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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。 

 去る平成１９年５月１日、自らが交通ルールを守り下

級生への指導をし、交通事故を防止しようとする制度

「児童交通安全指導員」の委嘱状が対象者５年生６３

名、６年生６４名に交付されました。この「児童交通安

全指導員」制度は平成８年、東札幌小学校で起きた交通

事故(生徒が車の下になり危うく命を落とす事故)を契機

に、当小学校・白石警察署・札幌白石交通安全協会が協

議して設立したものです。  

 当初加盟校は少なかったが関係機関の努力により平成

１７年には白石区小学校２１校全校が加盟しました。 

 当日は、屋内運動場に全生徒が集まる中、札幌白石交

通安全協会北東白石 鷹架支部長より授与されました。 

 なお、北都、川北各小学校にも７月まで順次交付され

る予定です。 

【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 

 

 東川下小学校５年生６年生の生徒へ 
今年度の「児童交通安全指導員」委嘱状が交付される。 

入学式当日ランドセルカバーが贈られる 
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 東川下小でランドセルカバーの贈呈式 

 4月6日新入学生の交通安全を願って白石警察署、PTAの立

会いのもと、北東白石交通安全母の会の皆さんより、登校して

来た新一年生に、黄色いランドセルカバーを掛けて、贈呈式を

行い、交通安全を呼びかけておりました。 

 「これらの取り組みは、すばらしく、地域と学校とが、上

手く行っていると感じます。子どもと安全では、スクール

ガードやワンワンパト隊などもあり、地域の人々に見守られ

ております。 

 2、3年生が校区探検で日中、校区を歩く時も、地域の人

たちが、暖かい眼差しで見てくれる様子は、前任校で感じな

かったうれしさです。子どもの安全教育、意識の向上に努め

て参ります。」と、新任の東川下小・浜野教頭先生よりコメ

ントを頂きました。 
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川北 鷹架光一 さん 

 

 
 

  交通安全指導員の皆さん  毎日ありがとう 

 学童を交通事故から守る 

 北東白石地区交通安全実践会の

（交通安全指導員）活動について 
この交通安全実践会が出来たのは、昭和６２年５

月で札幌市から委嘱された交通安全指導員で組織さ

れております。（初代会長今井宣明氏、２代現会長

鷹架光一氏） 

白石区では、８地区で８５名の会員がおり、当地

区は、北東白石地区交通安全実践会といい１０名の

会員(北都町内会３名、東川下町内会３名、川北町内

会４名)が交通安全指導員として活動しております。 

主な活動は、当地区にある北都・東川下・川北の

各小学校の学童が安心して通学出来るようこの１０

人の担当区を決め、学校周辺の危険度が高い通学路

で夏休み・冬休み・春休みを除く毎日登校時間に合

わせ、学童の安全を願い交通指導と共に、学童をめ

ぐる凶悪犯罪防止にも注意しております。 

寒い日・暑い日もあり継続して行うのは、なかな

か大変ですが明るい元気な学童と「おはよう」と声

を交わし合うと気持ちが晴れやかになります。 

当地区に実践会が出来てから今日まで私共が担当

する個所で、登校時学童の交通事故が無いことを誇

りに思うと同時に、交通安全の重要性が身にしみて

感じます。 

交通安全実践会は、前記の活動の外町内会（役

員・交通部・老人部・婦人部）、交通安全母の会、

交通安全協会女性ドライバー会などと協力し、交通

量の多い北東白石地区３交差点で４月から１１月ま

で月１回「交通安全早朝街頭啓発」を行っておりま

す。 

又、バスレーン遵守指導、冬季間 区役所担当部

及び警察官の協力のもと駐車違反パトロール、春・

秋の交通安全決起大会及び大型街頭啓発、交通安全

広報活動、交通安全道民の集いなど多方面に渉った

活動にも参加しております。 

このように、悲惨な交通事故を起こさない、あわ

ないようにし、住みよい町づくりの為になればと、

会員一同努力しておりますので皆様の暖かいご協力

をお願い申し上げます。 

 北東白石地区の交通安全指導員10名です。 

 「地域情報広報委員会」 
 地域情報広報委員会はこの「北の郷里」を偶数

月２カ月に１回のペースで発行していますが、今

年度からは町内会には全戸配布となります。 

 じっくり読んで戴けるようになります。 

 昨年発行した「北東白石案内マップ」好評につ

き増刷致します。またホームページも充実させま

すのでご期待下さい。（四委員会の紹介で皆さんの原

稿量が多く写真も入れるスペースが無く、広報のスペー

スも無くなってしまいました）トホホ・・ 

3ページより続く 

川下 田湯孝幸 さん 

川下 宮田行雄 さん 

川北 南部勇吉 さん 北郷 宮下宏光 さん 

川北 渡部 理 さん 

川北 近石隆雄 さん 

北郷 幸正征治 さん 

北郷 村中 勝 さん 

川下 関谷 悟 さん 
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「世代間交流委員会」 
 ふれあい交流事業 「七夕の集い」 

 札幌では、旧暦の8月7日に七夕祭りをする。 

子ども達がはやし歌を歌いながら家々を回って、 

ろうそくやお菓子を貰って歩く。 

 この、北海道ならではの風習・季節の行事を継承

し、未来を担う子ども達の心に残してやり、また子

ども達からお年寄りまでの世代が、楽しくふれあえ

る事ができる事業として「七夕の集い」を実施して

います。 

（14年度は地区民生委員・児童委員協議会、15・

16年度は地区七夕の集い実行委員会の主催） 17年

度からは、世代間交流委員会による実行委員会形式

で、東川下小学校・ＰＴＡの協力を得て開催致しま

した。今年度は北都小学校を予定しています。 

 世代間交流委員会は15の団体から成り、各団体の

持ち味を活かし、アイディアを出し合いながら活動

しています。特に老人クラブの方は、地域の子ども

達の為ならばと頑張っています。互いにふれあい、

交流を深め、地域のみんなが顔見知りのあったか～

いまちづくりを目指しています。 

「地域活性化委員会」 
 昨年９月に第一回の会議を開いて以来、地域の

活性化を阻害してる要因など、今後活性化すべき

事など委員会のワークショップで検討してまいり

ました。19年度は次の二つの視点から具体的な活

動内容の検討・活動の展開を進めます。 

[1].地域資源を活用した活性化 

 ＪＲ平和駅や北13条通り商店街を活かしたまち

づくりを進め、地位の活性化を図る。 

[2].人間関係、既存の組織や環境を活用した活性化 

 町内会や各種団体と連携を図るとともに、世代

間や近隣とのかかわりを見直すなど、人的交流を

促進させることで地域の活性化を図る。また、社

会環境や住環境について、住民が気楽に参加でき

る活動を行うことで、地域の活性化を図る。 

 今後これらをふまえ、委員会を二つのグループ

に分け、地域の活性化への具体的な活動計画を作

成し、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。 

 北東白石まちセン TEL87５-3077まで。 

「地域安全委員会」  設置の趣旨 

相次ぐ大規模災害や凶悪犯罪の増加など、地域に

おける安全・安心を確保する事が、北東白石地区に

おいても共通の課題となっている。   

 このため、北東白石まちづくり協議会と当該趣旨

に賛同する団体で「地域安全委員会」を設置し、地

域が連携して取り組むべき課題を整理し、共同の事

業化を検討するとともに「安全・安心なまち」の実

現を目指す物である。この設置の趣旨を踏まえ事業

を行ってきています。 

まず各町内会で実施している、夜間防犯パトロー

ルに必要な用具の補充。統一された備品でのパト

ロールを行っています。 

また、災害時における通信手段の確保のために、

ＭＣＡ無線機を導入し、取り扱い方の訓練なども

行ってきています。 

北東白石連合町内会との共催で「ＤＩＧ」（災害

図上訓練）の実施、「ＤＩＧ」とは、参加者が地域

の地図を囲みながらゲーム感覚で災害時の対応策を

考える訓練であり、「わが身に」起こる危険性を知

ることにより、日頃気付かなかった防災意識が明ら

かになり、また地図を囲んで話し合いながら、自然

と防災意識が理解され、我が町の発見ができ、地域

のコミュニケーションが図られて行くものです。各

町内会、町内会の各区、各班での実施を是非お願い

したい。 

住民が気軽に参加できる防犯活動の実施として、

「チャリパト隊」、「わんわんパト隊」の隊員を募

集し、統一の腕章を作成し配布しています。平成１

８年８月２０日には北都地区会館で発会式、同時に

北東白石地区合同一斉パトロールを実施していま

す。 

尚、白石警察署より「チャリパト隊」「わんわん

パト隊」を防犯パトロール隊と認定されています。

並びに「小さな親切運動」より実行賞を受賞してい

ます。 

平成１９年度は６月１０日に一斉パトロールの予

定をしています。是非、隊員登録をしていただき、

犯罪のない地域を目指しましょう。 

子どもたちを対象とした防災訓練として、北東白

石子ども会連絡協議会と共催で、「北東白石地区防

災お泊り会」を実施し８０名もの低学年の子供達が

参加しています。１９年度も実施の予定をしていま

す。 

今年度も災害時における「要援護者」対策、その

他地域の防犯、防災を目指し連合町内会と連携しな

がら活動をして行きたいと思っています。 

１５団体の構成から２0団体になり内容の充実した

取り組みを目指しています。 
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 まちづくり協議会の総会が5月12日に終わって 

実質、新年度の第一号。今号より町内会加入世帯全

戸配布となりました。 

 今度は回覧では有りませんので、ご自宅でじっく

り読んでください。約6500部裏表四回の印刷で6

時間で納まるかどうか刷って見なくてはわかりませ

ん。印刷後の二つ折も広報委員全員で行ないます。 

 全て手作りで行なっております。 

今年度も地域のいい情報を提供してまいりますので 

どうぞ、宜しくご愛読くださいませ。 

      広報委員一同  

 島田信也・芦田れい子・近江義文・伊東 信・ 

 宮下宏光・ 横沢美姫・小林敬子・大島悦子・ 

 嶌田美津江・石岡敏子・高橋文夫・菅野祥子 
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    今 後 の 行 事 予 定 案 内 

行   事         開催日    時間    場所 

「福まち」子育て支援ミニ講座 

      6月13日 10.00～11.30 北都地区会館 

ゴーゴーキッズ 

      6月20日 10.00～11.30 北都地区会館 

社会福祉協議会（福まち） 音楽会 

      6月30日  13.00～15.00  北都地区会館 

滝野すずらん丘陵公園 夏レク 

      7月8日 8.40～    北都地区会館集合

「福まち」独居老人さわやか交流会   

       7月13日10.00～13.30 北都地区会館 

第32回白石区ふるさと祭り    白石区役所駐車場 

   7月14日（土）17.00～、15日 （日）10.00～  

ゴーゴーキッズ 

      7月25日 10.00～11.30 北都地区会館 

北東白石七夕の集い  

       8月7日 13.00～   北都小学校体育館 
この他、各小学校の運動会、町内会では夏祭り、盆踊りなどが

あります。詳細は回覧などご注目下さい。 

   ちょっといい話 
  おめでとう！！ 

札幌市長・白石区長より感謝状 
 多年にわたり北東白石地区の町内会活動など 

自治振興に尽力し区政の進展に寄与された事に対し

上田札幌市長及び横山白石区長より感謝状の贈呈式

がありました。 

札幌市長表彰 小池嘉純  川下町内会会長 

白石区長表彰 関 英男  東川下団地自治会会長 

白石区長表彰 松下奈緒美 東川下団地自治会副会長 

白石区長表彰 乳井桃子  川下団地自治会厚生部長 

白石区長表彰 江畑幸子  川下団地自治会婦人部長 

    滝野すずらん丘陵公園へ行こう！ 
     － 自然とふれあおう － 

 平成19年7月8日（日）北都地区会館８.40集合

で今年も夏レクを行ないます。 

 自然の素晴らしさを探してみませんか！ 

参加費一人300円、沢山の参加をお待ちしていま

す。 

 6月22日までに申し込んでね、詳しくは、各小

学校配布のお便りをごらん下さい。 

 北東白石地区青少年育成委員会・北東白石地区子

ども会連絡協議会・北東白石連合町内会共催 

「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 

４月２２日、北都地区会館において北東白石連合

町内会の総会終了後、懇親会の前に感謝状贈呈式

が行なわれました。 

    右から上記表彰者の皆さんです。 

          ご ぞ ん じ で す か  

地域の小・中学校の校長先生・教頭先生を紹介します。 

学  校 電  話 校長先生 教頭先生 

北都中学校 ℡872-5201 長山   浩   佐藤 義紀  

北都小学校 ℡874-3018 園部 真人  村上 隆  

東川下小学校 ℡875-7531 伊藤 博司  浜野 昌子  

川北小学校 ℡872-5422 船山 純    安木 尚博  

「福まち」だより 

子育て支援ミニ講座「親子のかかわり」 
      6月13日 10.00～11.30 北都地区会館 

      親子でお越し下さい。楽しい親子遊びも紹介します。 

音楽会  6月30日 13.30開演   北都地区会館 

 北都中学ブラスバンド部員・札幌ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ愛好会の皆さん 

室谷 章さん（東川下団地自治会）には 

「清掃ボランティア活動実践者」として表彰。 

平成19年度「白石区クリーンさっぽろ衛生推進協

議会」では5月25日、日頃の清掃ボランティア活

動を実践している実践者表彰を行った。 


