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キーボード演奏 

発行所 
 北東白石まちづくり協議会 
    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。 

 新年おめでとうございます。 

 北東白石連合町内会（6単町で構成、古屋博二

会長）では、毎年持ち回りで会場を移し新年互礼

会を開催しております。 

 今年度は東川下町内会が担当で会場を東川下記

念会館において、さる1月21日の（日）に行わ

れました。 

 ご来賓として、横山直満白石区長をはじめ、吉

沢政昭市民部長、小田原史佳北東白石まちづくり

センター所長、衆議院議員、道議会議員、市議会

議員の各議員、そして北東白石地区の各種団体の

長に出席いただきました。 

 各単位町内会からも役員の出席があり総数

100名を超える新年互礼会となりました。 
 さて新年互礼会の開会は古屋連町会長の挨拶で始ま

り、横山区長より来賓祝辞をいただき、吉沢部長の乾

杯の音頭で祝宴に入りました。 

 今年は1月4日白石区の新年互礼会に始まりまし

た。各単町、各種団体等新年会の終わったところ、ま

だこれからのところとありますが、会場内では「昨年

はいろいろとお世話になりました、今年もどうぞよろ

しく」と北東白石の皆さんがご挨拶をかわされており

ました。 

 祝宴での余興としては前半は丸山正雄氏による、

キーボード演奏を楽しみました。丸山さんは会社勤め

の傍ら趣味のキーボード演奏でボランティア活動を続

けており私たちも楽しませて頂きました。 

 余興の後半はムッチー・アッシーのバルーンショー

です。東川下町内の大道芸人修行中のお二人です。 

 ピエロに扮した二人がバルーンを抱えて会場を、お

おいに沸かせてくれました。 

 

 

 

おめでとうございます 乾杯！ 

古屋博二会長の挨拶 

会場を沸かせた、 

ムッチー・アッシー 

 横山区長の祝辞 

【北東白石まちづくり協議会の構成団体】 
 北東白石まちづくり協議会の構成団体＝ ◆北東白石

連合町内会 ◆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 ◆日赤奉仕団北東白石

分団◆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 ◆北都商店街振興組合 

 



Page      2 

 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 

 北東白石 information 
北東白石地区案内パンフレットが

完成 全戸配布致しました。 
 北東白石まちづくり協議会では地域情報広報委

員会を中心に北東白石地区を多くの人に知っても

らいたく、A3三つ折りの小パンフレットを作成、

連町加入の全世帯に配布致しました。 

 表紙は青空の下パークゴルフを楽しんでいる写

真をバックにし、5面にわたり北東白石の各町内

の紹介・町内の歴史も紹介されていたり、北東白

石の概要もあります。 

 裏面は見開きの地図で北東白石の全地区がわか

るようになっております。 

 配布以来、皆様から好評の声を頂いておりま

す。各ご家庭にあっては地図は壁に貼ってもいい

ですし、来客のあったときはぜひ、このパンフで

我が街を自信をもってPRしていただきたいと思い

ます。 

第３巻第 １１号   2007.02.01. 

 

新年を迎えて 

    

 北都中学校区青少年健全育成推進会 
 非常に長い名前であるが、開校5周年の昭和58年

10月北都中学校区防犯会議という名で会議がもたれ

たのがこの会の発足です。 

 当時全市的に学校が荒れていた時代で北都中学校

区でもPTAや小学校、地域も一緒に子供たちの健全

育成を願い結成されたものです。 

 以来、昭和62年6月の北都中学校区非行化防止推

進会議となり平成3年5月現在の推進会となり現在に

受け継がれております。会長は代々北都中学校の

PTA会長が務め、現会長は澤田 稔氏です。 

 現在の大きな活動は、北都中と北都小、川北小、

東川下小の四校による交換音楽会で毎年北都中で行

われています。 

 活動の精神は今も変わらず、地域でも子供たちを

あたたかく見守っております。「孟母三遷」子供の教

育には、環境が大切です。 

 命を守ろう・・＜緊急提言＞ 

 昨年はいじめや自殺が大きな問題として取り上げ

られました。しかし、新年になって正月早々から、

殺人のニュースが続きました。家庭内では子が親

を、親が子を、夫が妻を殺し、妻が夫を殺しばらば

らにして捨てた。家庭が崩壊してきたのか。もうこ

んなニュースは聞きたくありません。何かが狂って

います。あまりにも自己中心的なのでしょうか。 

 瀬戸内寂聴さんがテレビ出演時に、色紙に「忘己

利他」と書きました。「もうこ、りた」と読むんで

す、「もう、こりた」ではありませんと。 

意味は「己を忘れ他を利する」事でその心は「慈

悲」の心と言う。慈悲とは相手を思いやる心なり。 

 今、私たちはこの「相手を思いやる心」が薄らい

でいるのかもしれません。 

 他人ごとと言わず、我が家でも命の大切な事、話

し合ってみませんか。         （S) 
 

北東白石 

まちづくり協議会 

 会長 古屋博二 

 新年あけましておめでとうございます。 

ご家族おそろいで新年をお迎えのこととお慶

び申し上げます。 

 昨年は、私自身北東白石連合町内会会長と

して、また、まちづくり協議会の責任者とし

て大変緊張の年でありました。 

 おかげさまで、まちづくり協議会も地域の

情報紙「北の郷里」、地域の安全を守る「わ

んわんパトロール」「チャリパトロール」な

ど各委員の努力により活動も充実し、地域住

民の理解も得られるようになり「明るく住み

よい」まちづくりを目指して着々と進んでき

ております。 

 今年も、関係機関との協力関係、地域の皆

さんの情報を大事に、役員と共にまちづくり

に取り組んで参ります。 

 今年一年皆様にとって幸多い年であります

ようご祈念申し上げごあいさつと致します。 

「地域活性化委員会」 
 北東白石まちづくり協議会の中に四つ目の委員会

が昨年9月に発足後、地域の活性化を阻害してる要

因など委員会のワークショップで集約しておりま

す。 

 今後これらをふまえ、年度内に地域の活性化への

具体的な活動計画を作成し、新年度より具体的第一

歩を進めて行く予定です。 

 地域の中で私たちが生き生きと快適な生活をおく

れるように、皆さんの地域活性化に向けてのご意見

をお伺い致します。委員会でも検討致します。 

 長期的にわたるもの、短期的に出来るもの、いろ

いろあると思います。皆さんのご意見、ご提言を、

まちづくりセンター経由でお寄せ下さい。 

 まちせんTEL87５-3077まで。 
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     ちょっといい話 

  歌い継ぐ「日本の歌百選」 
「親から子、子から孫へ～親子で歌いつごう日本の

歌百選」（文化庁など主催）の選考委員会は親子で

歌うのにふさわしい101曲の童謡や歌謡曲を発表し

たのでご紹介しょう。 

▽仰げば尊し▽赤い靴▽赤とんぼ▽朝はどこから 

▽あの町この町▽あめふり▽雨降りお月さん▽あめ

ふりくまのこ▽いい日旅立ち▽いつでも夢を▽犬の

おまわりさん▽上を向いて歩こう▽海▽うれしいひ

なまつり▽江戸子守歌▽おうま▽大きな栗の木の下

で▽大きな古時計▽おかあさん▽お正月 

▽おはなしゆびさん▽おぼろ月夜▽思い出のアルバ

ム▽おもちゃのチャチャチャ▽かあさんの歌▽風▽

肩たたき▽かもめの水平さん▽からたちの花▽川の

流れのように▽汽車▽汽車ポッポ▽今日の日はさよ

うなら▽靴が鳴る▽こいのぼり▽高校三年生▽荒城

の月▽秋桜（コスモス）▽この道▽こんにちは赤

ちゃん▽さくら貝の歌▽さくらさくら▽サッちゃん

▽里の秋▽幸せなら手をたたこう▽叱られて▽四季

の歌▽時代▽しゃぼん玉▽ずいずいずっころばし▽

スキー▽背くらべ▽世界に一つだけの花▽ぞうさん

▽早春賦▽たきび▽ちいさい秋みつけた▽茶摘み▽

チューリップ▽月の沙漠 

▽翼をください▽手のひらを太陽に▽通りゃんせ▽

どこかで春が▽ドレミの歌▽どんぐりころころ▽と

んぼのめがね▽ないしょ話▽涙そうそう 

  以下4面につづく 

 「社協」ふれあい音楽会 

「ニューイアーコンサート」 
 平成１９年１月１３日（土）１３時３０分開演、

北東白石社会福祉協議会の「新春ふれあい音楽会」

「ニューイアーコンサート」と題して音楽会を開催

致しました。 

 社協では北都地区会館にて毎年２回音楽会を開催

しておりますが、今春はアコーディオン演奏家「児

玉信之」を招いての「アコーディオン演奏」で世界

のシャンソン、アルゼンチンタンゴ、ロシア民謡か

ら懐かしの演歌を

楽しみました。 

 また、美空ひば

りのレコーディン

グを担当していた

との事で「川の流

れのように」が流

れると皆さんは思

わず口ずさんでい

ました。最後には「北国の春」を合唱。アコーディ

オンで聞く演歌も素晴らしく、皆さんの顔がとても

満足に輝いていました。 

 歌は人の心を和ませますね。 

 

子育てサロン「ゴーゴーキッズ」 

 クリスマスお楽しみ会 
 12月20日（水）北都地区会館にて「クリスマス

おたのしみ会（第2回目）」が開催されました。 

 会場はイルミネーションのツリー、大きなサンタ

の壁飾り、手作りのトナカイのそり等、雰囲気も

上々の中、子供たちは歌や人形の踊りなどに目を輝

かせ遊びまわっていました。 

 お待ちかねのサンタの登場では、子供たちの「ど

こから来たの？」に対し「あっちから」のユーモア

ある会話、一人一人へのお菓子のプレゼント、写真

撮影など大変好評でありました。 

 今年は父母34人、子供37人計71人が参加、記

念写真撮影で終わったこの一日が、幼い子供たちの

記憶の一ページになって欲しいと願っています。 

  「ゴーゴーキッズ」スタッフ一同 

  子育て親支援ミニ講座開催 
 １２月６日（水）１０：００～１２：００ 

 北都地区会館にて「こどもにとって遊びとは」 

をテーマに白石区子

育て支援係前田純子

氏が講師で今年度２

回目の「お母さんの

為のミニ講座」の開

催です。 

 手作りおもちゃ、

手遊び、親子遊びな

どいろいろな遊びについての紹介、年齢に応じた遊

びについてのお話、家での遊びが多くなる冬にお子

さんと楽しく過ごせるような遊びや道具を手作りし

紹介しました。 

 初めての子育てに手間取っているお母さんにとっ

ては来て良かったと、親子で楽しんで、にぎやかな

時間を過ごしました。また来て下さいね。 

   地区社協、福まちスタッフ一同 

人形劇みましたか？ 
平成１９年１

月２０日(土) 北

都地区会館で午

前10時より行わ

れ た 腹 話 術、紙

芝 居、人 形 劇 の

体 験 な ど、各 小

学校の皆さんが

大勢集まりましたよ。それと最後は育成委員の

皆さんの自作による人形劇もありました。 

  子 育 て 支 援 
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   ーーーー 編集後記 －－－－ 

 今冬は、雪の降り方が違うようです。昨年は雪か

きに追われましたが、今年は降雪量が30センチも

少ないそうです。しかし、2月にはエルニーニョ現

象で雪や雨を降らせるとの予報もあり、注意が必要

と思われます。 

 毎日、厳しい寒さが続いておりますので皆様には

お風邪などひかれませんよう体調にご留意下さい。 

 今回、第11号が出来上がりましたのでお届けい

たします。 

（広報スタッフ  小林 横沢 武者） 

                      

 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 
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 第11回北東白石地区スポーツ大会 

     室内雪合戦 
 開催日 平成19年2月25日（日）受付午前9：00～ 

 会 場 東川下小学校体育館 

 競技種目 ジュニア、一般男子、一般混成 

 申し込み締切日 平成19年2月11日（日） 

    詳しくは北東白石まちづくりセンターへ 

主催 北東白石連合町内会、北東白石体育振興会 

後援 北東白石地区青少年育成委員会 

      行 事 予 定 案 内 
平成１９年 

日赤奉仕団北東白石新年会 

 １月２５日（木）  1１：００～    北都地区会館 

社会福祉協議会新年会  

 １月２９日（月）  １８：３０～   北都地区会館 

社協「一般研修」安全な食生活に向けて 入場無料 

 ２月１６日（土）  13：30～15：30  北都地区会館 

 最近ノロウイルスだとか鳥インフレエンザとか食の

安全と関わる話題が多くなってきています。 

 日常生活のなかで安全な食生活に向けて注意をし

なくてはならぬ点は・・・・・・ 

  一緒に学びませんか 

      

 東川下小学校 スキー指導協力者求む 
 東川下小学校では全校スキー学習での指導協力 

（学習活動支援者）を保護者、地域の方へお願いし 

ています。 

 例年2月（上旬）にスキー学習を実施しておりま

す。スキー学習では子供たちの技術の差が大きく、

先生方だけでは指導の手が十分に行き渡らないのが

現状です。そこで学習活動支援者をおねがいし、ス

キー技術の指導だけでなく、スキーの着脱や平地で

の滑走などの手伝いの協力をお願いしています。 

 今年度は2月2日（金）、2月9日（金）の2回を

予定、スキー学習予定場所は次の通りです。 

1年生～2年生・・・グランド、東川下公園 

3年生～6年生・・・岩見沢市萩の山スキー場 

お問い合わせは東川下小学校℡875-7531まで 

 おしゃべり会・シルバーサロン 

   合同新年会を開催 
 福まちサロンのおしゃべり会、川北シルバーサ

ロンの合同新年会が東川下の「遊学館」で1月25

日11時30分より、皆さん、わいわいのなかで行わ

れました。1000円会費で買い物の準備などは福ま

ちの委員さんが前もって準備致しました。 

 当日はパンを焼いての差し入れや赤飯、散らし寿

司、おにしめなどがあったりでテーブルをにぎわせ

ました。お正月をはさんで今月が初めての集まりで

したので、皆さん元気はつらつ、カラオケの唄にも

力が入って、楽しさいっぱいの新年会でした。 

3面より 「日本の歌百選」101曲のつづき 

▽夏の思い出▽夏は来ぬ▽七つの子▽花＝喜納昌

吉▽花＝滝廉太郎▽花の街▽埴生の宿▽浜千鳥▽

浜辺の歌▽春が来た▽春の小川▽ふじの山▽冬景

色▽冬の星座▽故郷▽蛍の光▽牧場の朝▽見上げ

てごらん夜の星を▽みかんの花咲く丘▽虫のこえ

▽むすんでひらいて▽村祭▽めだかの学校▽もみ

じ▽椰子の実▽夕日▽夕やけこやけ▽雪▽揺籃の

うた▽旅愁▽リンゴの唄▽われは海の子 

                 （50音順） 

SAPPORO ２００７  
世界ノルディックスキー2007 
FISノルディックスキー世界選手権大会について 

 開催期間 2007年2月22日（木） 

          ～3月4日（日）まで 

 会場 札幌ドーム、大倉山、宮の森、白旗山 

 チケット販売 立ち見1200円～より 

   ローソン、セブンイレブンでも買えます。 

ノルディックスキーとは・・・「ジャンプ」、「クロ

スカントリー」そしてこの2種類の競技をあわせた

「ノルディックコンバインド（複合）」の３競技の

総称です。 「ノルディック」とは「北欧人の、北

欧の」という意味を持ち起源はノルウエーと言われ

ています。 

「遊学館」東川下バス停前の遊学館では 

囲碁・将棋サロン、パソコン教室、料理サロン、

シルバーサロンなどを行っております。 

ご参加希望者は  ℡873-8686島田まで 




