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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 

  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。 

ません。 

 卒業生も7,720名となり、立派に社会人として育

ち、子どもの親

となっている人

も多いことで

しょう。卒業生

の子ども達の入

学も多くなって

くるのではない

でしょうか。 

 そして彼らが

二代目の卒業生

として地域の中

で地域とともに

育ち歴史を積み

上げて行くので

しょう。 

 卒業生の皆さ

んも「我が愛す

る母校」として

北都中学を支

え、又地域住民

の一人として活

躍される事を期

待いたします。

そして北都中が

いつまでも心に

輝く中学であり

ますように願っ

て止みません。 

【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 

 北都中学校（長山 浩校長）が開校30周年になり

11月7日9時より公開授業10時45分より体育館に

おいて全校生徒父兄来賓者出席のもとおごそかにも

また、開校以来の出来事をビデオで振りかえり、生

徒全員の合唱など、参加者を感動させる式典であっ

た。 

 一方、午後6時30分からは会場をシェラトンホテ

ルに移し会費制の祝賀会が催された。 

 当日は初代の三谷校長、二代目の安永校長を始め

歴代の懐かしい先生も出席され、30年の年月とその

当時の模様などが紹介され、また会場の中からも、

現在の北都中が立派に育ち、生徒たちへのお褒めの

言葉もいただいた。校舎なども30年経ったとは思わ

れない丁寧な使われ方をしている、などなど・・   

 私たちが日常では感じていなかった事が、他の学

校も見ている方々よりの言葉で、地元の参加者とし

ては、学校の先生や生徒の皆さん、PTAの皆さんの

努力の積み上げの賜物と、30年の重みを感じつつ感

謝申し上げたい。 

 思えば昭和53年校舎建設の杭が打ち込まれた当時

は周辺にはほとんど家が無く、野原に立つ印象で

あった。12月に一期工事が竣工、翌昭和54年3月

開校式を行い4月第一回入学式が行なわれた。 

 開校以来の教育目標は「開拓の精神」で、真理を

愛し、責任を自覚し、個性を尊重し、また生命を尊

重することで、考える、やりぬく、たかめあう、き

たえる人間像を目標としてきました。 

 北都中では「挨拶」はあたりまえ。来校した人に

は生徒の方から「こんにちは」と挨拶されます。 

 これは、開校以来、現在も同じように繰り返され

ております、これも、開校以来の伝統なのかもしれ 記念祝賀会で挨拶の豊間根ＰＴＡ会長 

30周年式辞を述べる 長山 浩校長 

各学年・18教室で行なわれた公開授業 
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 北都中学校校区内小学生・中学生を含めた青少年

の健全育成推進を目的に学校・ＰＴＡはもとより、

町内会、各種団体の皆さんで「北都中学校区青少年

健全育成推進会」を構成しております。 

 毎年四校による「交歓音楽会」を開催しておりま

すが、この開催時に皆さんから募集した「標語」の

発表をしております。（協力北東白石青少年育成委員会） 

 標語内容は、北東白石地区のこと、防犯、非行防

止、交通安全、地域の行事や環境・家庭生活・学校

生活など・・で対象は、小学校五年・六年生、中学

一・ニ・三年生の皆さんです。 

 多くの作品の中より表彰された「健全育成標語」

優秀作品をご紹介します。 

あいさつをテーマとしたもの 
・「挨拶は家族と地域の輪をつくる」      小6中崎蒼太 
・「あいさつは笑顔にさせるきぼうの言葉」小5髙橋涼耶 
・「あいさつは心の残る宝物」          小5谷野宮美友 
心・命などをテーマとしたもの 
・「考えて命のおもさはどのくらい」      小6江本優衣 
・いじめはねしている人もかなしいね」    小5泉野宏太 
・「気をつけて自分の命一つだけ」        小5岡本美菜 
・「見つめようまわりの気持ち心から」  中1森岡可菜美 
環境や地域のことをテーマとしたもの 
・「秋祭りみんなでみこし楽しいな」      小6伊藤悦久 
・「白石区きれいにしようみんなでね」    小5北条朝陽 
・「かんきょうは自分のエコを守ること」小5田中登央衣 
・「はじめようみんながのぞむまちづくり」中1髙橋知聖 
・「緑たくさん心ゆたかにくらすまち」    中3野月綾乃 

 
写真上 
標語の表彰 

 

 

 

 

写真右 

四校交歓音

楽会の様子 

 

 

 

 北都小、川北小、東川下小、北都中の四校による

「交歓音楽会」は毎年11月に行なわれております。 

 父兄の方の来場も自由です。来年はもっと多くの

地域の方にも来てもらって、この素晴らしい演奏や

コーラスを聴いてもらいたいと思います。 

 北白石地区センター運営委員会の主催による文化

祭が11月1日、2日の両日北白石地区センターにお

いて開催されました。 

11月1日はセンター利用

サークルの作品展示発表

会が1階ホールでおこな

われ、陶芸、押し花、和

紙絵画、絵手紙、手芸、

手編み、パッチワーク、

習字、など多くの作品が

展示されました。2階和室では茶道サークルによる

お茶会がおこなわれま

した。 

 11月2日は「人形劇

団野良犬」による子ど

も劇場とサークルの人

による舞台発表会も催

されました。 

 

 メインイベントは12時から始まるよさこい平岸

天神のよる演

舞と天神太鼓

の公演会で、

特に平岸天神

は本年度

YOSAKOI

ソーラン祭り

大賞受賞とい

う事で、観客

席も満員で立

ち見席が出るほどの大盛況。センター始まって以来

の入場者となり、関係者はスリッパの用意など大忙

しでした。 

連町主催ボーリング大会行なわれる  
 

 平成２０年１１月２３日（日）午後４時より厚別

パークボールにおいて、連合町内会の親睦ボウリン

グ大会が催されました。 

 各町内会に参加募集を募り、当初は参加人数が何

人になる

のか心配

でした

が、多く

の人が参

加しゲー

ムを楽し

みまし

た。 
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東川下小学校では、毎週火曜日から日曜日の

夜間、体育館を使用して各サークルが汗を流し

ています。 

 興味のある方は、直接体育館へ行き是非見学

してみてください。 会員募集中 

 

白石区に郷土館を！ 白石郷土館期成会会員募集 申込 期成会事務局864-8376（阿部）又は873-8686島田まで 

北東白石地区体育振興会からのお知らせ 

 平成20年度認知症講座[もっと知ろう認知症」と

題しての講演会はさる10月31日13時半より北都地

区会館において開催

されました。 

 介護予防ｾﾝﾀｰ川下

他2団体の主催で北東

白石連町、民児協、   

福まちなどの協力に

より認知症につい 

ての理解を地域住民

の皆様にもっと深めてもらいたいと思い、認知症の

心配、また家族のいる方にと実体験を交えた講演や

解りやすい寸劇を交え開催しました。寸劇には協力

団体の役員も出演し、参加した人達からは大きな拍

手が送られました。参加者は合計92名と高齢化社会

における関心の多さの現れでしょうか会場も満員と

なりました。 

認知症講演会に沢山の人が集まる 

「福まちサロン」においでください。参加者募集！！ 

曜日 内  容 時  間 

月 休 館 日   

火  卓球  １９：００～２１：３０ 

水 バレーボール １９：１５～２１：４５ 

木 ママさんバレー １９：００～２１：００ 

金  硬式テニス １９：１５～２１：４５ 

土 ミニバレー １６：００～１８：３０ 

バトミントン １９；００～２１：３０ 

日  テニポン １７；００～２１：００ 

 サロン 名 称 開催 曜日 時間 開催場所 

おしゃべり会 第２第４ 木曜 13.30-15.30 北都地区会館 

川北シルバーサロン 第１第３ 木曜 13.30-15.30 川北会館 

東川下シルバーサロン 第3 火曜 10：00-12：00 遊学館 

 いきいきサロン、地域の茶の間として皆が集まりいきいきとおしゃべりを楽しもう。家の中に閉じこもりに成らないで、 

外に出て人と会い出不精を解消しよう。上記三つは地域ごと近くで気楽にお出かけできるサロンでお金も何も要りません。 

でも、たまには、温泉に行ったり、カラオケに行ったり、宴会をすることもありますが、出席している皆さんで決めます。 

東川下囲碁将棋クラブ 毎週 水曜 11.00-17.00 遊学館 

 囲碁・将棋に興味のある人、腕前を発揮したい人、初心者から有段者まで 

現在は囲碁の方が多いです。好きな時間に好きなだけ、対戦方式で楽しんでます。 

東川下パソコンクラブ 第１第３ 土曜 13.30-15.30 遊学館 

 パソコンはあるけど宝の持ち腐れになっていませんか。ワードやエクセルなどソフトの使い方がイマイチの方、 

初級から中級位まで。１１月は年賀状の作成で、写真やイラストも入れ、宛名はエクセルの住所録より自動的に 

宛名が印刷できます。家計簿やお仕事での表計算や請求書の作成など実用事例を解るまで何度でも。 

東川下料理サロン 第１第３ 土曜 18.00-21.00 遊学館 

 手打ちそばより始まった料理サロン。現在はそばを打ってプラスワンの料理、おつまみになるような 

一品料理を作ります。出来たら皆でそばと一緒に試食します。ビールも入って会話もはずみます。女性も歓迎。 

麻雀同好会 月2 火曜 12.30-16.00 北都地区会館 

 マージャの好きな人はぜひどうぞ。冗談を言いながらやっています。 

北都地区会館二階です。冬は部屋の戸が閉まっておりますが気楽にどうぞ。 

川下歌謡クラブ 毎週 月曜 9.00-12.00 川下会館 

 川下の人なら知らぬ人はいないくらい。カラオケの曲に合わせ、歌い集います。 

カラオケ教室ではありません。自分の好きな曲を自由に歌い合います。 

川下パークゴルフクラブ 第１第３ 木曜   川下公園P/G他 

ふれあい北都パークゴルフ 第３ 金曜 9.00-12.00 東川下Ｐ/Ｇ他 

パークゴルフはシーズンオフになりましたので、来春新たに新規募集を致します。 

以上、10のサロンを紹介いたしましたが、何れも６５才以上とかの年齢制限もありません。 

地域の男女が自由に集える場です。会費も原則無料です（料理サロンのみ材料費５００円）。 

月に一度か二度近くのお好きなサロンにお出かけ下さい。 特に北都地区、東川下地区の方 

御参加下さい。お問い合わせ：福まち事務局876-3833 又は873-8686島田まで 
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     ーーーー 編集後記 －－－－ 
・今回、震度６の地震が発生したとの想定で北東白石

地区一斉での防災訓練が実施されました。特に各町内

会ごとに無線機が導入されたことにより、無線の交信

訓練を共同で行いました。また、連絡網で召集した避

難場所への集合時間を計った所もありました。皆さん

も参加されましたか？。その後札幌市では震度７の想

定に改正されましたので皆さんも再度地震対策を。 

・中央バス問題・・10月4日の地域説明会で当面現状

維持で継続との回答。JR保証金は５千万円とのこと。

補助金などはまだ未決定。今後の動向に注目。 

・今年度、北の郷里の編集に携わり、各号で載せる記

事の内容や情報収集に苦労致しました。 

 今後も良い紙面を作るために、各町内や地域ニュー

スをタイムリーに載せるよう努めて行きたいと思って

おります。情報の提供もどうぞ宜しく。      

「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・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 

     ちょっといい話 

新型  「サギ」  にご注意！ 知らない荷物が届いても料金は払わず警察に届けること！ 

北東白石地区子ども会連絡協議会「小さな親切運
動」実行賞受賞 
 10月16日(木) 札幌後楽園ホテルにて、「小さな
親切運動」実行賞贈呈式が行われました。今回、ま
ちづくりセンター所長の推薦を受け受賞者４個人・
3団体の中の1団体として受賞しました。会場では防
災体験お泊まり会での集団活動を通して体験される
避難訓練・ＤＩＧ(災害図上訓練)・暗闇体験などを
スライドで紹介、その後北東白石地区子ども会連絡
協議会（木立秀行会長）が、北海道本部代表南山秀
雄氏より賞状・賞品をいただきました。 

  ミニ児童会館がオープンします。 
平成21年4月より、北都小学校にミニ児童会館が

開設されることになりました。 

 空教室を利用しての開設です。北都の皆さん近

くでよかったですね。おおいに利用して下さい。 

1月17日ニューイアーコンサートのお知らせ 

  活性化委員会よりのご案内 

 

  雪あかりのまち「アイスキャンドル」 

行事案内のとおり、平成21年1月20日午後5時

より8時までの間、平和駅前通を中心に、今年度

は平和駅ホームからも見えるように、また北13

条通りも昨年よりも東西に長く点灯するように

行ないます。 

 さっしん前の駐車場角では昨年のようにテン

トを張り、甘

酒やカルピス

ソーダなど無

料のサービス

も行なわれま

す。 

 冬のひと時

ですが、キャ

ンドルの幻想

的な美しさをご堪能下さい。 

 日時とカメラはお忘れの無いよう。 

 尚、悪天候で中止の時は1月22日に同時刻に 

て行ないます。 

毎年北東白石「社協」が行なっている「ふれあ

い音楽会」新年は「ニューイアーコンサート」。 

 今回はプロのバイオリニスト浜島泰子さんを

お招きしての弦楽三重奏で、佐藤郁子さんヴィ

オラの前 南有さんの出演です。 

 演奏曲目はモーツアルトの歌劇より珠玉の名

曲を演奏。皆さんの知っている懐かしい曲もあ

りますので、大勢の御参加をお待ちしていま

す。弦楽器は今回初めてなのでご期待下さい。 

行事 開催日 時間 場 所 

白石区新年互礼会 H21年1月 5日 16：00～ 札幌ﾌﾛｰﾗ 

北都町内会新年会 H21年1月11日 12：00～ 北都地区会館 

川下町内会新年会 H21年1月11日 12：00～ 川下会館 

川北町内会新年会 H21年1月11日 13：00～ 川北会館 

東川下町内会新年会 H21年1月11日 14：00～ 東川下記念会館 

東川下・川下団地       

自治会合同新年会 
H21年1月12日 19：00～ 札幌ﾌﾛｰﾗ 

北都中学校区推進会 H21年1月16日   北都地区会館 

社協・ﾆｭｰｲｱｰｺﾝｻｰﾄ H21年1月17日 13：00開演 北都地区会館 

北東白石連町新年会 H21年1月18日 12：00～ 川北会館 

雪あかりのまち        

ｱｲｽｷｬﾝﾄﾞﾙ 

H21年1月20日  

悪天候の時は     

22日に開催 

17：00～

20：00 
平和駅前通 

北東白石民児協新年会 H21年1月21日 18：00～ ｱｰｸｼﾃｨﾎﾃﾙ 

北東白石・社協新年会 H21年1月23日 18：30～ 北都地区会館 

日赤奉仕団分団新年会 H21年1月24日   北都地区会館 

白石区成人式 H21年1月12日 14：00～ ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

違法駐車防止ﾊﾟﾄﾄｰﾙ H21年1月29日 19：00～ 北東白石ｴﾘｱ 

冬レクレーション H21年2月15日   ﾌｯｽﾞｽﾉｰｴﾘｱ 

        

 小・中学校の冬休み期間    

   小学校 １２月２６日(金)～１月１９日(月) 

   中学校 １２月２６日(金)～１月１４日(水) 

 小・中学校の始業式    

   小学校 １月２０日(火)    

   中学校 １月１５日(木)     


