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伝法政喜
⽩樺会 会⻑挨拶
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⽩樺会の歴史を聞く

⻘葉町の当時を知る⽅々にインタビュー

松村伸⼰さん、遊佐春哉さん、⾼島梅乃さん
吉⽥幹夫さん、武知三代治さん・政代さん、林昭⼀さん、

�五〇周年記念誌の発刊に寄せて�
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⽩樺会50周年特別企画
⻘葉⼩学校卒業⽣座談会

⼀九六⼋年︵昭和四三年︶九⽉に�
⻘葉地区最⼩の町内会として誕⽣した
⽩樺会は�今年で結成五〇周年という
節⽬の年を迎えています�
今回�半世紀の歴史を刻んだ⽩樺会
五〇周年を記念して�現在も⽩樺会の
地域内にお住いの当時の⼩学⽣の⽅々
の座談会や�当時のことを知る⽅々の
インタビ��のほか�この地域の開発
当時の写真などを掲載して�地域の発
展の様⼦を振り返�てみる⼀つの資料として�五〇周年記念誌の
発⾏を企画することとしました�
座談会やインタビ��の中でも明らかなように�⽩樺会結成当
時のこの地域は�⻘葉公設市場やコンシ�マ�ズマ�ト﹁にしむ
ら﹂のほか�ガソリンスタンドや病院�薬局�銀⾏�喫茶店など
が⽴ち並ぶ�⽂字通り⻘葉町の中⼼地として開発・整備されてき
たことがうかがえますが�現在の地域の状況を⾒るとき�この半
世紀の間にそうした施設のほとんどが移転または撤退し�その跡
地には分譲マンシ�ンが建設されるなど�まさに�隔世の感があ
ります�
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写真で⾒る今⽇の⽩樺会

「愛する我が街と共に
これからもずっと」

座⻑：⿃本優⾄さん
藤⽥智⾏さん、渡辺和美さん、マーフィー美奈さん、中⼭恭⼦さん
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⽩樺歴史ギャラリー

画像・資料提供：札幌公⽂書館様、⻘葉⼩学校様、⻘葉町⾃治連合会様
和寒かたくり⻭科清⽔様、札幌⻘葉郵便局様

Page：18∼19

⽩樺会のできごと・・・年表

⽩樺会

第⼗六代会⻑

伝法政喜

こうした地域の変化とともに�⽩樺会を取り巻く環境も⼤きく
変化してきています�加⼊世帯数は⼆〇⼀⼋年⼀⽉⼀⽇現在で�
三四四世帯�結成当時に⽐べるとほぼ倍増しており�古くからの
住⺠と⽐較的新しい住⺠が混在するなど�町内会に対する意識の
相違も⼤きなものがあります�
そのため�ホ�ムペ�ジによる情報の発信や各種会議の議事録
の公開など情報公開に取り組みました�若い世代にも積極的に参
加・協⼒がもらえるような努⼒と合わせて�﹁ふれあいいきいき
サロン﹂や﹁健康⿇雀サ�クル﹂﹁パ�クゴルフサ�クル﹂など
の世代を超えた仲間づくり活動など�⽇常的な結びつきと活発な
町内会活動をめざすこととしています�
また�昨今は地震や⼤⾬による災害が全国各地で発⽣していま
すが�九⽉六⽇に発⽣した﹁北海道胆振東部地震﹂と�それに伴
うブラ�クアウトに象徴されるように�札幌も災害の例外ではあ
り得ません�加えて�災害時の避難所として指定されている⻘葉
⼩学校の統合・移転など新たな状況の中で�災害弱者対策として
の﹁要⽀援者﹂の把握など�地域での防災活動の充実も求められ
ています�
⽩樺会半世紀の歴史の中で培�てきた地域の結びつきを⼀層強
め�﹁誰でも⼤きな負担なく参加できる町内会活動﹂に向けて�
新たな歴史を⼀歩⼀歩刻んでいけるよう�会員皆さんの⼀層のご
協⼒をお願いして�五〇周年記念誌発刊に当た�てのご挨拶とい
たします�
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今回�⽩樺会が五〇周年を迎え
るにあたり�この地域が造成�分
譲された時期に住居を構えられた
⽅々に�当時の様⼦をお聞きする�
という企画を考えました�
台⾵に続く�地震による全道ブラ
�クアウトの災難の後でしたが�
六世帯の⽅々に快く応じていただ
きました�編集委員会のメンバ�
がインタビ��させていただいた
皆様⽅の�懐かしいお話の数々を
お楽しみください�

聞き⼿ 松⾕・⼩林・⼩林

松
村
伸
⼰
さ
ん

市役所の担当が�⾞で⾒学に連
れてきてくれて�建設予定などの
説明を受けました�
札幌市の造成したエリアは�舗装
道路�⽔道�電気�ガスが⽤意さ
れていて�付帯⼯事がいらず�⼟
地の値段も他より安か�たので決
めました�

⻘葉町にお住まいになろうとした
き�かけ�決め⼿は

昭和四三年秋�⼆回⽬の抽選に
応募しました�

⻘葉町に住居を構えた時期は

聞き⼿ 松⾕・⼩林・⼩林
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⻘葉町に住居を構えた時期は
昭和四⼆年九⽉に�札幌市との
契約で⼟地を購⼊しました�
抽選順が遅く�諦めていましたが�
辞退する⼈もいて購⼊できました�
﹁⼆年以内に建てる﹂という約束
だ�たのですが�仕事の都合で延
期してもらい�家は昭和四五年夏
に建てました�実際に住むまで�
お隣の森さんが町内会費を⽴て替
えてくれるなど�お世話になりま
した�
⻘葉町にお住まいになろうとした
き�かけ�決め⼿は
市が分譲していたので�
当時の様⼦�現在との違い
分譲のために⽕⼭灰で整地され
区画整理されてはいましたが�何
もない状態で�どこがどこやらわ
からない状態でした�
今は⼤きな周りの⽊が�まだ⼩さ
か�たです�
南郷通も�北星⼤学のところまで
しかありませんでした�
また�当時は電話代が⾼く�道外
との連絡は緊急時以外は電報とい
う時代でした�

当時の様⼦�現在との違い

⾞通勤でしたが�当時は桑園の職
場まで⼆五分くらいで⾏けました�
⼗三丁⽬⼀帯は�まだ⽥んぼでし
たね�
昭和四六⽣まれの⼦供が幼稚園に
⼊る直前の北光幼稚園は�⼊園希
望者が多く�⼊園申し込みのため�
徹夜で順番待ちする覚悟もしまし
たが⼤丈夫でした�
周りも�殆どの家が⼆世代�三世
代�四世代の同居で�⼦供たちの
声がたくさん聞こえていました�
当時�便利だと思�たこと�
不便だと思�たこと
ス�パ�にしむらが⼆軒�公設
市場もあり�買い物は殆どが町内
ですんで便利でした�
⽪膚科�整形外科などの病院�銀
⾏�居酒屋などもありました�
当時の印象に残�ていること�
地域の⾏事�様⼦など
少年野球が活発で�多いときは
町内会ごとに⼋チ�ムあり�︵監
督も歴任︶⻘葉町内でリ�グ戦も
や�ていました�
⼤⼈の﹁のんべえず﹂というチ�
ムがあ�たり�町内対抗の⼥⼦ソ
フトボ�ル⼤会などもありました�

現在の児童会館の場所に公園があ
り�そこでも盆踊りをしていまし
た�
そこが�テニスコ�トだ�たこと
もありました�
今のサイクリングロ�ドの旧千歳
線にはＳＬが⾛�ていて�よく⼦
供たちに⾒せるために中央公園ま
で⾏�ていました�
当時は周囲に⾼い建物がなく�家
の⼆階から豊平川の花⽕も⾒えま
した�
銭湯も�すずらん湯さんや�⽇の
出湯さんを時々利⽤していました�
当時�⼩学校の校⻑先⽣をした事
のある⽅が町内会⻑をしていて�
私はその時に会計部⻑をしていま
した�
今のカテプリは�プランタンとい
うデパ�トでした�サタデ�スタ
ジオというＳＴＶラジオの番組が
あり�歌⼿が来て歌うのを⾒に⾏
�たことを覚えています�
通勤通学⽤に�⻘葉町中央始発
の⼤通り⾏きの国鉄バスがありま
した�降⾞専⽤で�途中降ろしな
がら⼤通りに向かい�沢⼭の⼈が
利⽤していました�
朝のみの運⾏で�ラジオが流れ�
⼥性⾞掌がアナウンスまでしてく
れる豪華なバスでした�当時は道
も混むことなく�⼤通りまで三〇
分ほどでした�

当時�便利だと思�たこと�
不便だと思�たこと

家を建てた頃は若い⼈が多く�
たくさんの⼦供たちがいました�
⻘葉⼩学校はマンモス⼩学校で�
新聞に載�たほどでした�

当時の印象に残�ていること�
地域の⾏事�様⼦など

停電はしましたが�ガスで調理
することができました�温⽔器も
利⽤していたため�そのお湯でお
⾵呂にも⼊れましたので�あまり
困ることはなか�たです�

今回の台⾵に続く地震でお困りに
な�たこと

銀⾏�電気屋など⾊々な店が町
内にあり�⼦供も多く賑やかでし
た�
中央公園で盆踊りが催され�花⽕
⼤会がある時などは�公設市場前
にも出店やビアガ�デン的なもの
も⽤意され�沢⼭の⼈が集ま�て
いました�

⼩学⽣から⼤⼈まで参加の運動会
も�⻘葉中央公園で開催されてい
ました�
今回の台⾵に続く地震でお困りに
な�たこと
ラジオもない⾼齢者のお宅があ
り�余�ているラジオをお貸しし
ました�
⺠⽣委員の⽅の炊き出しもあり�
お誘いにきていただきました�
ここが�安⼼できる地域で本当に
良か�たなと�思いました�
ガスが使えたので特に困りません
でしたが�充電⽤のコ�ドがなか
�たのが困りました�
⽩樺会�連合町内会などに期待
すること�または要望事項
四班の⾓地の街灯が⼀つはずさ
れ�夜になるととても暗く�歩く
のも怖いくらいです�
ひ�たくりにバ�グを取られそう
にな�た⼈もいるので�何とかし
て欲しいと思います�
不審者の出没にも�注意して欲し
いと思います�

⽩樺会�連合町内会などに期待
すること�または要望事項
ゴミステ�シ�ンを利⽤する⼈
の範囲が広く�機材変更したいが�
話をすすめるのが⼤変です�
今回のような災害時の備えについ
て�⽩樺会ではどのように考えて
いるか伺いたいです�
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当初�この辺はうちを⼊れてまだ
四軒しかなくて�今のＥ団地の辺
りは⼀メ�トルくらいの草藪でし
たね�春になると�ひばりが⾶ん
で来て�とてものどかでした�
旧千歳線もここから⾒えて�⼀両
編成の電⾞が⾛�ていました�

当時�便利だと思�たこと�
不便だと思�たこと

五年間ランプで⽣活していた近所
のお家もあり�⽔も井⼾⽔でした�
我が家もその後�隣の家の井⼾か
ら塩ビ管で⽔を分けてもらいまし
た�配管は主⼈が全部⼀⼈でやり
ました�井⼾⽔での⽣活は⻑か�
たですが�冬は温かく夏は冷たく
て⽔質も良か�たですね�
以前の家は室もあ�たので�冷蔵
庫代わりに野菜を保存したり�⼦
供が悪いことをしたら中に⼊れて
お仕置きしました�︵笑︶
あの頃�下⽔道を使うための受益
者負担というものがありました�
北電に電柱を⼊れてもらうために
も�⼀本⼆万円を⽀払いました�
今では�考えられないことですね�

当時の様⼦�現在との違い

春になると⽕⼭灰が⾵に舞�て
すごか�たです�ゴミは⾃分たち
でドラム⽸で燃やさなければなら

聞き⼿ ⼭本・⽯澤
⻘葉町に住居を構えた時期は
昭和四三年です�
⻘葉町にお住まいになろうとした
き�かけ�決め⼿は
当時は�宅地造成が盛んだ�た
時代でした�戦後の混乱期を脱却
して�⼀般庶⺠がぽつぽつと家を
建てるとい�た時期でしたね�
最初に道の分譲だ�た⼤⿇の⼟地
に申し込んだら抽選に外れてしま
い�さらに別の⼟地の抽選も外れ�
さてどうしようかとな�た時�ち
�うど市の開発でここを分譲する
ということを知りました�
まだ地下鉄の計画などもなか�た
時代ですが�少しでも勤務地に近
い⽅がいいと思い�まず⾒学に来

⼟地を買�てすぐに家を建てた
のですが�その年か翌年の冬だ�
たか�すごい⼤雪にな�たんです�
ある時�すすきので⾷事会があ�
たのですが�あまりに天気が荒れ
ているので先に失礼しました�バ
スのあるうちに帰�てきましたが�
わずか五〇メ�トル先位にわが家
の⽞関の灯りが⾒えるのに�雪の
吹きだまりでなかなか進めなく�
泳ぐように歩いて辿りついたとい
うこともありました�
⼤雪で⾃分の家まで⾏けずに�仕
⽅なくどこかに泊�た近所の⽅が
いらして�翌朝どうにか帰�てみ
ると�⼀階部分が雪に埋ま�てい
たと話していました�
あと�⾵も強か�たですね�
まだ家もあまりなか�たので�春
になると⽕⼭灰が吹き荒れて⽬を
開けられないくらいで�居間の窓
も開けていられませんでした�
ここに来た年はもう�今の⻘葉中

当時の様⼦�現在との違い

ました�市の⼈が案内してくれた
場所は今の厚別中央で�この辺の
雑⽊林が遠くに⾒渡せました�何
もない所でしたが�市の造成だか
ら間違いないかと思�て決めまし
た�

こちらに引�越す前は�⽉寒の
会社の社宅にいましたので�ここ
に来た時は�すごく⽥舎に感じま
した�

主⼈の会社の社⻑さんが⼟地を
持�ていたという関係で�購⼊し
ました�

⻘葉町にお住まいになろうとした
き�かけ�決め⼿は

昭和四⼆年に家を建てましたの
で�今年で五⼀年になります�

⻘葉町に住居を構えた時期は

聞き⼿ ⼭本・中島・⽯澤
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なか�たので�⾵の具合を⾒なが
らや�ていました�
冬は除雪がま�たく⼊らず吹き溜
ま�てしまい�除雪⾞を頼んで道
をつけてもら�ていました�
主⼈の勤め先は苗穂でしたが�途
中で⾞を乗り捨てて腰まである雪
を漕いで�家まで辿りついたこと
が何度もありました�
道路が�砂利より荒い砕⽯だ�た
ので�⼦供が転んでよく膝を怪我
して⼤変でした�三輪⾞も漕ぎづ
らくて�舗装だ�たらいいのにな
と思�ていました�
当時の印象に残�ていること�
地域の⾏事�様⼦など
⼦供の数が多くて�⼀番⽬の⼦
はなんとか北光幼稚園に⼊れたの
ですが�⼆番⽬の⼦は⼊れません
でした�札幌市主催のなかよしこ
ども館という企画があ�て�親と
⼦供と⼀緒にいろんな催し物に参
加して�とても楽しか�たです�
⼩学校の運動会の場所取りも⼤変
で�⼟曜の朝に合図の花⽕が上が
ると�ござを持�て急いで⾏�た
ものでした�
中学は�最初はもみじ台中学校で
⼗クラスもあり�プレハブを使�
ていました�途中で⻘葉中学校が

央の停留所のところからバスに乗
れました�でも�その前の年はバ
ス停が遠く�冬になると除雪され
てない道をスキ�を使�て歩いた
という話も聞きました�

でき�そちらに移りました�
町内会活動は�昔は会館などもな
か�たので�会合は会⻑さんの家
に集ま�てや�ていました�
昔の⻘葉会館は�冠婚葬祭に使わ
れていて�私の⽗も⻘葉会館でお
葬式をしました�
今回の台⾵に続く地震でお困りに
な�たこと
避難とな�ても主⼈の介護で動
けないので�すごく不安でしたね�
⽔は出ましたが停電で�ガスも安
全装置が働き使えなくなりました�
近所の⽅の親御さんが市営住宅に
いらして�そちらが先に通電した
ので�ご飯を炊いてもらい�充電
もさせて頂きました�
⽩樺会�連合町内会などに期待
すること�または要望事項
何かあ�た時に�昔からの⼾建
同⼠は�お互いの状況などがわか
�ていますが�マンシ�ンの⽅た
ちとはそういう繋がりが持ちづら
いので�少し不安です�
でも⽩樺会では�若い⽅達たちも
よくや�て下さ�て助か�ていま
す�いろいろと誘�て下さり�本
当に有り難いと思�ています�

ぼでした�地主の⽅が養鶏もして
いて�卵を売りに来ていました�
近くにりんご⼭と呼ばれた⼭があ
�て�⼦供が⼩さい時には�よく
スキ�して遊んだことが懐かしい
思い出です�

出勤はバスを使�ていましたが�
市の中⼼部の時計台まで⾏くので�
通勤は⽐較的便利でした�
ただ最終バスが早く�⼗時少し前
だ�たので�すすきのに出て遅く
な�た時は�よくタクシ�で帰り
ました�
千歳線が切り替わり�上野幌駅が
廃⽌され�新札幌駅ができてとて
も便利になりました�

⽩樺会�連合町内会などに期待
すること�または要望事項

電気が復旧するのが遅か�たけ
れど�⽔道も⼤丈夫でした�
ここはし�かりした造成なので⼼
配ないと思�て�震災の準備も何
もしていませんでした�
懐中電灯がなく蝋燭だけだでした�
﹁蝋燭が残り少ないから�早く寝
ようか﹂という�のんびりした状
態でした︵笑︶

当時�便利だと思�たこと�
不便だと思�たこと

当時の印象に残�ていること�
地域の⾏事�様⼦など

特に望むことはないですが�皆
さんがよくや�て下さ�ていると
感謝しています�
この辺りもマンシ�ンが増えて来
て�⼾建との交流というのもなか
なか難しいのかもしれませんが�
これからはそういう機会もあれば
よいなと思います�

今回の台⾵に続く地震でお困りに
な�たこと

忙しくて⾏事などはあまりよく
憶えていないのですが�公園のお
祭りや花⽕⼤会などは盛況でした
ね�
花⽕⼤会は�周りに家がだんだん
増えてい�たので危ないからやら
なくな�たようです�
この辺りの原始林に⾒えるところ
は�もともと⽊がなくて下は⽥ん
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武
知
三
代
治
さ
ん
・

⽩樺会�連合町内会などに期待
すること�または要望事項

くさん⽤意して�⼿を伸ばせばす
ぐ届くように�枕元やあちこちに
置いています�ガスと⽔道は⼤丈
夫だ�たので�逆にお隣のマンシ
�ンの知り合いの⽅にご飯を炊い
て差し上げたり�携帯ラジオもた
くさん持�ているのでお貸ししま
した�
ペ�トボトルも�常に三〇本位⽔
を⼊れて置いてあります�
強⾵や地震などでも�割とこの辺
は地盤がし�かりしていて⼤丈夫
でしたね�

︵三代治さん︶︵当時の分譲のち
らしと地図を⾒ながら︶⼿稲に⼟
地を持�ていたのですが�私の叔
⺟が紹介してくれたこちらを気に
⼊り買うことにしました�⼟地は
⼆〇代で買�て�実際に家を建て
たのは三〇代ですから�若か�た
ですね�
あの頃は�⼟地を買�ておけば上
がるという投資的な気持ちもあ�
て購⼊しました�周りでもそうい

⻘葉町にお住まいになろうとした
き�かけ�決め⼿は

昭和四七年です�

⻘葉町に住居を構えた時期は

聞き⼿ ⼭本・中島・⽯澤

政
代
さ
ん
ご
夫
妻
︵三代治さん︶次から次へといろ
んな楽しい企画をして下さるので�
参加させて頂いています�近くで
そういう交流できる所があるとい
うのは�本当に嬉しいですね�
⽤事を作�て頂けるから�寝てい
られないです︵笑︶
︵政代さん︶主⼈は退職するまで
仕事⼈間で遊ぶこともなか�たの
で�今はその反動でいろんなこと
をさせてもら�ています�
仲間と⼀緒に始めた⿇雀なども�
楽しんでや�ているので良か�た
なと思�ています�

う⼈が結構いました�
⽩⽯の会社に住み込みで勤めてい
たんですが�住み込み制度がなく
なり�せ�かく⼟地もあるから家
を建てようかということにな�た
んです�
当時の様⼦�現在との違い
︵三代治さん︶⼟地を買�た当初
は�周りにはリンゴ園とじ�がい
も畑などの農家が⼆件あるだけで�
道も農道だけでした�遠くには�
ひばりが丘が⾒えました�
⼟地を取得してから�実際に家を
建てたのは⼗年後だ�たので�そ
の頃には�お店も病院もあり�住
むのに不便はありませんでした�
上野幌駅が近いからいいなと思�
て買�たのに�駅がなくな�てし
まいましたが�
昔は�市営住宅にお⾵呂がなか�
たので�この辺には銭湯がたくさ
んありました�お⾵呂付きにな�
てからは�銭湯も次々となくな�
てしまいました�
当時�便利だと思�たこと�
不便だと思�たこと
︵三代治さん︶特別不便に感じた
ことはありませんでした�

来た当時は�南郷通の向こうは�
⾃衛隊の弾薬庫でした�バラ線が

当時の様⼦�現在との違い

以前は�由仁町三川で農業をや
�ていました�ここで⽜乳屋を始
めるき�かけは�⼀年前に旭町で
⽜乳屋を始めていた妹から�﹁⻘
葉町は団地ができて⼈が増えるか
ら�ここに来て⽜乳屋をやらない
か﹂と⾔われたことでした�それ
で�移り住むことにしたのです�

⻘葉町にお住まいになろうとした
き�かけ�決め⼿は

昭和四⼆年⼗⼀⽉に構えました�

⻘葉町に住居を構えた時期は

聞き⼿ ⿃本

林
昭
⼀
さ
ん

⼦供も�ここに来たら学校がすご
く近くなりました�
お隣はラ�メン屋さんで�近所に
は�お寿司屋さんやお菓⼦屋さん�
床屋さん�パ�マ屋さん�クリ�
ニング屋さんと何でもありました�
通勤はバスでした�冬に⼤⿇まで
酔�払�て寝てしまい�帰りのバ
スに乗せてもら�たこともありま
した�︵笑︶
︵政代さん︶私の両親は東区にい
たのですが�当時東区まで⾏くに
は�バスを乗り継いで⾏かなけれ
ばなりませんでした�
体の丈夫でない親が遊びに来て�
遠くまでバスで帰すのがつらくて�
タクシ�を呼んだりしていました�
⾞が家にあ�たので�周りからは
反対されましたが�息⼦が⼀年⽣
にな�た時に⼀念発起して免許を
取りました�そのおかげで�親を
送り迎えすることができ�親の死
に⽬にも間に合うことができたの
で�良か�たなと思�ています�
当時の印象に残�ていること�
地域の⾏事�様⼦など
︵政代さん︶住み込み住宅では気
が抜けなくて�毎⽇緊張の連続で
した�⻘葉町に引�越して来たら�
ゆ�たりとした気持ちで暮らせて

張られ�道路も砂利道でした�
⻘葉町六丁⽬の界隈では�我が家
しかなか�たですね�あとは�四
丁⽬に市の⽔道局の⼈たちがいた
だけでした�ここらの道路も砂利
道で何もなく�学校もできてなか
�たです�
夜�仕事をするのも�九⽉になる
とすぐ暗くなるので⼤変でした�
電気⼯事などをする時に使う臨時
灯を�点けてもらおうと思いまし
たが�当時四〇万円くらいかかる
と⾔われやめました�
当時�便利だと思�たこと�
不便だと思�たこと
家を建てるすぐ前に�ガスや⽔
道が⼊�たような�とても不便な
ところでした�
今回の台⾵に続く地震でお困りに
な�たこと
地震で困�たことは何もなか�
たです�ここは�地盤が固いので
良か�たです�
⽩樺会�連合町内会などに期待
すること�または要望事項
もう五〇年以上も住んでいます

本当に嬉しか�たです�
当時�上の娘は⼩学⼆年⽣�下の
息⼦はまだ⼀歳でした�
その頃には�団地にも沢⼭⼈がい
ましたし�娘の時は⼩学校にクラ
スが六つも七つもあ�て�⻘葉町
七丁⽬だけでも⼀学年⼗⼈位いま
した�⼀番多い時には�全校⽣徒
が⼀六〇〇⼈いたようです�
地域では�お祭りの御神輿やいろ
んな催し物もあり�とても賑やか
でした�幼稚園のサ�クルにも⼊
�たりと�楽しく過ごしました�
︵三代治さん︶本当にお陰様で�
ここに住んで嫌な思いというのは
したことがなか�たですね�治安
もいいですしね�
︵政代さん︶主⼈は仕事⼈間で家
にいなか�たので�⼦供たちと⼀
緒に親⼦で参加できる催し物に誘
�ていただき�⼭に登�たり�キ
�ンプしたりと本当に楽しか�た
ですよ�
今回の台⾵に続く地震でお困りに
な�たこと
︵三代治さん︶娘が区内にいます
し�息⼦が⼀晩泊�てアンテナを
直してくれたりしたので助かりま
した�
うちでは�普段から懐中電灯をた

が�町内会には満⾜してます�
今�九⼀歳で�胃の⼿術もしまし
たが�⾷欲もあ�てまだまだ元気
です�
���������������
参考資料・かつて⽩樺会内にあ�た店�
病院�施設など︵年代�その他順不同︶

三丁⽬
コンシ�マ�ズマ�トにしむら
⻘葉公設市場︵シ��ピングセンタ�︶
アルフ�ベ�タ�
ロ�ソン
しきぶ︵美容院︶
カ�ブス

六丁⽬
北海道銀⾏下野幌⽀店
喫茶Ａｃｃ
左⾨寿司
⻯宮園
さん吉
雪印⽜乳店
北ガス泉燃料店
理興産業
レストラン⻘葉
北海タイムス専売所
コスモ⽯油ガソリンスタンド
⽊⼾⻭科
橋本産婦⼈科
渡辺整形外科医院
飯塚⽿⿐咽喉科
⽪膚科⻘葉のうなか医院
調剤薬局

七丁⽬
テニスコ�ト︵現・児童会館︶
川原⻭科
ラ�メン店
洋菓⼦プチロアンヌ
⾼和堂
美容院
理髪店
鮨の味通
三菱電器店
クリ�ニング店
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⽩樺会五〇周年特別企画
⻘葉⼩学校卒業⽣座談会

左から⿃本優⾄さん︵座⻑・三期卒︶
藤⽥智⾏さん︵五期卒︶
渡辺和美さん︵六期卒・旧姓佐々⽊︶
マ� フ��美 奈さん︵ ⼋期卒・ 旧姓佐藤 ︶
中⼭恭⼦さん︵⼀七期卒・旧姓藤堂︶

の数もとても多か�たです�
中⼭ 私は物⼼つい
た頃には⼆丁⽬に住
んでいて�幼稚園の
頃�七丁⽬に引�越
して北光幼稚園に⼊りました�
藤⽥ 僕も⼩学⼆年の時にＡ団地
から�⼆丁⽬に家を建てて移りま
した�
⿃本 ⼆丁⽬と⾔えば�みどり公
園の近くににそろばん教室があり
ましたね�
私は東区にいたのですが�⼩学校
⼆年か三年のころに来ました�そ
の時に⼗⼆号線からバスで来たの
か�上野幌駅から歩いて来たのか
覚えていませんが�当時の上野幌
駅舎は�近くに湧⽔が出ているよ
うなところでした�
渡辺さんと同じように�﹁すごく
遠くまで連れて来られたな�﹂と
いう感じと�秋だ�たのでトンボ
が舞う様⼦が印象的でした�
当時はＥ団地がなくて林だ�たん
です�もみじ台団地もまだなくて�
うちから百年記念塔のところまで
スキ�で⾏�たりしてました�
渡辺 私も�今の北星⾼校がある
ところに⼭があ�たので�⽇曜に
なるとボブスレ�を持�て⾏�て
滑�て遊んでいました�
⿃本 本当にのどかでしたね�交

⿃本 皆さ
ん�今⽇は
お集まり頂
いてありが
とうござい
ます�
難しい話はなしで�当時の思い出
などを�お話できれば良いかなと
思います�
実は先⽇四六年ぶりに同期会をや
�たんですよ�皆さんやられてい
ますか？
渡辺 最近や�てい
ないんですが�以前
はミニバスケ�トの
関係で毎年集ま�てや�ていまし
た�今でも何⼈かとは連絡を取り
合�ています�
⿃本 その同期会で�当時の担任
の先⽣⽅三⼈にも出席していただ
き�﹁先⽣�当時は厳しか�たで
すよね﹂という話で盛り上がりま
した�
今だとち��と問題になるような
厳しさかもしれませんが︵笑︶�
渡辺 すごく怒られました�顔に
⾚墨を塗られて廊下に座らせられ�
友達と塗られたところを⾒せあ�
たり�でも�そんなことが嬉しか
�たりしました�︵笑︶

通⼿段は�国鉄バスと市営バスで
したね�
渡辺 バスというと�⻘葉町中央
にバスのロ�タリ�があ�て�そ
こで折り返していました�
⿃本 バスが
来ない時は広
い駐⾞場のよ
うにな�て�
皆勝⼿に停め
ていました�
今と違�て駐
⾞スペ�スに
悩まず停め放
題でしたよ︵笑︶
藤⽥さんもロ�タリ�や公設市場�
コンシ�マ�ズマ�トにしむらの
ことは覚えていら�し�います
か？
藤⽥ はい�もちろん知�ていま
す�
⿃本 にしむらは�⼋丁⽬のパ�
ソナルハイツの場所にもありまし
た�
渡辺 四丁⽬には�下野幌ス�パ
�があ
りまし
た�
⾚ひげ
の北側
で�浅
井⻭科があるところに�

⿃本 皆さんが最初に⻘葉町に来
られた時はどんな感じでしたか？
渡辺 私は美園から引�越して来
たのですが�すごく⼈⾥離れた遠
いところに来たように思いました�
でも⼩学校の校⻑室に挨拶に⾏�
た時に�そこの窓から⾒えた街並
みがすごく綺麗で�﹁ああここに
住めるんだな﹂という気持ちにな
りました�来たのが冬だ�たので�
猛吹雪で歩けなくなることが何回
かあり�﹁これはすごいところに
来たな﹂という両⽅の印象があり
ました�
⿃本 当時の⼩学校の周りはどん
な感じでしたか�

⿃本 あそこの上に会館があ�て�
そこで郵便局の開局式典がおこな
われました�
藤⽥ ⼩学校は当時�体育館がな
か�た
ので�
開校式
は理科
室でや
りまし
たね�
⿃本 その
他�⻘葉町
全体で�今
でも記憶に
残�ている
ことはあり
ますか？
渡辺 ⻘葉中央公園は�昔は⾃然
公園と⾔�ていましたね�
⿃本 ⻘葉中央公園という名前に
な�たのは最近のような気がしま
す�⾃然公園では昔�花⽕⼤会を
や�ていましたね�
渡辺 え��夏は盆踊りの後に花
⽕⼤会が盛⼤に⾏われてました�
マ�フ�� それは知らなか�た
です�
⿃本 ナイアガラ花⽕もありまし

渡辺 ⼩学校の向かいにトラ�ク
協会の社宅と北光幼稚園がありま
した�家の前はうちと今⽥さんの
家しかなくあとはＥ団地�それと
個⼈住宅がまだぽつぽつとあるよ
うな感じでした�
藤⽥ 昭和四⼀年に
私が来た時は�まだ
⻘葉町ではなく下野
幌と呼ばれていた時です�最初は
まだ六棟しか建�ていなか�たＡ
団地に⼊りました�なかよしこど
も館に⾏き�その後ひばりが丘の
明星幼稚園�信濃⼩学校まで歩い
て通いました�
⼩学校に⼊�た年の⼗⼆⽉くらい
に�や�と下野幌⼩学校ができた
ので移りました�学校が近くな�
たので嬉しか�たです�
渡辺 私は⼀年⽣として最初に⼊
学式をした世代です�その時代が
児童数が⼀番多く�千数百⼈の札
幌⼀のマンモス校でした�毎年増
築⼯事をや�ていて�三年四年次
はプレハブ校舎にいました�
マ�フ�� 私がこ
ちらに来たのは幼稚
園に上がる前の五歳
くらいの時です�⻘
葉中央公園の⼀帯が⽕⼭灰だ�た
印象が強いです�
北光幼稚園に通いましたが�園児

たね�
渡辺 ⻘葉中央公園でやらなくな
�た後は�サンピアザの広場で⼤
きなやぐらを組んで�盆踊りと花
⽕⼤会をやるようになりました�
⻘葉中央公園の花⽕⼤会は�もみ
じ台の花⽕⼤会などよりも�と⼤
きくて�楽しか�たです�観に来
る⼈も踊る⼈もたくさんいました�
⿃本 今の朝⽇新聞販売店の隣は�
いろいろ建物が変わ�ているので
すが�ガス屋さんにな�たりフラ
ンス料理店にもなりましたね�
渡辺 そうですね�今の⻘葉産婦
⼈科クリニ�クの所に�喫茶店や
焼⾁屋さんもありましたね�
⿃本 ガス屋さんができた時に�
お祭りをや�たのを覚えています
か？今の児童会館のところで�そ
れがすごい⼈で�こんなに⼈が来
るのかというくらい�
渡辺 ⻘葉町は�とにかく⼈がた
くさんいましたから�
マ�フ�� 運動会の時にすごい
⼈がたくさ
んいたとい
う記憶があ
ります�
中⼭ 運動
会はすごか�たですよね�グラウ
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(⻘葉⼩学校所蔵)
(⻘葉⼩学校所蔵)

(⻘葉⼩学校所蔵)
(⻘葉⼩学校所蔵)

と名前が貼られてました�
中⼭ 私は⼩学校時代やんち�で
したね�学校の思い
出より�帰�て来て
からシ��ピングセ
ンタ�に⼊り浸�て
いたという感じでし
た�
渡辺 レコ�ド屋さんからおもち
�屋さん�い�ぱいお店がありま
したね�レコ�ド屋さんに⾏くの
がすごく楽しくて�あとミモリさ
ん�靴屋さん�おもち�屋さん�
⾷べ物屋さん�お菓⼦屋さん�ラ
�メン屋さんもありました�
中⼭ あ�それ�うちです︵笑︶�
⾷堂な
のでラ
�メン
の他に
お蕎⻨
とか�
ソフトクリ�ムなんかもありまし
た�⾃分のうちのものなので�ソ
フトクリ�ムは巻き放題で︵笑︶�
⿃本 じ�あ中⼭さんは放課後は
お店にず�といた感じですか？
中⼭ いましたね�おかず屋さん
の⼥の⼦とお友達で⼀緒に遊んで
いたりとか�

⿃本 僕たちの親は⼤体関わ�て
いるんですよね�夜中に⾏�て�
寒いから酒でも飲まないと�とい
う感じで飲みながらや�ていまし
た�
リンクは⼆�三年くらいでなくな
りましたが�リンクがあ�たおか
げで�少しだけスケ�トが滑れる
ようにな�たんですよね�あれが
なか�たらスケ�トなんかできな
か�たかもしれない�あの頃は�
スケ�トが流⾏�ていて�他の学
校でもリンクを作�てました�
藤⽥ ち�うどオリンピ�クのこ
ろじ�ないですか？
⼀同 そ�だ！その影響だ！
⿃本 ⻘葉中央公園でスキ�授業
もしましたね�

(札幌市公⽂書館所蔵)

渡辺 低学年は⾺場公園�⾼学年
はバスでスキ�場に⾏くこともあ
りました�
藤⽥ 藤野か藻岩⼭
中⼭ ⼿稲も⾏�たことあります�
⿃本 昔のスキ�靴は�ヒモでし
ば�てましたね�
藤⽥ みなさん�りんご⼭�て覚
えていますか？たしか⼗三丁⽬あ
たりが丘みたいにな�ていて�そ
こでスキ�を滑�た記憶がありま
す�りんごの⽊があ�たかどうか

⿃本 お店もレジとかじ�なくて�
⼿渡しで�市場のようなやりとり
でしたよね�
マ�フ��さんは�⼩学校時代�
これをや�ていたというのはあり
ますか？
マ�フ�� 習字をや�ていまし
た�⼩学校の⾓のお家です�
渡辺 ⼩野先⽣ですね！私も⼩学
校三年⽣の時から通�ていました�
⿃本 藤⽥さんはどんな思い出が
ありますか�
藤⽥ 昼休みにな�たら⼩学校の
グラウンドで全校⽣徒が遊んでい
ましたね�プ�ルも何もなか�た
けれど�すごい⼈の数で・・・
渡辺 体育館もすごい⼈で�今駐
⾞場にな�ているところでもゴム
⾶びとかして遊んでいました�ど
こにでも⼈がいて�散らば�て遊
んでいました�体育館にも鉄棒と
かがあ�たし�
あと給⾷�私が六年⽣のときに給
⾷室ができて�今の形になりまし
た�それまでは外部から運んで来
ていました�
マ�フ�� ⽜乳に⼊れる粉があ
りませんでしたか？

定かではないですが�皆りんご⼭
と呼んでいました�
渡辺 丘がありましたね�私はあ
そこを通�てもみじ台の⽅まで⾏
�ていました�
マ�フ�� え��じ�あ線路は
なか�たんですか？
⿃本 千歳線の線路は�僕たちが
中学⽣くらいにな�てからできま
したから�
渡辺 もとは今のサイクリングロ
�ドのところが線路だ�たんです
よね？だから⼋丁⽬から向こうは
⼭でした�

⿃本 上野幌⼩学校は�⼩⾼い所
にあ�たんですよね�
渡辺 私は中学はもみじ台だ�た
ので⼩学校を卒業してからあまり
⼋丁⽬の⽅は⾏かなくな�たんで
す�それで⾼校⽣くらいにな�て
から⻘葉町九丁⽬というのができ
たと聞いて�﹁すごい拓けて⼭じ

(国⼟地理院 50,000 分 1 ・昭和 46 年)

ン ドで ご飯 ⾷
べられなくて�
⾃ 然公 園に ⾏
� て⾷ べた り
して�
藤⽥ グラウ
ンドがい�ぱ
いで�⾷べら
れなか�たですよね�
中⼭ あの頃は�中央公園の⽊も
⼩さか�たですね�
渡辺 うちから藻岩⼭も⾒えたの
に�
中⼭ ⼩さいけど�豊平川の花⽕
も⾒えました�
渡辺 私はご飯は家に帰�て⾷べ
て�放送が聞こえたら�学校に戻
るという感じでした�
⿃本 とにかく⼈が沢⼭いました
ね�⾃然公園でお祭りをや�た時�
公設市場とにしむらと共催してい
たのかわからないけれど�屋台が
出て�そこにも⼈がい�ぱいいま
した�
中⼭ 屋台もい�ぱいあ�た気が
します�
⿃本 ⼩学校時代の思い出で何か
覚えていることはありますか？

�ブがあ�て�当番があり�スト
�ブの上に桶を置いて⽜乳を温め
たりしていました�
渡辺 コ�ク
スと⾔えば�
三�四年の時
はプレハブの
教室にいて四
年の途中で三
階の教室に移
�たのですが�
そこでコ�クスをつけると煙突か
ら⽩い煙が出て避難することがあ
りました�先⽣に﹁教室にいられ
ないから�体育館でド�ジボ�ル
しよう！﹂と⾔われて嬉しか�た
な︵笑︶�
それからは�煙が出るたびに﹁ド
�ジボ�ル！﹂と⾔�ていたこと
を鮮明に覚えています�
⿃本 のどかですね︵笑︶�
そういえば�学習発表会もありま
したね
渡辺 ⼈数が多か�たので�学年
で⼆つにわけて�劇や器楽演奏を
⼆⽇間に分けてや�てました�
⿃本 僕は�演劇と裏⽅からあぶ
れて�ち��きり節をやりました�
すごくイヤでしたが�うけたから
良か�た︵笑︶�
渡辺 妹は⼗⼆クラスある学年で�
⼊学のとき東⽞関にずら����
。

冬に親たちが
⼀⽣懸命⽔撒
きして・・・
冬はスケ�ト
が楽しか�た
ですね�
⿃本 先⽇の
同期会の時に
担任の先⽣が
⾔�ていたん
ですが�親たちだけでなく先⽣達
も夜中の三時四時位に⽔を撒いて
⼀回家に帰�て�朝また出てくる
というタフなことをしていたらし
いですね�
渡辺 私は﹁ガチ�﹂で滑�てま
した�スキ�靴にスケ�トの刃を
つけて滑るんですが�安定感があ
りました� ⽵スキ�もありまし
たね�ミニスキ�の⽵版�
⼀同 え���知らない！
渡辺 ⾼和堂に売�てたんじ�な
いかな�？
冬は⽵スキ�をつけて�友達の家
に遊びに⾏きました�
ミニスキ�にな�て﹁おし�れに
な�た♪﹂と思いました︵笑︶
中⼭ 私の頃はもうリンクはなか
�たですね�雪印まで⾏�ていま
した�
マ�フ�� 私はやりました�
私の⽗がリンクを作�ていました�
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マ�フ�� 教室にコ�クススト

中⼭ ミルメイク？
渡辺 ⽜乳は瓶からテトラパ�ク
にな�たので�そのときになくな
�たかな？
⿃本 粉ジ��ス知�てます？サ
�カリンが⼊�てておいしか�た�
中⼭ 私達は�き�と体に悪いも
の⾷べてますね�
⼀同 ︵笑︶
⿃本 さ�き⾔�たように�とに
かくグラウンドがい�ぱいで�授
業が終わ�ても⾏�ていましたね�
僕たちは�最初⼆�三⼈でぽつぽ
つと野球や�ていたんだけど�だ
んだん⼈が増えてきて�結構⼒が
⼊�てきました�そんな頃�渡辺
整形外科のレントゲン技師の⽅が
監督兼コ�チをや�てくれました�
シンち�んとみんなが呼んでいた
監督は�病院から﹁お�い�患者
さんが来たよ﹂と呼ばれると�戻
�て⾏くという感じでした�
僕らは�それからユニフ��ムを
作り�厚別区の少年野球チ�ムと
戦�たりもしました�
あと�皆さんの共通している思い
出では�スケ�トリンクがあると
思いますが・・・�
渡辺 ありました�スケ�トリン
ク！

(⻘葉⼩学校所蔵)

�なくな�た﹂とび�くりしまし
た�
藤⽥ 昔は⼋丁⽬までしかなか�
たんですよね�
マ�フ�� 道もなか�たんです
か？
渡辺 なか�たですね�ただの⼭
だけでした�⼭の中を探検する感
じでした�
⿃本 では次に�卒業した後に今
もここに住んで思うことはどんな
ことですか？
渡辺 私はやはり便利だなと思�
ています�住んでいくうちに�多
くの⽅々が頑張�て下さ�て新札
幌ができ�地下鉄もＪＲも通り�
空港にも近い�今はここに住んで�
すごく良か�たと思います�
⿃本 ⼦供の頃の記憶を持ちなが
ら今も住ん
でいること
と�⾃分が
卒業した⼩
学校を⼦供
達も卒業し
たというこ
とについて
どう思われ
ますか

る？おじさん元気？﹂﹁元気だ
よ﹂というのが合⾔葉のようにな
�ていました�
藤⽥ いつから駄菓⼦おいたんで
し�うか？私のときは駄菓⼦なか
�たです�⽂房具と本�
⿃本 プラモデルを買いに⾏�た
こともありました�
中⼭ 道新の⾓の︵林⽜乳店︶に
も駄菓⼦がおいてあり�その⼆階
がソロバン教室でした�
渡辺 私はそこで�アイスクリ�
ムを買いに⾏�てたな���
⿃本 他に⾼和堂の思い出は

渡辺 おじさんの歳がわからない

⿃ 本 ⾼ 和堂 の
お じさ んの 暗算
は すご か� たで
すね�
みんな�お店が
できた時から﹁⾼和堂のおじさ
ん﹂と⾔�てましたが�当時⻘葉
町にきたときは⼆七歳だ�たそう
です�
⼀同 うわ�・・・﹁おじさん﹂
�て失礼だ�たんだ・・・︵笑︶�
渡辺 ⾼和堂のおじさん�おばさ
ん�と⾚ち�んもいましたね�
⼀同 え���.
知らない・・・

(⻘葉⼩学校所蔵)

藤⽥ ⻘葉⼩学校にはやはりとて
も愛着がありますよね�学校がで
きた時からず�とですから�
渡辺 私も⾃分の家から⾒えて�
⼦供たちが卒業してから⼗数年経
つけれど�もう⾃分の庭という感
じです�
中⼭ 私も結婚して⼀時は厚別中
央にいたんですが�家を建てると
な�た時にやはり⻘葉町がいいな
と�ち��と出れば買い物できる
ところがたくさんあるし�反対側
に⾏けば静かで�すごく良い場所
です�
マ�フ�� 私も⼀時は⼤⿇にい
てそこも良か�たんですが�雪が
多くて少し⼤変でした�あと�親
のことが⼼配だ�たので戻ろうと�
⿃本 親のことも⼤きいかもしれ
ないですよね�
これから�⾃分達の⼦供が成⻑し
て遠くに⾏�ても�また⻘葉町に
戻�てくるんだろうかと思うこと
があります�
⿃本 ⼦供達には戻�て来て住ん
で欲しいと思いますか？
渡辺 う�ん�学校がなくな�て
しまいますからね・・・�
⿃本 ⻘葉⼩が廃校となることに

ので﹁⼋〇過ぎて運転してる！﹂
なんて思�てましたが�も�と
お若か�たんですね�
⿃本 皆さん�他に﹁ここは思い
出深い﹂というような場所はあり
ますか？
中⼭ は
るみ公園
かな？
渡辺 は
る み公 園
に ⼟管 が
あ�て�
遊 ぶの が
楽 しか �
たです�
マ�フ�� ラジオ体操もや�て
ました�
⿃本 ラジオ体操�て�必ず⾏か
なき�いけないものじ�なか�た
ですか？
⼀同 ⾏かなき�いけなか�た！
マ�フ�� ラジオ体操のカ�ド
を�夏休み明け学校に提出してい
ました�
中⼭ 必死に⾏�てました�
渡辺 引�越して来た頃は�上野

ついて�思うことはありますか�
マ�フ�� なくなるのは淋しい
ですよね�特に卒業した⽅たちは
皆さんそうだと思います�
中⼭ 私もなくなるのは�シ��
クでした�せめて⼀番下の⼦まで
卒業させたいです�
⿃本 ⼩学校は�万が⼀震災が起
きた時には避難場所になる場所で
すよね�それが無くなる可能性が
あるんです�⻘葉中学校や上野幌
⼩学校まで⾏かなければならなく
なる�
渡辺 どうするんでし�う�投票
なども困りますね�
⿃本 震災はまさか⾃分のところ
には来ないだろうと思�ていたと
ころがあ�たと思うのです�も�
と⼤きな震災になると確実に避難
所は⼩学校になりますよね�そう
いうことに対しては�どう思いま
すか？
渡辺 住んでいる者としてはすご
く不安ですよね�
中⼭ お年寄りも多いからそんな
に遠くまでは避難できないですし�
⿃本 学校がなくなり�⼦供たち
の声が聞こえなくなり�震災等の
時の避難所がなくなる�そう考え

幌駅はもう無⼈駅で�駅舎は遊び
場にな�てました�
百年記念塔までも�遊びに⾏�て
ましたね�もみじ台から畑などを
通�て裏から⾏けました�
中⼭ 今は�⼦供たちが遊びに⾏
くのは�校区内だけなんですよね�
渡辺 この間�⼦供の頃のように
百年記念塔に⾏�てみようと思い
ましたが�家など建�ていて⾏け
ませんでした�
マ�フ�� 今は⾏けないんだ！
⿃本 当時は直線で⾏けたんです�
百年記念塔を⽬指して進んで⾏く
だけでした�
渡辺 ⼭越えて畑をぬけて�
藤⽥ その百年記念塔も⽼朽化で
なくすんですね�
渡辺 ち�んと⼿⼊れしておけば
よか�たのに�
⿃本 壊すにしても残すにしても
お⾦かかりますから�
⿃ 本 最 後に �こ れか ら同 窓会 の
予定はありますか？
渡辺 学年の同窓会ではありませ
んが�ミニバスケ�トで集まるこ
とがあります�四〇周年の式典に
参加した時は�当時の担任の先⽣
にお会いしました�
三〇周年の時も�先⽣達がたくさ

ると�本当にこの後ここにず�と
住んでいられるのかと�
渡辺 ⾼和堂がなくなる時に店主
のおじさんが�⼩学校がなくな�
たらもう⻘葉町はだめだよね�と
⾔�ていま
した�全部
が住宅地に
な�てしま
�たら�も
う⻘葉町は
はすたれて
⾏くのでは
と�懸念し
ていました�
⿃本 ⼦供たちにと�て�⾼和堂
の存在は⼤きか�たですよね�
マ�フ�� ⼤きか�たです�お
正⽉でも開いていて�おもち�を
買�たりして�
⿃本 遠⾜の時にお菓⼦を買いに
⾏きましたね�
渡辺 ⽂房具を買�ておじさんと
話をしたり�
中⼭ 私の頃にはもう駄菓⼦屋さ
んにな�ていて�飴を買いに⾏�
たりしました�
渡辺 ⾼和堂はいつまでも⻘葉町
にあるものだと思�ていて�同窓
会に⾏くと皆に�﹁まだ⾼和堂あ

んいら�し��てましたね�
⿃本 五〇周年では�そんなにい
らしてなか�たような・・・
閉校式を盛⼤にする予定なのか
な？
⼀同 そのときは皆で集まりたい
ですね�

お忙しい中�みなさん�お集ま
りいただき�ありがとうございま
した�当時の⼦供たちならではの�
お話も伺うことができました�
また�みなさん含め�地域の誰も
がき�とお世話にな�た﹁⾼和堂
のおじさん﹂こと⾼橋和雄さんも
⾼和堂もみじ台南店で�元気に奥
様と営業されています�
また�丁度�はるみ公園もこの九
⽉に⼆回⽬の改修を終え�⽣まれ
変わり�⼦供たちの声が響いてい
ます�
代々の思い出が詰ま�たこの街を
⼤事にしていきたいですね�
︵編︶
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。

(当初のはるみ公園・七丁⽬⾶⽥様提供)

⽩樺歴史ギ�ラリ�

(国⼟地理院撮影・昭和 46 年)
(国⼟地理院撮影・昭和 51 年)

︵⼀︶空から⾒た⽩樺会の変遷
昭和四⼀年�平成⼆〇年
昭和四⼀年�⽩い部分が造成中の
⻘葉町です�まだ何もなく�浄⽔
場がある程度です�真ん中やや左
が中央公園です�真ん中最下部に
は�当時の上野幌駅があり�最上
部やや左に�現新札幌駅周辺の弾
薬庫が⾒えます�また�左⽅向に
は�既に完成しているひばり�丘
団地が並んでいます�

恒例の⼈⽂字�︵昭和五三年︶
グラウンドの向かいには�病院が
⽴ち並び�写真上部には公設市場
と�にしむらも⾒えます�

校名も�下野幌⼩学校から⻘葉⼩
学校へ

当時�冬には校庭がスケ�トリン

右上の写真は昭和四六年�左上は�
昭和五⼀年に撮影したものです�
左の写真には�真ん中上部に公設
市場ができているのがわかります�
⼗三丁⽬は�まだ⽥んぼや緑地帯
が多いです�
左の写真は平成五年の撮影のもの
です�⽩樺会の周囲もだいぶ変わ
り�⼗三丁⽬も住宅地に�⼋丁⽬
から南側の部分や�九丁⽬も住宅
地にな�ています�旧千歳線は�
サイクリングロ�ドになりました�

クになりました�運動会も座る場
所がないくらいの⼤⼈数でした�
詳細は�卒業⽣座談会のペ�ジを
ご覧下さい�

平成⼆〇年になり�現在⽩樺会管
内にある⼤型マンシ�ンも⽴ち並
び�七丁⽬の奥にあ�た浄⽔場も�
宅地になりました�周囲の市営住
宅は�これから建て替えが始まる
ところです�
そして�裏表紙にある現在の姿へ
と移り変わ�ていきます�

創⽴三〇周年の⼈⽂字です�
この頃�や�と念願のプ�ルも出
来ました�
⼯事の関係で�初夏に⾏われる運
動会も�この年は秋に⾏われまし
た�
また�写真右上�現在のマンシ�
ンが建�ているところは�ガソリ
ンスタンドがありました�
公設市場は�アルフ�ベ�タ�に
変わ�ています�
︵この欄の写真は�
すべて⻘葉⼩学校所蔵︶
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︵⼆︶下野幌⼩学校から
⻘葉⼩学校へ
昭和四三年�現⻘葉⼩学校が下野
幌⼩学校として開校しました�
体育館がまだなく�開校式は理科
室で�当時通学バスもありました�

(国⼟地理院撮影・昭和 41 年)

(国⼟地理院撮影・平成 5 年)

(国⼟地理院撮影・平成 20 年)

︵三︶⽩樺会内外の様⼦
中央公
園駐⾞
場向か
いから�
六丁⽬
⽅向を
写した
もので
す�
中央に
公園管理棟�その右に⽜乳屋さん�
さらにその右には⼩学校の校舎が
⾒えます�
⻘ 葉地
区の�
当 時の
札幌市
の 開発
⽅ 針の
よ うで
す�
⽩樺会
管内も
このよ
うに分
けられ
ていたのですね�

今のパシフ��クヒルズとシテ�
ハウスの場所にあ�た�札幌市公
設市場と�コンシ�マ�ズマ�ケ
�トにしむらの写真です�

その後�いろい
ろ形を変え�に
しむらのあとは�
パシフ��クヒ
ルズになり�公
設市場のあとは
多少名称を変え
た後�シテ�ハ

ウスが建ちまし
た�
アルフ�ベ�タ�
ロ�ソンと美容
院 � ミニ ス � パ
�とカ�ブス�
というように次々と店舗が変わり�

昭和四⼋年九⽉�新札幌駅開業�
初列⾞出発式当⽇です�テ�プカ
�トも⾏われ�華々しく式典が⾏
われました�
今�現在の新札幌駅は�サンピア
ザ・デ�オ・カテプリがあり�そ
れらの施設も年々新しい姿に⽣ま
れ変わ�ています�
これから数年かけて�副都⼼開発
が進み�商業施設や芸術ホ�ルが
でき�⼤学まで誘致されるとなる
と�私たちが思�てもいなか�た
賑やかな街に�変貌していくこと
でし�う�

現在は�﹁シテ�マ�ケ�トてら
さわ﹂と�﹁きたえる�む﹂に変
わ�ています�
てらさわさんは�この胆振東部地
震のブラ�クアウトの際も�暗い
中�店員の皆さんが⼿作業で販売
を⾏うなど�⽩樺会の住⺠の皆さ
んにと�て�とても⼼強い存在で
した�

左は�⼀九六⼋年⼗⼆⽉⼆⽇開局
の下野幌郵便局︵現・札幌⻘葉郵
便局︶です�郵便ポストも�時代
を感じさせます�

昭和四六年の厚別区の地図です�
新札幌の駅の位置は現在とは違い
ます�

七丁⽬
⼗⼀番
地に�
浄⽔場
もあり
ました�

現在もある児童会館も�平成三年
⼗⼆⽉に開館しました�
学童保育・⼦育てサロン・地域の
サ�クル活動の場として�町内で
なくてはならない所です�

(札幌市公⽂書館所蔵)
(札幌市公⽂書館所蔵)
(和寒かたくり⻭科清⽔様寄贈・国⼟地理院 50,000 分 1 地図・昭和 46 年)
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(札幌市公⽂書館所蔵)

(⻘葉町⾃治連合会所蔵)
(札幌市公⽂書館所蔵)

現在のサイクリングロ�ドのテニ
スコ�ト付近にあ�た旧千歳線の
上野幌駅と現在の跡地の掲⽰です�
(⻘葉町⾃治連合会所蔵)

(上、右下２点⻘葉町⾃治連合会所蔵・真中下、左下２点札幌市公⽂書館所蔵 )

(札幌⻘葉郵便局所蔵）

〜年表で⾒る⽩樺会５０年の歩み〜
⻄暦・（昭和・平成）・⽉

1994（6）
1995（7）
1996（8）

6
1
3
7

⽩樺会会⻑

世の中の出来事

⻘葉町・⽩樺会内の出来事
北海タイムス専売所跡地が賃貸アパートに

阪神淡路⼤震災
地下鉄サリン事件
福まち推進センター開設
公設市場跡地に⻘葉公園シティハウス建設

1997（9）

1998（10）
2002（14）

2004（16）

2005（17）
2006（18）

11

2
1
4

11 代：⾼橋重雄

4

12 代：伊藤安明

7
10

2008（20）

10
12
4
6
4

2009（21）

7
12

2010（22）
2011（23）

4
3

2013（25）
2014（26）

4
4
8
4
3
4
10
8
9

2007（19）

2015（27）
2016（28）

2017（29）
2018（30）

9

13 代：宮北正
14 代：藤堂恭平

北海道拓殖銀⾏破綻
にしむら跡地にパシフィックヒルズ
新さっぽろ建設
⻑野冬季オリンピック
NPO 法⼈ホームヘルパーノア開設
ディサービス「花梨の森」開設
第３５回総会
市営住宅 A 団地建替完了
第３6 回総会
市営住宅 B 団地建替完了
⽇本ハムファイターズ 北海道移転
エクセルシオール建設
郵政⺠営化法成⽴
市営住宅 B 団地建替完了
⽇本ハムファイターズ 44 年ぶり 2 回⽬の⽇本⼀に
鮨の味通閉店
第 40 回総会
第⼀回花梨の森⾳楽会開催
第 41 回総回
後期⾼齢者医療制度実施

⻄暦・（昭和・平成）・⽉

1968（43）

12

1969（44)

1970（45）

1971（46）
1972（47）

1973（48）
1974（49）
1975（50）
1976（51）
1977（52）

15 代：⽯塚進

16 代：伝法政喜
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5
12

12
2
1
6
9
8
10
12
4
6

1982（57）

8
3
4
11
12
4
10
3

1983（58）

４

1985（60）

4

1987（62）

1
4
5

1978（53）

コスモ⽯油スタンド跡地にロジェ新札幌建設

⻘葉会館改築落成記念式典
市営住宅 D 団地建替完了
第 43 回総会
東⽇本⼤震災・福島第⼀原⼦⼒発電所事故発⽣
市営住宅Ｅ団地建替完了
市営住宅 F 団地建替完了
ローソン跡にてらさわ⻘葉店開店
有料⽼⼈ホーム「カペラ⻘葉」開設
第 48 回総会
北海道新幹線 ⻘森〜新函館開業
熊本⼤地震
⽇本ハムファイターズ 10 年ぶり 3 回⽬の⽇本⼀に
川原⻭科医院閉院
⾼和堂閉店
⽩樺会創⽴５０周年
北海道胆振東部地震・全道ブラックアウト発⽣

9

1979（54）
1981（56）

⽩樺会会⻑
初代：⻄⽥進

２代：橋本富

3 代：⿃本優

4 代：⼤内清
5 代：⼩野良介

６代：相原昇
７代：藤⽥敏夫

８代：清⽔信夫

9 代：今井正雄

世の中の出来事

⻘葉町・⽩樺会内の出来事
⽩樺会設⽴
北光幼稚園開園
下野幌（現・⻘葉）⼩学校開校
下野幌（現・札幌⻘葉）郵便局開局
第２回総会
札幌市が下野幌団地地区を「⻘葉町」と定める
⻘葉町⾃治連合会設⽴
第３回総会
バス路線⼀部「⻘葉８丁⽬」まで運⾏
地下鉄南北線開業
第 4 回総会
第 5 回総会
⻘葉公設市場オープン
コンシュマーズマートにしむら開店
国鉄新札幌駅開業
サイクリングロード開通
第 8 回総会
⻘葉町体育振興会設⽴
第 9 回総会
⻘葉地区社会福祉協議会発⾜
サンピアザ
北海道銀⾏下野幌⽀店がサンピアザ
オープン
に移転・跡地は同⾏独⾝寮に
有珠⼭噴⽕
第１１回総会
⻘葉地区⺠⽣児童委員協議会発⾜
地下鉄東⻄線⽩⽯〜新札幌間延⻑⼯事着⼯
⻘葉会館落成式
下野幌⼩学校から⻘葉⼩学校へ改称
⻘少年科学館オープン
地下鉄東⻄線⽩⽯〜新さっぽろ間開通
⻘葉中学校開校
第１６回総会
橋本産婦⼈科医院跡地にレジデンス⻘葉建設

1988（63）
1989（元)
1990（2）
1991（3）
1993（5）

11

10 代：藤堂恭平

第１８回総会
７丁⽬の下野幌浄⽔場廃⽌
第 2 ⽩⽯区⺠センター（現厚別区⺠センター）オープン
国鉄分割⺠営化
⻘葉産婦⼈科クリニック開院
⻘葉町調剤薬局開業
⽩⽯区から厚別区が分区
のうなか⽪膚科医院跡地にヴィラ⻘葉が建設

12
7

北海道⻄南沖地震
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⻘葉児童会館オープン

－編集後記（ひとことメッセージ）－
８⽉下旬より発⾜した⽩樺会５０周年記念誌編集委員会ですが、「さあ、これから」という９⽉に
北海道胆振東部地震と全道ブラックアウトが起こりました。
そんな中、⽩樺会の皆さんにインタビューや座談会、写真のご提供などご協⼒いただき、発⾏の⽇を
迎えることができました。編集委員会⼀同、厚く御礼申し上げます。

写真でみる今⽇の⽩樺会
まずは４⽉の総会から

⽇帰りバス旅⾏
恒例５⽉のます花壇植栽

＜編集委員会のメンバー＞

役員⼈事や、予算、諸計画に
ついて検討、討議します。
ここから１年のスタートです。

今年は、由仁ガーデンへ。
昨年は、余市へ果物狩りでした。
花植えしながらのおしゃべり、
毎年恒例です。

⻘葉夏祭りで⽩樺屋台

ふれあいいきいきサロン

⻘葉町住⼈となりまだ４年ですが、記念誌編集のお⼿伝いを通して、次第にこの町に愛着を持つ
ようになりました。地域の歴史や⼈々の営みを知るとはこういうことかと、実感しています。
ご協⼒頂いた皆様、有難うございました。
⽯澤三樹⼦
埼⽟出⾝の私と、⿅児島出⾝の妻とこの⻘葉町に来て２１年、「肌で感じていない歴史を知りた
い」と、常々思っていたことがこういう記念誌を作りたいと思った原点です。今後も⽩樺会が先進
的な単町として更なる発展を遂げることを、切に願います。
⼩林澄夫
札幌に転勤が決まり、家族でこの⻘葉町に初めて来たのは９⽉の肌寒い⽇でした。早いもので、
あれから 21 年。ここは、第⼆の故郷になりました。今回、記念誌作りを通して、この地で暮らせ
た幸せな⽇々を思い起こし、素敵な思い出にすることができました。
⼩林玲⼦
５０周年記念誌が出来上がりました。インタビューや座談会のテープ起こしを担当してくれた
松⾕さん、⽯澤さん、⼩林玲⼦さん、ありがとうございました。地域の歴史を振り返る素晴らしい
記念誌になったと思います。
伝法政喜
⼈⽣ 100 年時代（100 年ライフ）の到来。この街で暮らして 50 年を迎えます。記念誌作成に関
わらさせていただき、先⼈達が築いたこの街に「⾃分は何ができるのか」この問いに改めて考える
時を与えてくれた皆様に感謝いたします。
⿃本優⾄
⻘葉町の発展と変化の様⼦は、驚きの連続でした。今回の企画に関わらせていただき、「⼈と⼈
の繋がり」こそが不変のものであることを実感しました。貴重な経験に感謝しています。
ありがとうございました。
中島すが⼦

今年も⼤勢の皆さんにご参加いただき、楽しく
夏まつりを盛り上げました。

ホームページも

寄せ植え、ゆる体操、フラダンス体験、講座など
毎⽉、趣向を凝らした活動をしています。

健康マージャンクラブ

パークゴルフクラブ

この地域に住んで４６年程経ち、今回このような記念誌作りに係われたことを嬉しく思います。
春には桜、秋には紅葉と本当に⾃然を感じ元気をもらえる地域です。今後も⽼若男⼥、⼒を合わせ
てつながりのある町内会になって欲しいと思います。
仲平美代⼦
⻘葉町は、森を切り開きつくった住宅街だと思っていました。⻘葉中央公園や運動公園周辺の
⽊々は、そのなごり、部分的に森を残したんだと信じていました。編集委員となって、真実を知り
ました。
松⾕知⼦
住宅地として誕⽣した、第⼀世代の⾼齢化が、そのまま地区の⾼齢化につながっている⻘葉町。
でも、取材の中で、第⼆世代とも云える⽅々が、この地に強い愛着を抱いていることにひと安⼼。
と同時に、気軽に助け合える新たなコミニュティーづくりに期待！!
⼭本正幸
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ホームページも開設
QR コードからどうぞ
※QR コードは株式会社デンソーウ
ェーブの登録商標です。

初⼼者歓迎、飲まない、賭けない
健康⿇雀クラブ。
⽼若男⼥集います。

こちらも、初⼼者歓迎、パーク
ゴルフクラブです。

⽩樺会では、年間を通じて、様々な取り組み、⾏事を、会員の皆さんと楽しく⾏なっています。
役員、班⻑さんだけでなく、是⾮みなさん、ご参加ください。
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表紙の航空写真のほぼ現在の状況
（できるだけ同じ構図にしてみました。⻘葉中央公園の⽊々も⼤きく成⻑、住宅街や、マンション群
など、⽩樺会の状況もこの５０年間で⼤きく変化したことが⾒て取れます。）

発
⾏：２０１８年１１⽉
発 ⾏ 者：⽩樺会 会⻑ 伝法政喜
編 集 者：⽩樺会５０周年記念誌編集委員会

