 
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町内会 HP ; new.kitanotiku.com 
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編集 ： 総務部 

令和元年度 第 5 回役員会 
 
○日時：令和 2 年 1 月 26 日(日) 
      19 時 00 分～19 時 35 分 
○場所：朝日ヶ丘町内会館 
 
○会長挨拶 
 本日、寒いところご苦労様です。21 日の金曜日

から 3 日間、今季最高の寒波がやって来ていると

のことです。向う３ｹ月の予報では、例年より暖か

く、降雪量も観測史上一番少なくなるのではとの

予報です。新年交礼会無事終了しました。関係役

員のご協力に感謝申し上げます。例年になく参加

者が少なく、高齢化の影響が出ているようです。

若い方の参加もお願いしたいと思います。それで

は本日の審議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 

  前回の役員会で報告済み。 

(2)子どもクリスマス会について 

  12/7（土）13 時 30 分から約 2 時間実施し

ました。参加者は大人 24名、子ども 37名計 61

名でした。今年は昼食会を止め、ケーキを食べ

た後バルーンアートで楽しみました。終了後、

「子育て世代交流会」を大人 20 人、子ども 20

人で行いました。 （栗原青少年育成部部長）  

(3)新年交礼会・娯楽大会の開催について 

  1/19(日)11時から開催いたしました。参加 

者は、ご来賓を含め 48名、ｽﾛｯﾄﾎﾞｰﾙ、カラオ

ケ大会も行いました。支出は前年並みとなっ

ております。（収支決算報告説明） 

（会長、米山厚生部部長） 

(4) 外部会議等の出席報告（会長・役員・各専

門部等） 

11/25（月）●森山 勇様（2班）ご逝去 

11/28（土）令和元年度北野地区福まちパワーア 

 

ップ事業 北野地区福まち推進センター活

動報告（林委員長） 

12/ 6（金）令和元年度北野地区地域ケア会議 

  （連合会館）（会長、根本部長） 

12/ 7（土）第 30回北野地区「青少年音楽の広

場」（北野台中学校） 

12/ 9（月）令和元年度北野小学校スクールゾー

ン実行委員会 

     町内街路灯電気料等補助金交付申

請 

12/10（火）町内会館年末大掃除（寿会） 

12/12（木）第 5回北野地区町内会連合会理事会 

福祉のまち推進センター第 4回運営委員会 

12/20（金）清田区土木センターへパートナーシ

ップ申込み 

12/26（木）清田区除雪センターへ町内除排雪打

合せ 

（令和 2年） 

1 / 5（日）北野地区町内会連合会新年交礼会 

    （田村副会長他 4名） 

1 / 7（火）町内資源回収奨励交付金申請申込 

1 / 8（水）清田区新年交礼会   （会長） 

1 /17（金）●小田邦彦様（6班）ご逝去 

1 /18（土）寿会新年会 

(5） その他 

・次年度班長（予定：各班長さん報告分） 
1班 鈴木さん、2班 橡木さん、3班 松下さん 

4班 未定  、5班 未定 、 6班 沼田さん 

7班 未定  、8班 石塚さん 

9班 小林さん、10班 未定 

 
○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 

 今年は雪が少ないため、2/10の週から開始予定。

当町内会は 2/22、24,25の予定。ただ、小雪のた

め 2/9（日）の役員会議で実行の可否を判断した

い。                （会長） 

(3)防火訓練について 

 管轄消防署から、毎年行うよう指導されていま

す。3 月上旬に防火・防災の映画、講演を含め実

施する予定です。          （会長） 

(4)女性部行事について 

 行事を企画いたしましたが、人数が集まらない

状況です。３月の雛祭りも考えておりますが、難

しいかもしれません。（田村女性部部長） 

 気軽に親睦できることを検討して下さい。 

                  （会長） 

 ※女性部の各班の役員選出が難しい状況です。

各班でない選出方法を考えて欲しいとのご意見

がありました。 

(5)令和２年度町内会総会について 

 令和 2 年 4 月 26 日（日）に令和２年度町内会

定期総会を考えています。      （会長） 

(6)その他 

・きつね対策について  
 町内にきつねが出ております。まきば町内会と

の隣接する崖付近に巣穴が 3つほどあるようです。

保護獣ですので、来月初めから、まきば町内会と

合同で巣穴の穴埋め等きつねを追い出す試みを

いたします。町内の皆様には手洗い等の衛生管理、

餌になる物を外に放置しないように心掛け願い

ます。               （会長） 
 
＜新年交礼会：会長あいさつ＞ 
             令和 2 年 1 月 19 日 
○皆様 あらためまして 新年あけましておめ

でとうございます。令和最初の正月を 皆様と共

にお祝いできますことに 感謝申し上げます。ま

た、本日は ご来賓の先生方はじめ町連の伊藤会

長にも お忙しいところ ご臨席いただきまし

て 誠に有難うございます。 
○今年の参賀日は 元旦に少し雪が降りました

が 穏やかな日々を過ごすことができました。そ

して 例年になく 雪が降らなくて 雪かきを

しなくていいにですが、何か 気候の大きな変動

を感じて心配になります。向こう 1 ｹ月は現在の

天気状況との予報が出ていますので、パートナー

シップ除排雪にも影響が出るかも知れません。 
○さて、日本は 昨年から今年と 大きな行事を

迎えて 節目の記憶に残る年になるように思わ

れます。まず、昨年 5 月 天皇陛下が生前に皇位

を継承され 令和と改元されて大いに祝賀モー

ドに包まれました。また、9 月にラグビーＷ杯が

日本で初めて開催されました。日本が快進撃して 

初めてのベスト 8となり 日本中が熱狂しました。

にわかファンを含めて大いに盛り上がり スポ

ーツの力を感じました。私は 最後のスコットラ

ンド戦を録画して 何回も見ています。そして何

回も感動しています。絶対負けないので ビール

片手に安心しながら見ています。 
○そして 今年は 2020 東京オリンピックの年で

す。そして、降って湧いたように 札幌市で男女

マラソンと競歩が実施されることになりました。

大いに楽しみではありますが、短い準備期間です

ので関係者の皆さんのご苦労は大変な事でしょ

う。それでも、さわやかな札幌の夏に世界のトッ

プランナーの躍動した姿が世界中に放映される

ことになるわけですから 運営が成功したら 
2030 年の冬季五輪の誘致に良い影響があるもの

と願っています。 
○話は変わりますが、昨年末からフーテンの寅さ

ん「お帰りなさい」という映画が上映されていま

す。寅さんの第 1 作目の上映から丁度 50 年目に

あたるということです。私ことですが 私が20歳

の時でありました。第 1 作目から 48 作まで全部

観ましたが 寅さんの自由に生きまた人情味の

ある姿にあこがれたものです。あくまであこがれ

であって なかなか寅さんのようには生きてい

くことは無理な事ではありますが、あの当時普通

の人が普通に歩む人生とは違った寅さんに対し

ても ある程度寛容の精神が残っていたように

思われます。あれから 50 年が経ち 日本が世界

が大きく変わりました。グローバル化が進み 競

争が激化し 結果重視の世の中になりました。人

間関係もギスギスして難しくなっていると言わ

れてきています。だんだんとおうようで寛容な精

神が失われてきているように思われます。除夜の

鐘がうるさいと言って文句を言うのではなくて 

町内会としては お互いに 同じ地域に住む人

間として 難しい面もありますが 大いにおお

らかに寛容な精神を持ちたいものと思っていま

す。それが いざという時に大いなる力を発揮で

きる大事なことではないかと期待しています。 
 これからも 町内会行事が続きますが 皆様

のご協力を得ながら 進めてまいりたいと思い

ますので よろしくお願い致します。 
 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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令和元年度 第 6 回役員会「中止」 
令和 2 年 3 月 15 日(日) 

 
○会長挨拶 
 今回の役員会は年度最後の委員会でしたので、

アルコール消毒液も用意して開催したかったの

ですが、新型コロナウイルスの感染者がまだまだ

出ていますので、拡大予防のため、中止すること

にしました。前代未聞なことですが、急なことに

なりまして申し分ありませんでした。 
 今年度の事業は無事終了することができまし

た。役員の皆様のご協力に感謝申し上げます。班

長さん・女性部班長さんの任期は 1 年ですので、

次年度は新しい班長さんにバトンタッチしてい

ただき、他の専門部の役員の方の任期はもう 1 年

ですのでまたよろしくお願いします。 
 
○会長からの報告事項 
 

 (1)町内パートナーシップ除排雪について 

  今年は雪が少ないので、実施するかどうか、

2/9（日）関係役員よる協議実施。22 日排雪予

定なので、1 週間前に中止するかの判断をしな

ければならない。1 週間様子を見ることとし、

その後は会長一任の話もいただき、14 日（金）

に清田区土木センターの担当係長と協議する。

町内の積雪状況を視察して、今年も「実証試験」

に協力参加しているので、その排雪の仕方から

すると取る雪の量があまりにも少なく、金額を

かけた割には効果が見えなく、会員の皆様に不

満を与えるのではないかと危惧もして、会長判

断で中止としました。 

  結果的には、2月の降雪量がここ 10年で最高

の量になり、会員の皆様には、大変なご不便を

お掛けしましたことになり、申し分けありませ

んでした。 

 

(2)次年度班長予定者について 

  班の班長さん、女性部の班長さんが決まりま 

したら根本総務部長にお知らせください。 

 

(3)外部会議等の出席報告 

  ※新型コロナウイルス感染防止のため、3 月

の町内会及び町連主催の会議等はすべて中

止となりました。 

  2/ 4（火）陽だまりひろば（認知症カフェ）

（連合会館）  

  2/ 5（水）当町内会とまきば町内会合同きつ

ね巣穴調査実施（1回目） 

  2/ 9（日）パートナーシップ除排雪実施につ

いて関係役員会議（会長、副会長、総務、会

計正副、防災委員正副、生活安全正副） 

  2/13（木）第 6回北野地区町内会連合会理事

会 

  2/16（日）青少年のつどい 雪と遊ぼう 2.16

（吉田川公園・朝日ヶ丘町内会） 

          ●蔵本 正樹様（6班）ご逝去 

  2/25（火）新型コロナウイルスの町内会対策

について関係役員協議（会長、副会長、総務、

厚生、会計、会館運営正副、防火管理者） 

  3/ 7（土）町内会冬期防災研修会（中止） 

  3/ 8（日）林 進一様（相談役）札幌市自治

振興功労者表彰受賞：祝賀会 （中止） 

  3/13（金）第 43回北野中学校卒業式 

    （式縮小：卒業生・教職員） 

  3/15（日）●井鳥 千鶴子様（4班）ご逝去 

  3/16（月）令和元年度北野地区除雪連絡協議

会（第 2回）（中止） 

    当町内会とまきば町内会合同きつね巣

穴調査実施（2回目） 

  3/23（月）第 45回北野小学校卒業式 

    （式縮小：卒業生・教職員） 

  3/28（土）北野町連福祉推進・70歳以上一人

暮らし弁当配布 （中止） 



 

 (4)その他 

  2月 25日（火）町内会の関係役員で新型コロ 

ナウイルス対策協議を開催しました。会員の皆

様への注意喚起と町内会館を使用していただい

ています団体には、3月 15 日まで、ないしは無理

しないで月末まで、使用の自粛を文書及び口頭で

お願いしました。 

 

○ 審議事項 

 

（1）令和 2度定期総会日程について 

・総会日時 

令和 2年 4月 26 日（日） 

午前 10 時から予定しています。 

※ ただし、新型コロナウイルスの感染状況

で、町内会館で総会ができる状況になる

かどうかを見極めながら開催したいと思

います。変更等、状況が変わりましたら、

会員の皆様にお知らせします。 

 

・会計監査 

4/ 3（金）午前 10時 於町内会館 

・総会資料綴込み作業  

4/18（土）16時 町内会館（役員全員） 

   *総会資料会員へ配布 4/22（水）まで 

（各班長）      

・総会当日の役割分担 

① 会場設営・打ち合わせ 4月 26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 
～町内会の事業・収支の報告・議決～ 

 

日時：令和 2 年 4 月 26 日（日曜日） 

      （予定） 

    10 時から 2 時間程度 

 

場所：朝日ヶ丘町内会館 

 

議題：平成 31 年度・令和元年度事業報告・

会計決算 

   令和 2年度事業計画(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。 

 
 

 


