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会長就任にあたって（ご挨拶） 

田中 一龝（＝秋） 

 この度、当自治会の会長に任命されました田中と申します。故田中穣生元会長・菅前会長か

ら、八年間にわたり三度の役員就任要請があり、昨年副会長に任命されました。その席で菅会

長から、一年後の交替表明があり、会長八期、その他役員を含め十年以上のご苦労を思うと無

下にもできず、菅前会長には副会長として実務をこなしながらコーチ役をお引き受けいただくことで解決いたし

ました。 

 さて、当自治会内では「高齢化問題」が深刻化しております。自治会活動には、現役の働く世代や家庭の主婦

の方々のご協力がなければ成り立ちませんが、それでもやはり、現職を退いた後も豊富な社会経験を元に活躍し

ていただける高齢者の方々を最も頼りにしております。しかし実際には、班長交代もままならない所も現れてき

ているのが現状です。 

昭和の時代、五十五歳定年でフリーとなった元気いっぱいの高齢者が自治会を担ったのは過去の話です。令和

の時代は、「持続可能な自治会」を目指して業務の精選が求められます。「安全（防犯）安心（防災・見守り）に、

快適（河川整備、公園管理・花壇維持）で潤い（敬老福祉・青少年育成・お祭り）のある暮らしを住民自治の立

場で目指す」ことが理想の姿ではありますが、まず「安全・安心」の部分を優先することで精一杯の状態にある

ことをご理解願いたいと存じます。 

 今年度の役員には、役員組織と業務・行事を見直して、一人当たりの担当業務や行事を削減し、また過去の役

員経験者にも「特任協力員」としてご協力を仰ぎ、業務や行事の、担当または補助をしていただけるような工夫

をすることで、今後は役員業務の負担が班長とさほど変わらない程度にして行き、どなたでも担当していただけ

る組織に変えて行きたいと思っております。コロナ禍で、活動がほぼゼロになっても何とか存在している自治会

活動を逆手に取り、最低限必要なものを残していくことで、「持続可能な自治会」活動の構築を目指したいと存

じます。役職替えの留任十名の他、十八名の新任役員を迎えての活動となりますので、皆様の温かい応援をお願

いいたします。                 

 

 

新型コロナウィルスの蔓延で公園で自由に遊べず不

自由な日々をお過ごしかと思います。そんな中、ひば

り公園の遊具がリニューアルいたしました。4月に鉄

棒、5月にはターザンロープが新しくなりました。鉄

棒は赤青黄色の三色カラー。ターザンロープも新しく

なり安全性の面でも安心感が増しました。早く子供た

ちがマスク無しで元気に遊べる日が待ち遠しいです。

ひばり公園の近くをお通りの際には、ぜひとも新しい

遊具をご覧ください。

☆☆☆  公園だより ☆☆☆ 
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令和 3年度 新役員紹介 

【女性部】 女性部長 高橋ルミ 

   今年度、女性部長を引き受けさ

せていただきました。毎朝、地域

の皆さんに見守っていただきなが

ら笑顔で学校に向かう子どもたち

の姿、手入れされた公園に咲く

花々、ルール違反とは無縁のいつ

も綺麗なゴミステーション、毎月

待ち遠しい資源回収の日、他にも

当たり前に過ごしている日々の生

活の後ろ側に、歴代の役員を引き

受けてくださった皆さんの努力と

会員の皆様の協力があることに感

謝致します。 

  コロナ禍で町内会の活動も変化

を必要とされる状況となっていま

すが、皆様のご協力をいただきな

がら 1年間努めて参りますのでど

うぞよろしくお願いいたします 

 

 

 

【財政部】 財政部長 矢田目 仁 

  この度、財政部長に推薦してい

ただき就任いたしました。 

昨春こちらに越してきて、周り

の環境や地域にもやっと慣れてき

た頃で、町内会のことや地域のイ

ベント等もコロナの影響もあり右

も左も分からないような状況での

就任ということになりました。 

こちらに住んで１年弱ですが、

歩いて行ける場所にスーパーや薬

局があったり、公園も沢山あり、

河川敷があったり自然に恵まれた

環境でお花もキレイないい所だな

と感じております。 

財政の仕事に関しましては、長

くこの辺に住んでいらっしゃる皆

様方にはご迷惑をお掛けしたり、

助けていただきながら、財政の仕

 

 

事と自分の仕事と掛け持ちしてや

らせていただく事になると思って

おります。 

至らない部分も多々あると思い

ますが精一杯頑張りたいと思いま

すので、これからどうぞ宜しくお

願い致します。 

 

【生活安全対策部】 

生活安全対策部長 井上 忠明 

  井上部長は現在、喫緊の仕事を

抱えておられ、落ち着いて役員と

しての抱負を書いていただける時

間的余裕がないため、お名前の紹

介のみにて抱負は割愛させていた

だきます。 

 

 

以上 新役員のご紹介でした 

令和 3年度は二名の副会長で会長をサポートいたします。副会長のお二人をご紹介いたします。 

副会長 

菅 勝 

  菅副会長は、平成２５年度から

当自治会の会長として就任し、以

後、令和２年度まで自治会の柱と

して、また地域内の諸問題に積極的に関与して頂くな

ど、その解決にご尽力を頂きました。この度、田中新

会長の就任とともに会長を退き、新会長の補佐をお願

いするため副会長兼福祉推進委員長として、継続して

自治会役員として培った経験を基に、お手伝いをして

頂くことになりました。 

副会長 

八巻 悟 

  八巻副会長は、平成３０年度に体

育青少年部長として就任し、以後、

同部長としてご活躍されています。

田中新会長体制の発足とともに体育青少年部の事業

は基より、副会長として自治会全体の事業を牽引して

いただくことになりました。  

 

 

 

【防災活動で表彰状を頂きました】 

6月 8日、清田消防署より、当自治会が永年

にわたり防火防災活動を積極的に行っていることに対して表彰

されました。本来ですと、区の防災会議の場において表彰式を行

う所、コロナ禍のため町内会長宅に賞状盾を届けていただきまし

た。日頃からの会員の皆様のご協力に改めてお礼申し上げます。

自治会ニュース 
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５月３０日、毎年恒例の河川敷花壇の土起こし作業を実施いたしました。新

型コロナの影響でスケジュール調整などに苦慮した面もありましたが、当日

は若干の曇り空模様ではあるものの天候に恵まれ、総勢１６名の参加で 1時

間程度で作業を終えることができました。初夏の厚別川河川敷では、サイク

リングやジョギング、お散歩をする方の姿が多く見られます。きれいな河川

敷の花々で、道行く皆さんに”癒し”をご提供できればと思います。作業に

参加された皆様、ありがとうございました。 

 

6月 12日、ひばり・つつじ両公園の草刈り作

業を実施しました。昨年までは草刈りと刈草回

収の日程を分けて二日間で実施しておりまし

たが、今年は両作業を単日で行いました。参加

された皆さんはとても手慣れた様子で、みるみ

るうちに美しい公園へと様変わりしていきま

した。参加された皆様お疲れ様でした。 

【北野ふれあい夏祭り中止のお知らせ】 

例年、厚別川河川敷にて開催される「北野ふれあい夏

祭り」ですが、残念ながら今年も新型コロナウィルス

感染症の影響により開催中止が決定いたしました。毎

年盛大な花火大会でフィナーレを迎え、地域を代表す

るお祭りとして親しまれているだけに大変残念です。

また、「清田ふれあい区民祭り」も開催中止が既に決

まっています。来年こそ開催されるように、このコロ

ナ禍が早く収まるよう願うところです。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌻🌻🌻 フラワー倶楽部 🌻🌻🌻 

自治会 活動スケジュール 

7/3 (土) 街路桝・花壇草取り、清掃 

7/15(木) 公園草刈  7/17(土) 公園清掃 

7/25(日) 夏の清掃 自宅周り・河川敷 

8/26(木) 公園草刈  8/28(土) 公園清掃 

9/5(日)  避難訓練 

9/11(土) 街路桝・花壇草取り、清掃 

9/18(土) 左岸通り堤防草刈 

9/23(木) 公園草刈  9/25(土) 公園清掃 

10/9(土) 街路桝・花壇草取り、清掃（越冬準備） 

10/17(日) 秋の清掃 自宅周り・河川敷  

※変更がありましたら都度ご案内いたします。 

北野地区町内会連合会のホーム 

ページで地域の情報をご確認いた

だけます。ぜひご覧ください 

🌻🌻🌻 グリーン（芝緑）倶楽部 🌻🌻🌻 

アルミ缶とリターナブル瓶も 

集団資源回収へ 

リターナブルびん：一升びんなどは透きと

おった茶色と緑色のみ 

ビールびん：国内大手流通メーカーのみ 

地震時の一時避難場所 

つつじ公園 

洪水時の避難場所 

北野小学校 

防
災
情
報 
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自治会員の動き（令和 3 年 4 月～6 月） 
 

 

大和   さん（4区 11班） 

髙橋 節子さん（4区 13班） 

小原 俊一さん（2区 1班） 

福井 順子さん（3区 1班） 

齋藤 孝一さん（4区 10班） 

佐藤 俊介さん（1区 4班） 

 

佐々木光明さん（3区 4班） 

嶋山 壽二さん（3区 10班） 

粕屋 光男さん（4区 1班） 

田中 義道さん（4区 2班） 

 

新型コロナウィルス関連情報 

北野地区でも一回目の接種を終えた方も多くいらっしゃるようです。札幌市のホームページで新型コロナ関連の

様々な情報公開されています。感染者数やワクチン接種に関する最新の状況も確認することができます。 

 

各種相談窓口 

（札幌市 HPより） 

 

詳しくは札幌市ホームペ

ージをご覧ください👇 

 

 

 退 会 謹んでお悔やみ申し上げます。 

編集後記 今回から「かわらばん」作製を担当いたします。慣れない作業で苦労もありますが、

自治会活動を詳しく知ることができ楽しいです。コロナ禍でイベント中止が続きますが、「かわら

ばん」でご紹介できる内容が増えればよいと思います。宜しくお願い致します。（総務部 照本）                   

 


