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 ２０１７年の初春 皆様には希望に満ちた輝か

しい新春をお迎えになられたことと心からお喜び

申し上げます。 

 また、北東白石連合町内会及び北東白石まちづ

くり協議会に対し温かいご支援を賜りますことに

深く感謝申し上げます。 

 昨年は、３月には北海道新幹線が函館まで開業

したほか、リオ五輪でメダル４1個の獲得、北海

道日本ハムファイターズの優勝、北海道コンサ

ドーレがＪＩ昇格などスポーツがもたらす夢や感

動をあらためて実感いたしました。 

 一方、熊本地震や北海道への度重なる台風の上

陸など災害が多発した年でもありました。 

 この様な中で私ども北東白石連合町内会は３０

周年という節目を迎え、地域の関係団体との連携

協力のもと「合同防災訓練」をはじめ「わんわ

ん・ちゃりパトロール」等の地域安全活動に取組

んだほか、「七夕のつどい」「遠足と凧揚げ」

「パークゴルフ大会」「雪あかりまち」アイス

キャンドルなどの世代間の交流や地域の活性化を

目的とした活動、また地域情報を発信する「北の

郷里」の発行など多岐にわたる取組みを行ってま

いりました。 

 本年も行政をはじめ各町内会・自治会、関係団

体と連携を密にし地域の活性化を図り、安全安心

なまちづくりに努めてまいりますので一層のご指

導ご鞭捷を賜りますようお願い申し上げます。 

 むすびに地域住民皆様のご健勝ご多幸を心から

ご祈念申し上げご挨拶といたします。 
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 平成２９年度白石区新年互礼会開催 
平成２９年１月４日（水）16：00からアサヒ

ビール園はまなす館２階において白石区町内連合

会連絡協議会の

主催で行われま

した。 

柴 元博協議会

会長の主催者挨

拶の後、秋元克

弘札幌市長が来

賓祝辞にあたり

「顔の見える関

係を深めたい」 

「今年はとり年 

皆さんの意見を取り込むいい年にしたい」と抱負

を語りました。（写真上） 

 白石区の可児敏章区長（写真上）は、新複合庁

舎の完成、白石郷土館の開設などを紹介し、「皆さ

んの意見を取り入れて開かれた区役所にして行き

たい」と決意を述べておりました。 

 この日は新年最初の顔合わせで、会場に参加さ

れた皆さんも、新年のご挨拶と今年も元気で頑張

りましょうと、挨拶が続きました。 
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  【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（６単位町内会） ◆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 ◆東川下老人クラブ親和会◆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 

  年頭のご挨拶 

 
    北東白石連合町内会 

  北東白石まちづくり協議会 

     会長 関 紘一 



  各町内会・新年会催される 
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 各地区町内 老人クラブも新年会 

 北東白石連合町内会（６単町）の新年会は１月

最後の日曜日（１月２９日）となった。 

町内会の新年会、地区

社協や日赤の新年会も

終わり、雪あかりのま

ちの行事も２８日に終

わり、１月の行事の最

後を締める連町新年会

であった。 

 互礼会には、可児白

石区長、鈴木市民部長

をはじめ、衆議院、道

議、市議の議員の皆さ

ん、地区の各種団体の

ご来席を戴き、和やか

な雰囲気で行われまし

た。各町内からの出席

者も各テーブルでは情

報交換しながらコミニ

ケーションを深めてお

りました。（写真上か

ら、関 会 長、可 児 区

長、余興左より寿崎、江端のお二人さん） 

 連合町内会新年会開催 

 北東白石の各町内会において行われた新年会の

様子をご紹介しよう。 

１月８日 東川下町内会（東川下記念会館）・川下

町内会（川下会館）・川下団地自治会（下記） 

１月１４日 東川下団地自治会（聚宝） 

１月１５日 北都町内会（北都地区会館） 

１月２２日川北町内会（川北会館） 

以上の日程でおこなわれました。 

 各町内会の余興を少し紹介しょう。 

東川下＝大人のハンドベル フラダンス 地域の

方の歌謡

ショー ビ

ンゴ大会等

北都＝北都

なかよし子

ども会によ

るハンドベ

ル、ギター

演奏、ビン

ゴ等、Ｎ団

地＝ビンゴ

ジャンケン

川北＝太鼓

演奏等、各

町内会工夫

を凝らし、

懇親を深め

るべく会を

盛り上げて

おりまし

た。 

（写真上から） 

 

 東川下 

 北都 

 川北 

各町内会 

写真上＝東川下 写真下＝川下 各老人クラブ 

 川下団地自治会 新年会 

 １月９日保養センター駒

岡で開催しました。 

ちょっと朝が早かったので

すが、お風呂に入った後、

この年の干支に生まれた役

員は記念品をもらって大喜

び、その後は抽選もあり、

団地恒例の会長とのジャン

ケンでは会長が強く何回も

やり直し、皆さん良い運動

になったと笑って終了しま

した。 
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 各老人クラブも新年会を開催しております。 

余興も若々しく多種多様の出し物で、皆さん楽し

く和やかな新年会でした。2クラブ紹介します。 



 「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php  北の郷里 検索 
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北の郷里 

  歳末特別警戒 出立式 

 川北町内会・災害時の特別講座 

 北東白石まちづくり協議会主催。第１０回「雪

あかりのまち」が１月２７日（金）午後５時から

８時まで、平和駅から１３条通までと、その交差

点を交えて東西

へ北へとアイス

キャンドルのオ

レンジ色の炎が

輝いた。さつし

んさんの駐車場

にはテントが張

られ、甘酒、

ホットコ

コア、

ホットカ

ルピスな

どが振る

舞われま

した。 

 第１０回 雪あかりのまち 

 １２月１３日（火）19：00より川北会館に於

いて、札幌市危機管理対策室による「災害危機に

備えて」との防災講習会が開催されました。 

 川北町内会は防災意識、特に水害に対しての危

機意識の高い町内で、参加者は熱心に聞き入り、

いざという時に、

どう行動しなけれ

ばならないか、平

常時にはどう備え

ていかねばならな

いかなど、身近な

問題として、メモ

も取っておりまし

た。 

  師走の防犯に気持ち整えて 
 昨年１２月１５日（木）午後７時より、北都

地区会館にて歳末特別警戒出発式が行われまし

た。 

 参加人数は５２名、シニア層が多くみられま

した。出発に先立ってセンターの増田所長、白

石警察生活安全課の西中係長と、それぞれが参

加者の熱意に対し

の謝辞と冬道の行

動には充分気を付

けてとの労いの言

葉を胸に、それぞ

れ各町内地域へパ

トロールしながら

の帰路となりまし

た。 
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平和駅には大きな雪だる

まが、駅周辺にもアイス

キャンドルが乗降客にア

ピールしていた。 

写真右は平和駅南口。白

石東連町と同時開催。 

（左）アイスキャンドルにお子さんと一緒。 

（右）シロッピイも子ども達と記念写真。 

 地区社協主催 ニューイアーコンサート 

 平成２７年１月１４日（土）毎年恒例となって

いる社協のニューイアーコンサート。 

 北都地区会館に於いて１３：３０より開演 

ノースサクソフォンクァルテットによるサックス

の四重奏で男性奏者四人による。イタリア協奏

曲、グレンミラーメドレーなど、甘いサックスの

音色に会場を埋めた約８０名の観客は、曲の終わ

るごとに大きな拍手

とアンコールで楽し

い時間が過ぎまし

た。  

 観客からは演奏者

に花束が贈られまし

た。 
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  新成人のみなさん おめでとう 

 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

ごぞんじですか？地域食堂～ 

  行 事 予 定 案 内 

     －－－ 編集後記 －－－ 

◆北の郷里71号が平成29年の新春号となりまし

た。新春なので、皆さんもあちこちの新年会に行か

れたことと思いますが、もう一通り終わりましたで

しょうか。北東白石地区でも1月29日の連合町内

会の新年会が最後、今後はまだ冬の行事、年度末の

行事や総会に向けての準備もあることと思います。 

◆稀勢の里が日本人待望、19年ぶりの第72代横綱

に昇進。この明るいニュースに明治神宮での奉納土

俵入りには18000人もの人が集まりました。 

◆トップの責任。日本の代表的な大企業「東芝」関

連入れると19万人まさに白石区の人口に匹敵する

大企業。2015年に粉飾決算が明るみになったばか

りなのに、今度は買収した子会社の損失が6800億

円、債務超過の恐れあり。半導体と原子力に絞った

のに半導体も売りだしたら何が残るの。かって三洋

電機が消え、シャープもホンハイに買収され何とか

生き残りを掛けているが、従業員は大変なようだ。 

◆東京都も豊洲問題を抱えている。ほんとにどう

なっているの。札幌市も大丈夫なの。町内会だって

魅力が無いと加入率の低下になる。新しい年、皆が

関心を寄せて、魅力ある地域となります様。 

 表彰おめでとうございます 

◆北東白石民児協全国表彰 

平成２８年度、全国の優良民児協と

して当民児協が表彰され賞状と盾

（右写真）を戴きました。 

 

◆川北町内会、札幌市防災表彰団体 

去る１月２５日札幌市防災表彰団体として川北

町内会が白石区より一団体が選ばれ、札幌すみ

れホテルに於いて表彰式が行われ、その後、札

幌市自主防災の講演会が行われました。 

◆交通功労者表彰 １１月３０日受賞 

 知事表彰 幸正 征治 様 

 市長表彰 竹本 茂  様 

 １月９日（月・祝）札幌コンベンションセン

ターにおいて平成２９年度白石区成人式が行わ

れました。 

 オープニングの本陣太鼓の演奏に続き、式典

が開催され、式典終了後は「はたちの同窓会」

で和やかに懇談しておりました。北東白石地区

からも、毎年、青少年育成委員、連町婦人部

長、民児協委員がそれぞれ実施委員、協力員と

して従事しています。今年の対象者下表参照。 

北東白石地区にお住ま

いの住民の方を対象に、

「憩いの場」を目指して

開催しています。 

地域のボランティアメ

ンバーが、思考を凝らし

毎月違う種類のカレーライスとサラダをご用意

しています。楽しくお話しをしながら過ごされ

ています。また白石区第１地域包括支援セン

ター・介護予防センターの職員が毎月顔を出し

ているので、介護などのご相談もお気軽にでき

ます。お一人暮らし、ご高齢の方にも是非参加

して外に出るきっかけにして欲しいと思ってい

ます。◎毎月第４週の月曜日（変更することが

あります）北都地区会館１階ホール 12：00

～13：00※カレーライス・サラダ￥300就学

前の子￥100 介護予防センター川下 三上 

電話） 875-6810 
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 テーマ ピロリ菌の除菌と胃がん 

平成２9年２月１５日13：30～北都地区会館 

 皆さん自身の健康の為ぜひご参加下さい 

   雪遊びフェスティバル予告 
平成２９年２月５日（日）10：00～12：00 

川下公園を会場に楽しい雪遊び満載！！ 
飲み物無料、みかん拾いに来てね。 

 地区社協主催 市民講座予告 


