
【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 

      新 春 の お 慶 び を 申 し 上 げ ま す 
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発行所 
 北東白石まちづくり委員会 
    地域情報広報委員会 
札幌市白石区北郷３条１２丁目4－1 
          北都地区会館 
ＴＥＬ011－８７５－３０７７ 
ＦＡＸ011ー８７５－７９６９ 

  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。 

  ご 挨 拶 
        北東白石まちづくり委員会  
        委員長  尾 西 義 夫 

 新春を迎え皆様には益々ご健勝のこととお慶
び申し上げます。 
 まちづくり委員会は平成１６年１１月下記構
成団体によって発足いたしました。北東白石の
中には六つの単位町内会があり、その連合とし
て北東白石連合町内会があります。 
 北東白石には町内会活動だけでなく、いろい
ろな各種団体もそれぞれの立場で活躍しており
ますが、「住みよいまちづくり」を共通のテーマ
の下、各種団体が協力して行動を起こす委員会
が「まちづくり委員会」であります。 

 現在、地域情報広報委員会、世代間交流委員
会、地域安全委員会の三つの部門委員会があり
広報委員会では広報紙「北の郷里」が２ヶ月に
１回発行され今回で５号になります。 
 世代間交流も昨年七夕祭りを東川下小学校で
行いました。また地域安全委員会では地域の防
犯・防災に力をいれ、各町内会単位で夜の防犯
パトロールを実施しております。 
 地域にお住まいの子供も大人も安心して通行
できる事が、また事件などを起こさせない事が
必要です。 
 ただ地震などの防災に関しましては、いつ起
こるとも限りません。まちづくりセンターの中
に防災無線を二機購入設置しております。 
 これらの機器も他の町内とも、いざという時
には連携をとりながら対応出来るよう普段から
の運用も必要と考えております。 
 地域においては、北東白石地区の「子ども会
連絡協議会」が災害の体験や防災の意識も踏ま
えて子供たちの一泊体験を行ったり、また、町
内においても地図をもとに「災害図上訓練」を
行ったりと広がりを見せております。 
 今年も「安全で安心」な街でありますことを
願い、皆さんと一緒に「まちづくり」を進めて
まいる所存でございますので、どうぞ「北東白
石まちづくり委員会」も宜しくお願い申しあげ
ます。 
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     こんな活動をしています。 
 札幌日赤奉仕団北東白石分団の活動 
 私たちの分団は、昭和５３年より白石分団で奉仕
活動をして参りましたが、平成１１年４月２７日白
石分団より分離し、北東白石分団を結成しました。 
 結成当時は分団員６１名でしたが現在は１０６名
となりました。 
 日赤ってなにをしているのかと思うかも知れませ  
 んので今までの活動をお知らせいたします。 
1、北郷生協前で献血車ヒマワリ号への呼び込み 
2、札幌雪祭り会場で献血車ヒマワリ号への呼込み 
3、血液センターへの奉仕 年５回 
4、５月は、赤十字月間で街頭PR、社員募集・社費

集金 
5、本部の活動の一つとして皇居清掃奉仕事業 
6、分団員の研修 年２回 

昨年は、災害について市の出前講座ならびに  
血液センター事業の研修 

７．被災地での活動 
   平成16年に日赤ボランティアとして、当分団  
   から2名が新潟中越地震被災地の山古志村で  
   の「炊き出し支援活動」に従事しました。 
８．ウエス・清拭タオルの作成 

昨年はウエス７０k，清式タオル２１３枚を  
特別養護老人ホーム愛全会 ハピネスへ寄贈 
しました。又雑巾９８枚を北都小学校へ持参  
しました。 

 これからも、地域のため影の力となって団員一同
努力して参りたいと思っております。 
 入団希望の方は、 
 北都は 宮下（℡８７１－１５１４）  
 東川下・川下は 嶌田（℡８７３－６１８１）   
 川北は 大野（℡８７４－３５７７）までお電話
ください。お待ちしております。 
      
 
     

白石区新年互礼会開催! 
 白石区の新年互礼会（区連町連絡協議会主催）が 
他に先駆け1月4日アサヒビール園を会場に開催さ
れされました。 

北東白石からも各単
位町内会の役員や団
体役員、北都中校長
など関係者が出席致
しました。 
 主催者の柴会長の
挨拶に続き、来賓の
上田札幌市長が祝辞

を述べ、土屋白石区長の祝杯のあと懇談に入りまし
た。 
 白石区の当地区以外の関係者と新年度のご挨拶と
共に今年もどうぞ宜しくとの声で、白石区の新年も
この互礼会より活動開始となりました。 

北東白石連合町内会新年交礼会開催! 
 平成18年の北東白石連合町内会の新年会は、 
各単町の新年会に続き、今年は川北会館を会場と
し1月22日（日）12時より開催されました。 

  白石区成人式 新成人おめでとう 
 新成人代表に栗原未帆さん、井上浩太郎君 
 平成18年の成人式は1月9日、札幌コンベンショ
ンセンターにおいて開かれました。 
 新成人の約１,２００人が晴れ着やスーツ姿で出席
のなか、栗原未帆さん（東川下町内会）と井上浩太
郎君（東川下団地自治会）のお二人が「大人の自覚
と責任を持って」と誓いの宣言をした。二人にとっ
ては一生の記念となることでしょう。 

   尿失禁は怖くない 
「さわやかな毎日を過ごすために」 
      楽しい健康づくり教室のご案内 
 
講師 三樹会病院医局長 佐藤嘉一先生 
日時 平成１８年２月２２日（水） 
    午後１時３０分～２時３０分 
場所   北都地区会館ＡＢホール 
    （北郷３条２丁目ＴＥＬ875-3077） 
主催  北東白石連合町内会婦人部・ 
    白石保健センター 
    参加費 男女無料です。自分だけはと、   
    思っていないでご参加ください。 
  

 「福まち」講演会のお知らせ 
２月４日(土)13時30より「高齢社会の現状と福
祉」を語る講演会があります。ご参加下さい。 
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 北都町内会三世代交流 

「餅つき大会」開催さる  
                主催 北都町内会青少年部 
 去る、１２月４日（日）北都地区会館で、表記の
「餅つき大会」が開催されました。 
 参加者は、北都町内会役員・北都小学校の先生・
青少年部員老人部員など老若男女の有志、幼児・児
童、その父母の皆さん（大人約１００名子供約１２
０名)で行われました。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
うす４個で、仕込んだ餅米６０ｋｇを、始めは大人
がつき、途中から児童も加わり大人の応援を得てヨ
イショヨイショとかけ声勇ましくつき、そのつきた
ての餅であんこ餅を作り食べ更にきなこ餅・雑煮を
食べ、、帰りにはあんこ餅１個・白餅２個をお土                           
産として貰い盛会のうちに終了しました。 
 この餅つき大会は、毎年恒例となっていますが 
年毎に父母・子供の参加者が増えてきております。  
この伝統的イベントに多くの地域住民に参加して貰 
うことが、三世代交流の輪を拡げることになり、ひ 
いては「住よいまちづくり」の一環になると思い                             
ます。この趣旨より、これを設営した青少年部の皆 
さん、大変ご苦労様でした。 

 

  楽しいことたくさんあったよ！ 
       三世代交流クリスマス会   
             川下町内会 青少年部 
  １２月２３日、川下会館にて、町内の子どもた

ちや、その親・お年寄りが集まり、餅つき大会や
ゲームなどを行い、楽しいひとときを過ごした。 

  この様に町内の方々が集まり交流を深める事が
でき、大変良かった。 

 
交流会行なわれる    

－青少年育成委員会― 
   

平成１８年１月２０日、北白石地区センター
にて、北東白石地区青少年育成委員会と、
北白石地区青少年育成委員会との交流会を
行なった。今回初めての試みだったが協力
体制を強化し、今後の活動に繋げていこう
と有意義な話し合いが出来た。 

「ゴーゴーキッズ」 
   クリスマスおたのしみ会 

 12月21日、天気も良く、「ゴーゴーキッズ」
にとって初めてのクリスマスおたのしみ会です。 
 北都地区会館の緞帳に大きなサンタの壁飾り、
クリスマスツリー、プレゼントと共にスタッフも
少し緊張ぎみでした。 
 子供達はいつものように遊んだ後、ボランティ
アの読み聞かせ、スタッフによる人形のダンス、
手遊びの後プレゼントが待ち遠しい様子。真赤な
サンタが現れると見慣れぬ光景に泣き出す子もい
たが、お菓子のプレゼントを手に笑顔を見せる。 
 クリスマスソングを歌って写真を撮ったらみん
な仲良しになった気分。参加者は親子で65名、

スタッフ、ボランティアを合わせて100名。楽し
いひとときでした。 



   ーーーー 編集後記 －－－－ 

 第５号が出来上がりました。 
 皆様のご協力により今回は原稿が思ったより集ま
りました。内容は年末の行事・クリスマス関係の情
報が多く、レイアウトに少し偏りもみられ苦労いた
しましたが、今後も楽しいまちづくり情報が欲しい
と思います。皆様のご協力をお願い致します。 
 今後楽しいホームページも作る予定です。北の郷
里ホームページのＵＲＬが決定いたしました。 
 （2月は試運転の予定ですが、ご期待下さい） 
http：//www.galaxy.city.sapporo.jp/shiroishi/  

    kitano-gouri/  

メールアドレス 

bz848139@bz01.plala.or.jp 

    寄稿などメールに写真添付OKです。 

    お試しください。  宮下・石岡 
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 北都なかよし子ども会主催 
    クリスマス会開催 
 さる12月23日北都地区会館において、第8回の
クリスマス会に子ども113名、育成者、PTA,保護者
者31名が参加しました。今回は、子どもの自主性を
生かし、子ども会役員、リーダーが中心となり、
ゲーム、キャンドルサービス、割れないシャボン玉
作り、プレゼント交換、ケーキづくりが行われまし
た。育成会は側面からの応援とプレゼントもあり大
いに盛りあがりました。また、今回PTAの役員の協
力もあり、今後の活動の励みとなりました。 
子どもの笑顔と心に残る活動を今後も続けていくつ
もりです。 

川北町内会青少年部からのお知らせ 
 ―――――――活動報告―――――――― 
 12月11日(日)午前10時より川北会館1階 
ホールにて、１０９名のお友達の参加により 
クリスマス会を盛大に行いました。当日は関 
紘一町内会長から子ども達に、最近の小さな 
子供さんにかかわる痛ましい事件のことで、 

我々大人もこのよ
うな事がおきない
よう町ぐるみで見
守っていくから、
みんなも気を付け 
て生活してくださ
い。とお話をいた
だきました。ぜひ
町内会の大勢の皆
さんの力を借り 
て、このような犯
罪を抑制していき
たいと思います。
又、クリスマス会
では、マジック 
ショーや、 

６人一チームでケーキ作りに挑戦し、それぞ 
れ見事なケーキを作って、皆で食べました。

最後に３人のサンタが現れ、子ども達は 
クリスマスのプレゼントをもらいました。 

―――――――活動予告―――――                               
１. 平成18年2月12日(日)”2006かわきた   
  ゆきまつり”参加予定 
午後１２時より午後６時まで 
   (川北児童会館と児童会館前空き地) 
2006かわきたゆきまつり実行委員会共催の
ゆきまつりに川北子ども会では参加をしま
す。 
 2/12当日に向けて皆で雪像作り、アイス  
キャンドル作りに挑戦しようと思っていま
す。1/28(土)・1/29(日)・2/4(土)・2/5
(日)・2/10(金)・2/11(土)・2/12(日)に、
午前１０時川北児童会館前に集合して、皆で
雪像を作りませんか? 暖かい服装で参加して
ください。 
２、平成18年2月19日(日)かべ新聞づくり予定 

  午前１０時より午後１２時まで 
  (川北会館２階さつきの間) 

３、平成18年3月19日(日)新入学お祝い会予定 
  午前１０時より午後１２時まで 
  (川北会館１階ホール) 


