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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 

 今年で３０回になった白石区ふるさと

まつりが、南郷通のアサヒビール園を

会場に盛大に催された。昨年のｺﾝﾍﾞﾝ

ｼｮﾝｾﾝﾀｰを最後に白石区内八つの連合

町内会の持ち回り当番制が二順し、今

年はふるさと会のもと白石区内全連合

町内会のほか、青少年育成委員会、子

ども会など各種団体の協力で新しいス

タートとなった。 

 白石区のルーツは仙台藩白石領（現

白石市）で、白虎隊で有名な戊辰戦争

で敗れ、藩の取り潰しとなり、片倉家の

家臣らが北海道開拓使貫属として明治

 第30回白石区ふるさとまつり開かれる 
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４年に入植した時に始まる。 

 その時の若きリーダー「佐藤孝

郷」の顕彰碑が今回白石小学校

の敷地内に建立された。 

 人情味あふれるまちづくり、人

と人との心触れ合うまちづくり、

歴史を語り現代を楽しみ、一つの

テーブルで知らない同士が区民

として語り合えた一日。 

 来年も続けてほしいの声が多

かった。次の日の朝は雨、ほんと

に晴天でよかったです。感謝。 

 今年で４回目を迎える当地区の「七夕の

集い」が８月７日（午後１時から４時まで）

東川下小学校体育館で開催されます。  

 当日は、大きな柳の木に皆の願いを書い

て飾りましょう。バルーン作り、ヨーヨーつ

り、綿あめ、ポップコーン、ゲームなどで遊

びましょう。おみやげもあるよ。多くの子 

北東白石地区七夕の集い 8月7日(日）参加無料 

  昨年の会場風景 

ども達が来てね。それと、厚別川の

両岸に「ひこぼし像」と「おりひめ像」

があるのご存知ですか。 
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  東川下地区ふるさと祭り、東川下地区というには訳がありま

す。東川下町内会・東川下団地自治会・川下団地自治会の三町内

会が合同で実行委員会を作って開催しているからで、毎年多くの

役員が企画・運営を担当し、今年は第19回になり下記の日程で

行うよう準備中です。 

 近年は厚別川河川敷の厚別川パークゴルフ場を使って行われて

おりますが、この地区だけでなく、川向かいの厚別西の方からも

音楽に誘われて来場、会場は満杯となります。 

テーマ  「クリーン＆セフティタウン」 
日 時  ８月２８日（日） ＡＭ１１：００オープニング 
会 場  厚別川パークゴルフ場 
内 容  子どもみこし（３コース） 模擬店   
     老人クラブ作品展 防災コーナー フリーマーケット  
     ステージ（ライブ  カラオケ ビンゴゲーム等 ） 
      あそびにきてくださいね！  
              

             写真：右上  昨年の会場風景  
                       右下 昨年の老人クラブ作品展風景         

 市営住宅内における自治会の夏の行事がこの夏祭り。 

 子どものゲームや、盆踊り、役員総出の出店など、団地内の中庭

会場は太鼓の音鳴り響き、子ども盆踊りの音とともに、いやおうなし

に、みんなが参加してしまう。 

 露店の「おでん」も料理の達人の味付けをいまだに受け継いでい

る。夏の日の、ほんの一日ではあるが、団地内のみんながわきあい

あいと、大人も子どもも楽しいひと時を過ごしている。 

 

 東川下町内会の盆踊り大会は例年東川下公園を会場として開
催されている。時期もお盆に合わせて二日に亙って行われ、二
日目の最終は子ども、大人の仮装盆踊りとなる。 
日 時 ８月１３日（土）ＰＭ6.30～7.50 子ども盆踊り 
              8.00～9.00 大人盆踊り    
    8月  １４ 日（日） 
        ＰＭ6.30～7.15  子ども仮装盆踊受付 

   6.30～8.50  大人仮装盆踊り受付 

 東川下町内会盆踊り大会  8月13日、14日 

   盆踊り・夏祭り特集！！ 
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東川下地区ふるさと祭り 8月28日（日）厚別川パークゴルフ場 

東川下団地自治会夏祭り 8月7日 13.00～20.00 
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川下町内会夏祭り 7月31日（日）13.00～20.00 

  川北町内会では今年もふるさと祭りを開催します。 

   特設ステージのおしらせ 

20日（土） 北都中学吹奏楽・老人クラブ舞踊・よさこい舞花鈴・ 

    川北フォーク・ゲーム・南京玉すだれ・川北飛燕太鼓・カラ 

    オケ・盆踊り 

21日（日）川北小学校金管バンド・よさこい響・大正琴・マジッ 

    ク・ママさんバンド・老人クラブ舞踊・歌謡ショー・ビン 

    ゴ・子供盆踊り・大人仮想盆踊り・子供ゲーム・縁日・フ 

    リーマーッケト・売店（盛沢山） 

      問い合わせ先  実行委員会 電話 872-0070 

 川下町内会夏祭り、復活の夏祭りである。川下の昔からある町内

会、100年以上の歴史の中で、今のおじいちゃんが子供の時から、祭

りはあった。村の青年団が勇ましくはっぴをきて御輿を担いだことも

今は懐かしい。 

 川下町内会員の高齢化とともに次世代をになう、孫、ひこ、の時代

になってくる。町内における子どもはまさに「金の卵」。 

 こじんまりとした中に、大人同士の絆、子どもに向けた愛情は優し

く包み込んでくれる。（写真・昨年、鳴る子のお姉さんと共に） 

川下団地自治会夏祭り    7月31日(日）   13.00～20.00 

 川下団地自治会が昭和55年に出来てから、もう20年以上

の年月が流れ、以前は二日間にわたり仮装盆踊りも開催して

いたが、近年は大人の参加者が少なく、子ども盆踊りを中心

に、ゲームや露店、屋台など一日に凝縮して行っている。 

 参加者はもちろん団地のひとが中心であるので、こじんま

りとまとまっている。 

 左写真 ゲームに見入る子ども達 

会場なのはな公園（川北2-3） 

    川北ふるさと祭り 

 日 時  ８月６日（土） ＡＭ１１：００～ＰＭ８：００ 
 会 場  北都公園 （北郷３－１２） 
 内 容  老人部演芸発表会 子どもゲーム大会（ラムネ早飲み） ビンゴゲーム大会   
      大人ゲーム大会（ビール早飲み） カラオケのど自慢 子ども盆踊り 
      大人盆踊り 抽選会（抽選券を持参ください）  
 売 店  やきとり やきそば おでん ビール ジュース わたあめ ・・・他 
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   北都町内会創立40周年記念 北都商店街第25回盆踊り夏まつり 
                        協賛 北 都 町 内 会 

 川北町内会ふるさと祭り 8月20日（土）、21日（日）14.00～20.00 



   ーーーー 編集後記 －－－－ 

 予定通り第2号が発行出来ました。 

今月号は白石区のふるさとまつりを始
め、北東白石の「盆踊り・夏祭り」特
集を組んでみました。今年の写真は次
回、あるいはホームページが出来れば
そちらでもご紹介致します。 

パソコンをお持ちの方ご期待下さい。 

 皆様の紙面として今後とも「北の郷
里」をどうぞよろしく。（ｓ）                
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 「福まち」だより 
 「少子化について」講演会（一般参加無料） 

期日：9月9日（金）13.30～北都地区会館 

「入浴ツアー」期日は7月27日、（高齢独居者対

象）しんしのつ温泉たっぷの湯に行ってきます。 

 当、婦人部では、例年実施して好評を戴いており
ます友愛セールを下記の通り開催致します。 
 皆様お誘い合わせの上、多数ご来場下さいますよ
う心からお待ちしています。 
 
日 時 平成１７年９月２７日（火）午後１時より 
場 所 北都地区会館 ＡＢホール 
 取扱品目  衣料品・食料品・日用雑貨 他 
 ＊掘り出し物が盛りだくさん・・・お楽しみに！ 
 尚、収益金の一部を道新社会福祉振興基金として
寄託（同寄託は１９回目） 
   ご協力ください。宜しくお願い致します。 

友愛セールのお知らせ 北都町内会婦人部 

・・・あいにくの雨のため、中止となってしま
いましたが、北都地区会館でゲームをしたり、映
画を見たり、みんなで「トン汁」を食べて楽しく
過ごしました・・・ 
  感想・・みんなと楽しくゲームをしたり、少
しだけど踊ったりして、とても楽しかったです。 
 映画は時間が長かったけど、家族愛があってと
てもすばらしかったです。 
 お昼はおわんにトン汁がいっぱい入っていて、
もう食べきれないほどでした。 
 今度またこういうのがあったら、ぜひ、参加さ
せていただきたいと思います。 
          北都小6年 中山 菜摘 

 ある日、子供たちが怪我をした猫をカーボウイの方
からつれてきました。「おばさん猫、怪我してる!」
子供たちは一生懸命私たち大人に訴えてきました。す
ごく人に慣れていて、たぶん飼われていた猫だと思い
ます。素直に病院に連れて行こうと言えない私、その
時、いろいろ心の中での葛藤がありました。そのう
ち、一人の子が、自分の叔母さんの所に相談に行き、

病院に連れて行ってもらい、栄養をとり、傷を縫い無事
に退院しました。その後、高校生のお姉さんが引き取っ
てくれたそうです。 
 子供の気持ちを大事にして、高額の治療費にもかかわ
らず「病院に行こう！」と言ってくれた叔母さん、猫を
引き取ってくれたお姉さん、本当にありがとう！ 
 命の大切さ、その他いろいろ子供たちに教えてもらう
ことばかり・・・自分自身の心の中は隙間風が吹いて

て、ちょっぴり恥ずかしい私です。（北郷住み人） 

ちょっといい話 
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「滝野すずらん丘陵公園で遊ぼう！」 

防災体験お泊まり会のおしらせ 
 日時 9月３日（土）～４日（日） 
 会場 北都地区会館 
 みんなは、大きな地震があったり、火事に
なったらどうする？ 一泊二日でちょっと怖い
体験してみませんか？  
くわしくは、チラシポスターで。 

地域安全委員会が発足 
 北東白石まちづくり委員会の中に「地域安全委員
会」が三つ目の委員会として、発足が正式に決定さ
れました。 
 地域安全委員会ではその名のとおり、地域の安全
に関することを総合的に考えることとしております
が、今年度は北東白石の防災・防犯を重点的に行う
予定です。各単位町内会ごとに防犯パトロールも始
まっております。パトロールは年間を通じて行うた
め一部の役員だけでなく、地域に住んでいるみんな
の関心と協力が大切なことです。 
 防犯に、防災に、みんなの力で、住んでいて安心
で安全なまちづくりをめざしましょう。 
 パトロールの参加お待ちしています。 

パソコン教室開催中 
 創刊号でパソコン教室のお知
らせを致しましたところ、今月
で3回目になります。現在12～
１3人です。第1、第3の金曜日
を定例にしたいと思いますが次
回は8月26日の予定です。 

「福まち」サロン 参加者募集  申込み876-3833 
東川下シルバーサロン 毎週月曜日  料理サロン9月より 
東川下囲碁将棋サロン 毎週水曜日   開催予定 


