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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。 

みんな君を支えてくれているのです。 

「ありがとう」と感謝の心を、人を思いやる心を忘

れずに、自分自身を信ずる勇気を持ち、未来に向

かって逞しく大きく翔たいてほしいと願います。 

 さよなら「校長先生」 
 北都小学校  園部真人 校長 

 東川下小学校 伊藤博司 校長 

この地域の小学校で二人の校長先生が退職します。 

 お二人の先生とも、学校と地域のかかわりを大切

にされた方で、老人クラブとの三世代交流や、七夕

の集い、あるいは、小学校での、社会教育では地域

の商店や企業に体験学習を行なうなど、町内会や、

諸団体にも惜しまれる方でした。感謝！ 

 

新校長人事 

北都小 

（遠藤哲生） 

東川下小 

（中村 渡） 

【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）では３月１３日第３０

回の卒業式が行なわれました。 

 小学校では３月１９日一斉に卒業式が行なわれ、

各校それぞれに執り行われました。 

 小、中、各校ともに「卒業証書」を授与される君

の為に赤いジュータンを敷いて君の前途を祝してお

りました。 

 考えてみると、私たちの一生の中で、赤いジュー

タンを踏んで歩いた事が何度あったでしょう。 

 社会人になっても、よほどの表彰でも受けない限

り踏むこともないでしょう。普段目にするのは、芸

能人の結婚式、大統領の就任式など、そんなにある

ことではないのです。 

 校長先生より卒業証書を授与され、[回れ右]した

時、そこにはお花が飾られおり、ステージ中央の階

段から床の通路にかけて赤いジュータンを踏みしめ

巣立ち行く君の為に用意されたものです。 

 在校生のおくる言葉も、卒業のリボンも、卒業証

書を入れるファイルも、旅立ちの歌も、みんな君の

ために用意されたものです。みんなが君を祝福して

いるのです。お父さんもお母さんも先生も友達も  

北都小学校第２５回卒業式  川北小ではＰＴＡ会長より記念品を 

写真右 東川下小 

伊藤博司校長 

北都中第３０回卒業式 
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 北都小３年１組の生徒達が授業の一環で製作した

映像作品が、パナソニック主催の全国映像コンテス

トに入賞しました。なんと１２７校より選ばれた8校

に入ったもので、２年連続３度目の入賞です。 

 札幌ラーメンから食料自給率を考えるユニークな

内容が評価されたものです。 

 １組では＜食料自給率を考えよう＞とテーマを決

めて、自分たちでお店に行きいろいろな食材を調べ

た結果、外国から輸入された物の多さ、日本は輸入

にたよらないと、食生活が繁栄されないという現実

に驚きがあったみたいです。 

 みんなの好きな札幌ラーメンを調べたら、なんと

札幌ラーメンでなく外国ラーメンだった。原料の粉

７割が輸入された物だったから・・・ 

 子どもの目から見たら、何かユニークな現実のよ

うでした。 

 作品に携わった児童たちが「自分の足でいろいろ

調べ歩きとっても良い経験が出来た」と言っており

ました。 

 国内で作った食べ物を大切に、映像の中の君たち

も堂々としてとても頼もしい様子でした。 

 ぴかぴかの一年生が入学します 
 白石区内の各小学校では、４月６日（月）お父さ

ん・お母さんの期待をこめた、ぴかぴか一年生の入

学式があります。 

時を同じくして、「春の交通安全市民総ぐるみ運

動」が４月６日（月）から４月１５日（水）までの

１０日間行われます。当地区でも交通安全実践会の

方々が小学校の登下校時、各学校周辺の重点地で交

通指導をします｡ 

 かわいい子供さんが、悲しい交通事故に遭わない

よう地域の皆さんも事故防止に協力しましょう。 

 ぴかぴかの一年生が入学します 

北都小に開設のミニ児童会館に懐かしい顔 

 厚別通りラルズマートの東隣にパチンコ店の出店

が予定されております。 

 仮称プレイランドハッピー川下店だそうです。 

さる３月５日東川下町内会の役員と出店側との初会

合がもたれました。 

 ＰＴＡの皆さんや地域の皆さんにも大きな関心と

心配をもたれている問題であります。 

 この日の会合では、建築は丸彦渡辺建設が請け負

うとのことで、４月１５日より着工したいとの意向

でした。 

 現地に看板が掲げられてはおりましたが、最初か

ら「パチンコ店の出店」とは解らない看板でありま

した。 

 近隣の説明も東道路向の一列７軒くらいであり、

正式に住民に説明会を開くように申し入れましたが

いまだ返答がありません。 

 当日は、交通安全に関して、環境美化に関して業

務指針が出されました。 

 町内の出席者からは、「パチンコ店だから何でも

反対と言うのではない。出店後地域の住民の不安の

無いように、充分な説明をし、町内会、地域住民

と、共にギクシャク無く良好な関係で営業してもら

いたい。」このような声が多かったです。 

 出店側もこのような町内の声を真摯に受け止め 

誠実なる 

対応を求

めます。  

全国入賞

の表彰を

受ける 

３年１組

の代表者 

 北都小に１０年前教頭先生だった岩本正子さんが 

今年度から北都小学校に開設されるミニ児童館の館

長として就任されます。以前の父兄の方も来て下さ

いね。場所は西側玄関のそばの教室です。 

 会館時間は次のとおりです。 

普段は授業終了～午後６：００まで 

土曜日 午前８：４５～午後６：００迄です 

夏休み・冬休み 午前８：４５～午後６：００迄 

 休館日：日曜日・祝日・振り替え休日及び１２月

２９日～１月３日

までです。 

ミニ児童館をおお

いに利用して下さ

い。 

スタッフ 

左より 江屋純子 

岩本館長、茶谷康

子 

 パチンコ店出店に関して 

写真 

正面 

出店関

係者 
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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 

 連合町内会婦人部主催で、さる３月２４日１３時３０

分より北都地区会館において、家庭ゴミ有料化について

の勉強会を開催した。 

 これは札幌市が７月より実施を予定している有料化の

問題で、各町内会単位でも順次説明会を行なうとのこと

でが、それに先駆け婦人部の皆さんによる勉強会で、清

掃事務所からの説明に熱心に聞き入っておりました。 

 全部のゴミが有料ではないことは、解ったのですが、

有料ゴミはスーパーやコンビにから有料化の袋を買って

きて、その袋に入れることに成ります。 

「福まちサロン」においでく

ださい。  参加者歓迎！ 

 家庭ゴミ有料化についての勉強会 

 北東白石地区社会福祉協議会・福祉のまち推進セ

ンターでは毎月定期的に「福まいきいきサロン」を

開催しております。 

 身近な所で気軽にお出かけできて、ご近所の人と

おしゃべりをし、またサロンで知り合った人と新た

なお付き合いを。みんな楽しくワイワイやっており

ます。 

 冬で家に閉じこもっていた方、いよいよ春です。 

下記に日時を忘れずにお出かけ下さい。 

北都地区：毎月 第2・第4 木曜日 

      北都会館   13：30～15：30 

川北地区：毎月 第1・第3 木曜日 

      川北会館   10：00～12：00 

東川下地区： 毎月 第3 火曜日 

   遊学館（東川下ﾊﾞｽ停前） 10：00～12：00 

 

 今回普段のサロン以外に札幌市より特別助成があ

りまして、上記三ヶ所で特別「あったかサロン」を

開催しました。写真：遊学館会場ではカレーライス

が出ました。 皆さんまたおこし下さい。 

有料袋は１０枚入り１００円から大きな袋は

５枚４００円になります。 

 ゴミの減量化をしなければ、多額の出費に

なりますので皆さん対策を。 
 川北ゆきまつり 写真集 

 今年の川北ゆきまつりが川北児童会館前の空き地

を利用し

て行なわ

れまし

た。 

親父バン

ドも登場

しまし

た。 
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     ーーーー 編集後記 －－－－ 
・平成20年のＮＨＫ全国合唱コンクールの課題曲は 

手紙～拝啓十五の君へ～ アンジェラ・アキ 詞・曲 

だった。全国の中学生が歌い、卒業式にもこの歌を歌っ

た学校も多かったそうだ。「拝啓 この手紙読んでいる

あなたは どこで何をしているだろう 十五の僕には誰

にも話せない 悩みの種があるのです 未来の自分に宛

てて書く手紙なら きっと素直に打ち明けられるだろう 

今負けそうで 泣きそうで 消えてしまいそうな僕は 

誰の言葉を信じて歩けばいいの？ ひとつしかないこの

胸が 何度もばらばらに割れて 苦しい中で 今を生き

ている」。この曲も、「旅立ちの日に」も良い曲だけど 

今、「仰げば尊し」は第四位だそうです。わが師の恩は

薄らいだのか。小学校でも「先生ありがとう」ではなく

「職員の皆さんありがとう」と言っていた。 

国歌「君が代」も義務教育で教えてほしい。「君が代」

斉唱も父兄も生徒も一緒に歌える卒業式でありたい。 

「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！ 

  「北原先生」札幌市教育長になる。 

 北都中学校の開校（Ｓ54年）時より平成元年３月
まで国語の先生でいた北原敬文先生がこの度の札幌
市人事の発令で特別職「教育長」となった。 
 北原先生は北都中のあと他の中学の校長を歴任、
教育次長となり今回の就任となった。 

  新任ご案内    （敬称略） 

北東白石まちづくりセンター所長 

    髙橋 嘉博    

       （前白石区税務部課税課家屋係長） 

北都小学校校長  遠藤 哲生（和光小教頭） 

東川下小学校校長 中村 渡 （平和通小教頭） 

北都中学校教頭  伏見 道子（向陵中教諭） 

  転任ご案内 
厚別南中学校教頭 佐藤 善紀（北都中学校教頭） 

栄緑小学校教頭  長谷川敏之（川北小教諭） 

行      事 開催日 開催時 場   所 

川下町内会総会 4月5日 13:00～ 川下会館 

各小学校入学式 4月6日 11:00～ 各小学校 

北都中学校入学式 4月7日 10:00～ 北都中学校 

東川下団地自冶会総会 4月12日 13:00～ N集会所 

体育振興会総会 4月12日 15:00～  北都地区会館 

川下団地自冶会総会 4月18日 19:00～ S５集会所306 

北都町内会総会 4月19日 13:00～ 北都地区会館 

東川下町内会総会 4月19日 13:30～ 東川下記念会館 

川北町内会総会 4月19日 13:00～ 川北会館 

交通安全実践会総会 4月22日 18:00～ 北都地区会館 

青少年育成委員会総会 4月24日 18:30～ 北都地区会館 

北東白石連合町内会 

総会 
4月26日 16:00～ 北都地区会館 

まちづくり協議会総会 5月14日 19:00～ 北都地区会館 

社会福祉協議会総会 5月15日 18:30～ 北都地区会館 

日赤奉仕団北東白石 

分団総会 
5月22日 11:00～ 北都地区会館 

交通安全早朝ｶ街頭 4／10札信前､５月／11生協前 

啓発 6／8ﾎｸﾄｽﾎﾟｰﾂ前 

春の清掃運動(４月１２日(日)～５月１７日(日)ｶﾞ始ま

ります 

平成21年度 北東白石「子育てサロン」開催案内 

サロン名 ゴーゴーキッズ 子育てサロン 子育てサロン 

場所  北都地区会館 川北児童会館 
北東白石児童会

館 

連絡先 T)８７５－３０７７ T)８７２－０００２ T)８７５－１３１１ 

開催時 
水曜 １０：３０ 

～１１：３０     

火曜 １０：３０ 

～１２：００ 

金曜 １０：３０ 

～１２：００ 

    4月 22 14・２１・２８ １７・２４ 

    5月 １０(日）・２７ 12・１９・２６ １・８・１５・２２・２９ 

  平 6月 17 2・9・16・23・30 ５・１２・１９・２６ 

開 成 7月 22 7・14・21 ３・１０・１７ 

催 2 8月 ７(七夕）・２６ 25 ２１・２８ 

月 1 9月 16 1・８・15・29 ４・１１・１８・２５ 

日 年 10月 28 6・１３・20・２７ ２・９・１６・２３・３０ 

    11月 １１（第2）・２５ 10・17・24 ６・１３・２０・２７ 

    12月 16 １・8・15・22 ４・１１・１８ 

  2 1月 27 26 ２２・２９ 

  2 2月 24 2・9・16・23 ５・１２・１９・２６ 

  年 3月 24 2・9・16・23 ５・１２ 

  人事異動のお知らせ 

  祝  ＷＢＣ ２連覇！！ 

 おめでとう サムライジャパン 

 北東白石まちづくりセンター 

   小 田 原 史 佳 所長もご栄転 
 この度、総務局情報化推進部情報システム課長と
して、４月１日より就任する事になりました。 
 まちづくりセンター所長として私たちに一番かか
わりの多かった部署で、大変お世話になりました。 


