
 
      

 

 

            

 

題字揮毫 故 井田光一（元町内会長） 

 

 

 

新 年 交 礼 会 開 催 

                
北野町内会恒例の新年交礼会が、来

賓・町内会会員総勢５４名が参加して、 

１月１３日（日）北野連合会館におい

て開催されました。 

北野地区町内会連合会会長 濱田様

からご祝辞を頂いた後、石井相談役の

乾杯の音頭で祝宴に入り、和やかな雰

囲気の中で宴が進み、恒例のビンゴゲ

ーム、そして山形副会長・小川部長合

作による「北野ってこんなとこ」と題

して、クイズに答えながら双六ゲーム

で大いに盛り上がり、北野町内の出来

事を勉強しました。 

今年もすばらしい年であることを願

い、村西鉄男会員の〆の乾杯で閉会と

なりました。 

 

ご祝儀の紹介 

北野地区町内会連合会会長  濱田 英彦  様 

北野６条郵便局長      長谷川 欣宏 様 

セブンイレブン       山田 敏夫  様 

ヘアサロン          岡部  栄  様 

２区２班 加納 京子  様 

 ５区２班 中前 邦弘  様 

５区２班 福田 幸一郎 様 
                「町内会たより」をよろしく（１） 
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第１３回ボーリング大会 

北野町内会恒例のボーリング大会がサッポロオリンピアボールで１

月２７日（日）開催されました。参加者は総勢２９名で、冬場の運動

不足を感じさせない豪快な投球ぶりを披露していました。優勝者並び

に入賞された方おめでとうございます。参加された全員に参加賞が用

意されており、楽しい時間を過ごしました。 

今年度の成績は以下の通りで、山形氏が３連覇を成し遂げました。

来年度は初参加者を含め沢山の方の参加で４連覇阻止を図りませんか。 

吉田 体育部長 
 

ボーリング大会成績表 

 

 男    性 女    性 

順  位 氏  名 区・班 スコア 氏  名 区・班 スコア 

優  勝 山形 和三治 ２・３ ２９４ 山本 由美子 ６・１ ２７３ 

準 優 勝 工藤 昭男 ５・３ ２７３ 水河 満雪子 ５・２ ２６２ 

１  位 目黒  勇 ４・２ ２４２ 近江 とも子 ５・４ ２２４ 

２  位 水河 繁己 ５・２ ２４２ 柴田 ゆかり ６・２ ２１４ 

３  位 松山 清吉 ５・４ ２２１ 大井 美代子 ５・２ ２０９ 

４  位 黒瀬 利郎 ５・２ ２２０ 吉田 和子 ２・１ ２０６ 

５  位 小川 籌左 ４・２ ２１３ 藤本 悦子 ４・２ １９５ 

飛  賞 増山 博之 ５・２ ２０５ 石井 啓子 ６・１ １８０ 

Ｂ・Ｂ賞 石井 邦弘 ６・１ １７３ 加納 京子 ２・２ １４８ 

Ｂ・Ｍ賞 福田 幸一郎 ５・２ １６８ 福田 眞紀子 ５・２ １４８ 

ハイ 

アベレージ賞 
山形 和三治 ２・３ １５７ 山本 由美子 ６・１ １３８ 

当 日 賞 菅生 繁雄 ５・３ ２１７ 柴田 ゆかり ６・２ ２１４ 
          

 

（２）やさしく・安心して暮らせる町づずくりを 



第１１回麻雀大会 

成績表 

 ２月１０日（日）、午後１時より北野連合会館において、総勢２４名

の参加を持ちまして麻雀大会が開催されました。今回は久しぶりに女

性の参加があり、激しい熱戦が繰り広げられました。 

                          鳥羽副会長 

 

福祉除雪作業に中学生の協力 

 
今年も自力除雪困難な３世帯の高齢者宅の福祉除雪サービス（１２

～３月）に、北野中学生７名のボランティア活動の協力がありました。 

 今冬は例年の１.５倍の積雪厳しい寒さが続くなか、３名の地域協力

員と共に担当するお宅の除雪作業を行いました。地域協力員・中学生

の皆さん、ありがとうございました。     小川福祉・厚生部長 
 

                                みんなの力で安全な町を （３） 

順位 氏名 区・班 

優 勝 油谷 昭八 ４・２ 

準優勝 鳥羽  功 ２・３ 

１位 原  壽夫 ６・２ 

２位 水戸 敏夫 ５・２ 

３位 工藤  武 ５・２ 

４位 小久保 龍也 ２・２ 

５位 石井 邦彦 ６・１ 

ＢＢ賞 小田桐 嵩 ４・２ 

 

平成２５年度定期総会・創立３５周年記念祝賀会のお知らせ 

 

日  時 平成２５年 ４月１４日（日） 

    定期総会 １３：００～１４：３０ 

    創立３５周年記念祝賀会 １５：００～１６：３０ 

場  所   北野連合会館 ２階 集会室 

 

後日、班長さんを通じて、各戸に総会案内、委任状用紙、総会 

議案書、創立３５周年記念祝賀会開催の案内を、お届けします。 

 



パートーナーシップによる町内排雪事業の実施 
 

排雪前              排雪後 

ローターリー除雪車による積み込み    グレダーによる路面掘削 

 

 排雪作業は２月２２日（金）

～３月１日（金）に行われました。

積雪量が例年に比べ多く、作業は

予定より大幅に遅れ、皆様の日常

生活に不便をかけしましたが、事

故もなく無事終了しました。ご協

力ありがとうございました。 
トラクターショベルによる路面掘削 

 
                               

 今年度は総務部長兼務で町内会活動を行ったため、今年の活動

方針に掲げた「災害時要援護者避難支援体制」の見直し作業を

進めることが出来ませんでした。 お詫び申し上げます。 

   総務部長代行 福田町内会会長 
 

 （４）お隣どうし声掛け合って 

 

編集 
 

後記 
 


