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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。 

 平成２０年1月２６日（土）午後６時、札幌信用

金庫駐車場仮設テントより出た大勢のスタッフが一

斉にアイスキャンドルへの点火を行なう。 

 平和駅までの道路両側に並べられた300の一つ一

つにオレンジ色のキャンドルのあかりが灯された。 

 集合の１時には小雪のふるなかであったが、点火

の６時過ぎには雪も少し止んできて、一面、新雪の

真っ白いなか、時には強く時には弱くなったり、氷

を透してゆらゆらと光るオレンジの灯火。 

 午後８時までの２時間の世界ではあったが、それ

は、みんなで造った幻想の世界でありました。 

 通りがかりの若者も思わず「きれい」と言いなが

ら、携帯のカメラを向ける。 

 親子のスナップがあったり、三脚を持ち込んで記

念写真を撮るご夫婦、甘酒やホットカルピスを飲み

ながら私のカメラにピースをしてくれた学生さん。 

 近所の家から出てきて、しばし見とれていたお父

さん、お母さん。突然の光景に驚きの様子でした。 

 仮設テントでは温かい甘酒やホットカルピスを作

り通行の人に無料で配られ、「あったかい」「おい

しい」と言いながら楽しんでおりました。 

 北東白石まちづくり協議会のメンバーが昨年より

企画してきた、初めてのこころみ。 

 大通公園や中心街のような大勢の人出があるわけ

ではないが、地域に住んでいる人、道行く人、実行

のスタッフ、ここにふれあった皆さんが、一様に

「良かったネ」と言ってもらえたイベントでした。 

 あなたの心に残った感動を。来年まで・・・ 

 

 

 

 

 

 平和駅前通りに淡いキャンドルのともしび 

    「雪あかりのまち」を演出 

【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 

   みんなで造った幻想の世界 

  平和駅前通り～１３条通り間 両側の歩道と 

 車道の間の雪山の上に造られた氷の造形 



第4巻第 １7号   2008.02.01. Page      2 

 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 第4巻第 １7号   2008.02.01. 

犯罪抑止力

にもなり、

犯罪防止に

も役立ちま

す。 

 賛同いた

だける方に

配布致しま

すので、ぜ

ひご協力を

お願い致し

ます。 

 まちづくりセンターまでお問い合わせ下さ

い。 

   

 
 

 

 いま、家庭が地域が社会がおかしくなっていません
「地域の安全と命を守ろう」 

 一昨年は、いじめや自殺が大きな問題として

取り上げられました。昨年は正月早々から、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など、家庭崩壊の事件で

した。 

 今年の正月は昨年北東白石地域で起きた中学

生がハサミで衣服を切られた事件。太ももを刃

物で切られた事件、不審者による子ども達への

話しかけや、自宅に水道の点検だとかトイレを

貸して欲しい、テッシュ下さいなど、私たちの

地域でも身近に事件が発生してきている事が、

大きな話題になっておりました。 

 私たちが住み慣れたこの地域が安全で安心し

て暮らせる地域でなくてはなりません。 

 すでに学校・PTA、町内会などで集団下校や

パトロールなどでの対応をしておりますが、多

くの人の協力が必要です。 

 特に、老人や子どもたちなど、弱者と言われ

る人の安全や安心を守る為、町内会はじめ他の

各種団体、警察など行政などとも併せ、地域の

一員として協力し、連帯して行かねばならぬと

考えます。 

 

 「こども１１０番の家」の拡充を 
  

  黄色いニコニコマークの付いたワッペンをご

存知でしょうか。「こども１１０番の家」のワッ

ペンです。 

 ワッペンの趣旨は「このマークの付いた家に

駆け込むと第一にその人の身の安全を守り、外

部にも１１０番して対応する」家、の意思表示

です。 

 右上の「こども１１０番の家」のワッペ

ンを、この趣旨に賛同していただける家庭

には、各家庭の玄関の見える位置に張って

もらう協力をお願い致します。 

 以前、白石で作ったこのワッペンの残り

があることがわかり、白石警察署から少量

いただくことができました。 

 このワッペンが地域のあちこちで見られ

ると、こどもたちも安心ですし、地域の 

  青少年を見守る店とは…  
 買い物などに訪れた子どもたちに温かい声をか 

けていただくことや、子どもたちに悪影響を及 

ぼすようなものは、「売らない」「見せない」よ

うにしていただくことで、子どもたちが健やか

に、安心して過ごすことができるまちづくりにご

協力していただくお店です。 

  

 このお店の活動は青少年育成委員会が中心とな

り、地区のお店に協力をお願いしております。 

 現在北東白石では川下地区４８店、北都地区３

８店、川北地区３２店 合計１１８店のお店が

「青少年を見守る店」として登録をされておりま

す。（H19.8.1調べ） 

 皆さんの周りで「こども１１０番の家」や「青

少年を見守る店」が沢山増えることによって、地

域の子ども達や青少年が健全に、安全に暮らせる

ように、皆さんで支えてゆきたいものです。 
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 北東白石地区小学校スクールガード 
  

  スクールガードは小学校の児童の登下校の際に、

犯罪などから児童の安全を守る為に作られた制度

です。昨年の軽犯罪問題にたいして、北東白石地

区でも３校の小学校ではPTA、町内会関係組織の

皆さんによるボランティア活動に支えられなが

ら、児童の登下校時に犯罪に巻き込まれないよう

に、安全確保の巡視を行なっております。 

 学校では登校終了後は玄関の施錠をして不審者

の侵入をさせない事、下校時には各学年毎に集団

下校を行なっております。 

 中学校では原則として集団下校をしております

が、部活の活動者には、出来る限り数人で下校す

る様に指導しております。 

 その外に小学校では、週に１～２回交通量の多

い時間帯に交差点、並びに人通りの少ない道路な

どを、子ども達と一緒に関係機関の方に指導して

頂いている学校もあります。中学校では日常の教

育時間中に指導を行なっております。 

 各学校では、PTAだけでは足りないので、町内

会や関係機関の皆様の協力に感謝すると共に、 

 今後も引き続きご協力を願っております。 

交通安全早朝街頭啓発 

これは、札幌市が「めざせ安全で・安心な車社

会」をスローガンに全市に呼びかけ交通事故の撲

滅を図っている運動です。 

当連町での運動参加者は、交通安全実践会・母

の会・女性ドライバー会・各町内会の交通部・老

人部・婦人部・PTA有志の皆さんです。 

活動は、４月～１１月まで札信北都支店前（年

３回）・東川下市民生協前（年３回）・川北 ホク

トスポーツ店前（年２回）の交差点で年８回行な

われております。揃いのブルゾン・交通安全旗・

たすきを着用し、通学・通勤者の多い８時00分～ 

８時20分まで、交通安全を呼びかけております。 

 北東白石 地域夜間パトロール 
 北東白石連合町内会では、地域の安全、安心なま

ちづくりに力を入れております。 

 特に、子ども達を守る為の一環として凶悪犯罪防

止対策上、夜間の地域パトロールに力を入れており

ます。 

 各単位町内会では、独自にそれぞれの地域でグ

ループをつくり、概ね午後７時から１０時までの間

に車両や歩行にてのパトロールを実施しておりま

す。 

 同時に事件への対応にも情報早期収集、伝達など

の連携を蜜にし、警察署、学校等の協力も得ており

ます。 

 

  地域の子ども会 
 北東白石地区の子ども会は「北都なかよし子ど

も会」「川北子ども会」「東川下子ども会」の三つ

があります。 

 各々の会で

は冬季間では

百人一首の練

習をつうじ

て、また夏季

においては、

太鼓の練習な

ど様々の活動

を通して、子

ども達の思い

やりや仲間意

識の向上をめ

ざし、健全に

成長してゆく

事を目指して

おります。 
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   ちょっといい話 
    パネル展で紹介されました！ 
 札幌市青少年育成委員会では、子どもたちの健全

育成のために、様々な活動を行なっております。 

 この活動内容を知ってもらおうと、1月15日～1

月18日迄、市役所、１Fロビーで、初めてのパネル

展を開きました。 

 この中で、北東白石地区の育成委員による「人形

げき」も、とてもユニークな活動として紹介されま

した。 

 委員の皆さん、これからも子どもたちのための活

動に活躍されることを期待します。 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 
 今年は、雪も少なく楽だと思いきや、お約束どお

り雪は降りつづき、例年なみの降雪とまりました。   

 道端の雪山は高くなり、子ども達は大喜びで、雪

山から飛び出してくることもあるかと思います。 

 皆さん、子ども達には見守りをお願いします。 

さて、昨年来から、傷害事件や不審者の出没が多発

しておりますので、今号では「地域で子ども達の安

全を見守ろう」とのテーマで特集致しました。 

 「子ども１１０番」のワッペンも多くの皆さんの

家の玄関に張って頂きたいと願っております。 

 一人一人の見守りが、地域の安全に大きな力とな

ります。この地域が子ども達にとって「安全で、安

心な」住みよい地域となりますように。 

   

      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 

                     

 行   事         開催日    時間    場所 
子育て支援ミニ講座 

２月６日（水） 10：00～11：30  北都地区会館 

雪と遊ぼう2008 

 ２月９日（土）  8：30受付～   北都地区会館 

室内雪合戦 

 ２月１７日（日） 9：00～     東川下小学校 

地域の防犯対策についての講演会 

 ２月２６日（火） 13：00～    北都地区会館  

認知症の予防と対策 講演会 

 ３月１２日（水）13：30～      北都地区会館  

北都中学校卒業式 

 3月14日（金）            北都中学校    

各小学校卒業式 

 3月19日（水）          各小学校卒業式 

「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、 

介護者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 

「社協・ニューイアーコンサート｣開催 
札幌吹奏楽団金管アンサンブルコンサートが 

平成２０年１月１２日（土）13：30より 

北都地区会館 １階ホールにおいて８０名を越す多

く参加者を得て開催されました。 

 社協では赤い羽根共同募金の助成事業として、毎

年２回開催しております音楽会の一つです。 

 今回

は、札

幌吹奏

楽団の

金管部

門の中

から８

名の演

奏者を

お招き

致しま

した。皆さん演奏を聞きながら、音楽を楽しんだひ

とときでした。 

  ｢認知症の予防と対策」講演会のお知らせ 
○平成２０年３月１２日（水）13：30～15：00 
北都地区会館にて 

講師 平和通りクリニック 渋谷直道 院長 

講演後 介護予防センター職員による寸劇あり 

問い合わせ まちづくりセンター TEL875-3077 

 「社協」音楽会のお知らせ 

  ゴーゴーキッズからのおしらせ 
 ゴーゴーキッズでは年間１２回から１５回に

回数を増やしております。 

今後の予定日は下記の通りです。 

２月１３日（水）、２月２７日（水） 

３月１２日（水）、３月２６日（水） 
 時間 10：00～12：00    北都地区会館 

   北東白石地区案内マップ 
 昨年全戸配布した「北東白石地区案内マップ」 

皆さんご利用して頂いておりますでしょうか。 

 各地域に町内の概要をはじめ、マップにおいて

は北東白石地区の一覧が地図上で示されておりま

す。 

 好評で他の地域からも「ほしい」との声もあり 

今回少し増刷致しました。 

 ご希望の方には差し上げますので、北東白石ま

ちづくりセンター窓口でお問い合わせ下さい。 


