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  北の郷里（きたのごうり） 名前の由来 

 郷とは昔、郡内の一区画で数村をあわせたもの。郷里（ごうり）とはその最小単位をあらわしていて、小さな「む
らざと」を意味します。郷里（ごうり）は近代においては郷里（きょうり、ふるさと）と呼ばれています。 白石区
には郷が三つあります。南郷、本郷と北郷です。ここから「郷」を一字いただきました 北は白石区の北東、北海道
の北の文字、日本の北を示し、郷里は我が大地、むらざと、ふるさとを示します。地紋は郷土の稲穂です。 
 「北の郷里」は北郷を連想させる名でもありますが、「日本の北のふるさと」との大きな意味を持たせながら、地
域にあっては「ぬくもりと優しさに満ちたまちづくり」を目指します。 

【北東白石まちづくり委員会の構成団体】 

 北東白石まちづくり委員会の構成団体＝北東白石連合町内会,北都商店街振興組合,北東白石地区民生
委員・児童委員協議会,北東白石地区社会福祉協議会（北東白石地区福祉のまち推進センター），北東白
石地区青少年育成委員会,北東白石地区体育振興会,北東白石地区交通安全実践会,北東白石地区交通安全
母の会,北東白石地区こども会連絡協議会(北都なかよし子ども会，東川下子ども会，川北こども会）,北
都明生会,東川下老人クラブ,川北老人クラブ長楽会,川下老人クラブ,日赤奉仕団北東白石分団 

 まちづくり委員会が発足しました。 
 

 昨年11月に北東白石地区を明るくするまちづくり委
員会が立ち上がり、平成17年5月14日新しく名称も
「北東白石まちづくり委員会」として発足致しました。   

 地域の課題を各種団体などが連携をしながら自ら解決
していくことを目指したネットワーク組織です。 

 昨年度は委員会発足最初の事業として3月14日「ご町
内からまちを変えよう」と題しての講演会を開催。ＮＨ
Ｋテレビの人気番組「難問解決！ご近所の底力」の小堺
正記制作担当デスクを招いての講演で広く白石の区民に
も公開された。また、3月18日、19日の二日間にわ
たって、「明るい高齢化社会を描いてみよう」とのテー
マで地域住民と札幌市の職員も自由参加でのワーク
ショップを開催致しました。 

 今年度は広報委員会、世代間交流委員会、地域安全委
員会（仮称）の三つの特別委員会が活動を始めます。 

広報委員会ではこの広報誌の発行により、タイムリー
な地域の出来事、イベント情報ほか、お役立ち情報な
ど、様々な地域の情報を皆様に提供し、住民同士の交流
を進めます。 

世代間交流委員会では8月7日の七夕に向けて、「七
夕の集い」を企画しております。今年は「東川下小学
校」体育館を会場として地域の子ども達との交流をは
かって行きます。 

地域安全委員会（仮称）では地域の防犯、防災など安
全で安心できる地域を目指します。 

 北の郷里 創刊！ 楽しさ満載のお役立ち情報届けます。 
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      子育て子育て子育て   ・・・   子ども子ども子ども      特特特   集集集   ！！！！！！   

 

  滝野すずらん丘陵公園であそぼう！ 
 

   みんなあつまれ～ ７月１０日（日） 
   自然の中で新鮮な空気をいっぱい吸って、 
  お友達と思いっきり遊んじゃおう! 
   
  今年も屋外レクを企画しました。たくさんの参加 
をお待ちしています。 
 詳しい事は、各町内会回覧、各小学校配布のプリ
ントをご覧ください。 

子育てサロンはじまる    北東白石地区民生委員児童委員協議会

     満員御礼 「ゴーゴーキッズ」 
４月２７日、北都地区会館で子育てサロン「ゴー

ゴーキッズ」がスタートしました。 
初回とあって、どれだけ来てくれるのかなあとス

タッフ一同の心配をよそに、開場10分前から親子連
れがぞくぞく、なんとなんと116名の親子で一杯に
なりました。 

会場では、おしゃべりやおもちゃ遊び、大型紙芝
居「ねずみの嫁入り」、アンパンマン体操など所狭
しと親子で楽しみました。 

また、白石区長さんもお見えになり、挨拶のなか
で、これからの地域での子育てサロンの必要性を話
されました。 

「ゴーゴーキッズ」は、地域みんなで子育て家庭
を応援していきます。 

さあ、次回もたくさんの子ども達の笑顔に会えま
すように。おいで おいで 「ＧＯ.ＧＯ.キッズ」 
行こう 行こう「ゴーゴーキッズ」まってまーす★ 
  

 北東白石地区社会福祉協議会でも子育て支援講座始まる。 
         子育ての悩み解決、一人で悩まず皆で話し合える講演とティータイム 

 北東白石地区社会福祉協議会では子育て支援活動
として今回、「母親・父親が日常の生活、育児や孤
独で悩まない為に多くの人に交わり、体も心も豊か
に育児を楽しんでもらおう」との考えで、少しでも
お役に立てる様にと3回シリーズでお母さん、お父
さんのための講演とティータイムを開催致します。 

 

期日と内容は次のとおりです。 
 

第１回 平成１7年6月１７日（金） 
        14.00～16.30.  北都地区会館 
     お母さんの為の育児講演とティータイム 
     妊娠から出産、育児までお医者さん保健   
     士さんを囲んで悩みも解決 
第2回 平成1７年７月 2日（土） 
                        14.00～16.30  北都地区会館 
     いろいろな支援制度、手当て、助成金な  
     どあなたの知らない事知っててお得なお  
     話とティータイムです 
第３回 平成1７年７月１５日（金） 

       18.30～20.30  北都地区会館 
     地域の保育園の実態、保育園から見た 
     子育てについて 

 

以上3回シリーズで開催日時につきましては、働
いているお母さんの出席も考え、昼と夜に設定致し
ました。多くの方の参加を希望しております。 
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    こんにちは！  子ども会です 

 Ｑ 子ども会ってなーに？    
 Ａ 遊びを中心に子ども達が、自分たちで考え、 話し   

合って活動するグループ。 
 Ｑ だれがはいれるの？     
 Ａ 幼児（保護者の方とご一緒に）から高校生までと   
   活動を支える育成者（大学生・大人の方） 
 Ｑ 入って良い事は？       
 Ａ 年齢の違う子ども達の交流の中から  

   ＊ 年下の子を思いやる心、年上を敬う心 
   ＊ 協調する心、我慢する心 
   ＊ 自分で考える、自立心 など 活動を楽しみな  
     がら育まれていきます。 
 Ｑ どんな活動なの？  
 Ａ 各子ども会で独自性を持って活動しています。 
   ＊野外活動  遠足  キャンプ  スポーツ大会 
   ＊室内活動 お楽しみ会 餅つき大会 かるた大会 
   ＊その他   地域のお祭りに参加  
 Ｑ どこにあるの？      
 Ａ 北東白石地区には北東白石地区子ども会連絡協議会  
   がありここには３つの子ども会が登録しています。 
   ＊北都なかよし子ども会（北都町内会の子ども達） 
   ＊川北子ども会（川北町内会の子ども達）            
   ＊東川下子ども会（東川下小学校区の子ども達） 
 Ｑ 子ども会に入るには？      
 Ａ 各子ども会へご連絡下さい。 
   ＊北都なかよし子ども会・・・明日見浩子   

            ０９０－８２７７－６２３７ 
     ＊川北子ども会 ・・川北会館     ８７２－００７０ 
     ＊東川下子ども会・・菅野祥子    

            ０９０－６８７０－３６７０ 

 青少年育成委員会では、３月１９日、北都地区
会館で「みんなでチャレンジ！エアロビクスで汗
をかき、カレーライスも作って食べよう！おまけ
にバルーン遊びもしよう！」という盛りだくさん
の催しを行いました。 
 エアロビクス講師は、ＹＭＣＡ学院、元講師の
久村里香先生に来ていただきました。エアロビク
スというので、バッチリと決めた服装の女の子た
ちが一番前で張り切っていました。高学年の男の
子は最初は恥ずかしがっていましたが、途中から
は体を動かし、中には汗をかいたのかジャージの
上着を脱ぎ捨て、下着姿で頑張っていた子もいま
した。 
 エアロビクスは初めての試みでしたが、お母さ
んたちも「体が軽くなったわー。また挑戦したい
ねー。」と親子ともども大好評でした。 

  エアロビクス初体験！      北東白石地区 青少年育成委員会 
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 東川下小学校 6年  菅原 順子 
 今日の「みんなでチャレンジ！エアロビクスで汗をか
き、カレーライスも作って食べよう！」は、とても楽し
かったです。 
 バルーン作りで、友だちとお花・犬・キリンなど、い
ろいろ作れてうれしかったです。エアロビクスでは、
タッチをする時に、お友だちじゃない人と自分からタッ
チできたので、良かったと思います。カレーライスは、
とてもおいしく食べれたので良かったです。今日は、す
ごく楽しい一日でした。どうもありがとうござい
ました。 

写真：楽しそうにバルーン遊びに興じる子ども達 

 

 
 
エアロビク
スは楽しい
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 伊藤友太郎  (連町）  宮下宏光 （実践会）  

 武者 功 （民協）  嶌田美津江（連町）   

   桜庭皓一 （民協）  石岡敏子 （日赤） 

◎島田信也 （社協）    相笠知子 （日赤） 

○芦田れい子（育成）  高橋文夫 （長楽会）     

   大島悦子 （育成）    菅野祥子 （子ども会） 

   小澤光之 （体振）  明日見浩子（子ども会） 

   

  北都町内会創立４０周年 
 記念防災運動会開催の日程決まる 

 
北都町内会では、今年創立４０周年を迎えます

が毎年行っている防災運動会にその記念行事種目
を加え下記のように開催する事が決まりました。 

開催日   平成１７年７月３日(日)小雨決行   
      (雨天中止のときは７月１０日(日)に順延)  
開始時間  午前９時００分 
      （開会の合図は、午前６時と午前８時 
        ３０分に花火を打ち上げます。） 

終了時間  午後１２時３０分頃 
 ところ   北都公園（北都公園は、リニューアル中  
         ですが、出来上がった少年野球グランド  

         で行います。） 
運動会の種目 徒競走･玉入れ･借り物競争などの 
       外、防災競走（バケツで消化・ 

      タンカで救助など)  
      創立４０周年記念種目など全部   
      で１５種目を行います。 
参加対象者 北都町内会会員とその家族 
       （幼児･小学生･中学生･一般・の男女） 

  賞品は、たくさん用意してありますので夏の  
 ひとときを健康のため楽しく過ごしましょう。 
 大勢の皆様の参加をお待ちしております。 
              (運動会準備委員)  
? 北都町内会以外の方は参加できませんが、応援

は自由です。 

 

 第30回白石区ふるさとまつりは、７月１７日
（日）アサヒビール園敷地全域（アサヒビール
工場敷地の一部を含む。）を会場として行われ
ます。 
 従来の開催持ち回り方式を止めて、白石区ふ
るさと会が主催し、各連合町内会が協力する形
式となり、開催日数も１日限りとなります。 
 露天は、はまなす館１～２階、クリスタル館
及び駐車場内売店で行い、野外露天は中庭の屋
台のみで、全てアサヒビール園が運営します。 
 催し物は、「はまなす館」の２階ステージを
使って行い、北白石連合町内会と当北東白石連
合町内会が担当します。 
 尚、地域性に配慮して、交通の利便性を高
め、多くの皆さんが参加できるよう臨時のバス
運行を検討しています。（運行時間やルートは
決定次第別途お知らせいたします。） 

   ご町内ミニ情報！！ 白石区ふるさと祭り 
7月17日開催（アサヒビール園） 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

 広報の編集を担当することになったメンバーも 

 パソコンは、初心者が多く、５０歳（６０，７
０？）の手習いで、果敢に挑戦中。 

 パソコンの編集ソフトも初めてのソフトでよう
やく、格好がつきました。でも秋には，ホーム
ページの作成も予定していますのでお楽しみに。 

 新しい紙面の中、今後こんな記事、あんな記事
と、皆様のご要望も入れながら、2か月に一回の予
定で発行してまいります。 

   皆様のご意見をお聞かせください。 

 各種団体、町内会の出来事など、ちょっと耳寄
りな情報なども、お知らせください、楽しい紙面
にしてまいりたいと思います。 

 さしあげます、譲ってくださいなどご希望があ
りましたら取り入れて参ります。 

 皆様の紙面として「北の郷里」をどうぞよろし
く。                （Ｓ） 
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  パソコン教室のご案内！ 
 初心者向けのパソコン教室を開催致します。 
 メールやインターネットの使い方、暑中見舞
いを作ってみたいなど、ワードやエクセルの初
歩を皆さんと一緒にお勉強しませんか。 
 第1回 平成17年6月23日（木） 
 午後1時より、北都地区会館で行います。 
申込は電話、ＦＡＸで6/20（月）迄に広報委員
会まで申し込み下さい。 




