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 都会でカラスが多く見られるようになった。 

山での生活より都会でのゴミステーションを餌場

とした方がより生活をしやすいのであろう。 

 これに伴って、ゴミステーションは荒らされ、

ほっておくとカラスのなすがままに成ってしま

う。この被害対策に、多くの時間と金額が費やさ

れております。 

 そもそも、カラスは「鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律」の保護鳥に指定されているの

だそうで、駆除するには知事に申請し許可を得な

くてはならないそうです。 

 カラスにどんな理由で「保護」しなくてはなら

ないのか、どんな益があるのか、ネットで調べた

が、たいした理由も見つからない。これを決めた

学者の方、国会議員の方ぜひ教えてください。 

 私達は、ただ、法律で決められているから仕方

がない。この一言で、しょうがないとかたずけて

しまう。 

 清掃事務所の方に聞いてもカラスの保護する理

由は説得不十分で、対策の話しは良いのだが、根

本的な解決にはならない。 

 法律で駆除しても良いとしているのだから、札

幌市長は道知事に駆除申請をし、ゴミの減量の様

に、カラスの減量と言う、根本対策を取り入れて

ほしいと願うのですが、いかがでしょう。 

 さて、先日も白石清掃事務所との清掃懇談会が

北東白石で開催されました。清掃事務所でも、カ

ラスの被害対策では、今まで色々な対策が話し合

われました。ゴミ出しのマナーの悪い所は「ごみ

パトロール隊」が巡回し注意し解決策を練ってい

ます。 

解決1、ネットなどでも清潔で清楚なステーショ

ンにはカラスが来ない。 

解決2、収容以上になると散乱するので、15～

16世帯ごとにステーションを分散すると、コンパ

クトに管理も行き届きスッキリとして、カラスも

寄りつかないとの事です。 
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   カラスは害鳥？ 

 ゴミステーションがカラスの所為で散乱してい

る事があるが、カラスだけのせいでしょうか。 

 カラスも利口で複数でゴミネットを持ち上げて

引きずり出して荒らす。 

 これを防ぐには利用する側も知恵を出していき

ましょう。 

 ゴミがあふれている場合はステーションを増や

す。ネットをきちんと掛ける。短いネットを長く

して下の部分を重くする。中身が見えない様に

ネットの裏にブルーシート等を貼る等の配慮が必

要です。ゴミを直に置くところと、パネル型が多

いが、最近ネットを使用した、折りたたみ箱型式

が開発され、フタも付いているので、被害が少な

い。何れにしても利用者がマナーを守りカラス撃

退意識を高める事が大切です。 

写真はＢＯＸ型の物です。この他にも、カラス撃

退キラキラシートなどいろいろあります。 

 札幌市の助成金（１個12000まで）もありま

すが、費用対効果で悩ましい所。ゴミ出しマナー

は無料なので推奨品です。「きれいな街にはカラス

がいない」この言葉を胸に、どうぞよろしく。 

  【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 
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  小中学校の卒業式に保護者多く参席 
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 昭和４１年に北都子ども会が結成され活動を

行っていましたが、小学生と育成者の減少で厳し

い状況の中で活動も停滞でした。 

 平成６年頃、町内の有志で再結成の気運が高ま

り、平成１１年度北都なかよし子ども会が結成さ

れました。 

「地域の子どもは地域で守り育む」を基本に、こ

の地域で育つ喜び、伸び伸びとした環境、明るく

住みよい街づくりを目指します。そして安全・安

心な街づくりに努力し、子ども達に生きる力と輝

きを育みます。体験を通して感動が生まれ、輝く

夢を与える活動を行うために関係団体と一体と

なって行ってきました。 

◎主催事業 ５回（総会とお楽しみ会・子ども

フェスティバル交通安全教室・バスツアーの旅・

クリスマス会・ひな祭り会） 

◎共同事業 ５回（防災体験お泊まり会・お菓子

の家づくり・遊芽カーニバル・ふるさと祭り・か

るた大会） 

◎共催と支援事業 ５回（夏休み朝のラジオ体

操・三世代交流餅つき大会・室内スポレク大会・

北都ふるさと夏祭り・北都秋祭り子ども神輿） 

◎また、北都小学校、連合町内会、青少年育成委

員会、ミニ児童会館と連携を図り事業参加への参

加と取り組み等を行ってきました。 

 この活動を通じて、地域に定着と次代を担う育

成者を育て継続した活動を更に続けるために皆様

の温かい協力をおねがいできれば幸いです。 

北 都 な か よ し 子 ど も 会 

 第38回北都中学校卒業証書授与式 
 ３月１５日中学校体育館に於いて卒業証書授与

式が挙行されました。 

  生徒の一人

一人が、静粛に

して堂々と三年

間をかみしめ卒

業式に臨んでい

ました。 

 最後に、生徒

全員での、土の

歌第７楽章「大地讃頌」の合唱は力強く、全員の

息吹が一つになり、聞いている人の胸に響く、素

晴らしい合唱でした。 

◆中学を卒業された皆さんに、一本の映画を贈ろ

う。女優の広瀬すずが演じた、映画「チア☆ダ

ン」です。福井県立福井商業高校チアリーダー部

「JETS（ジェッツ）」 がわずか３年でチアダンス

の本場全米選手権で初優勝（2009年）。以来全

米３連覇までの実話を映画化され、この３月に公

開されています。優勝を報告しに先生に抱きつく

最後のシーンでは感動の涙が止まりません。 

 皆さんにも可能性はあるのです。今後の人生が

変わる映画です。ちなみにＪＥＴＳは今年も全米大

会優勝。３月母校で５連覇報告会をしている。  

 各小学校でも卒業式 
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 ３月１７日北都小学校で第４３回卒業式が執り

行われました。今年のテーマは、“キセキ”～伝

説を創る！～８６名の卒業生は、卒業証書授与の

前にひとり一人思いを発表・・・今年は、両親へ

の感謝のメッセージが多く語られました。 

 校長先生からは、旅人の歩みにたとえ、「これ

から進む道には、まっすぐな道 平らな道ばかり

でない 曲り道やでこぼこの道もある」とのお話

がありました。でこぼこ道も、通り過ぎると又平

坦な道も現れる。途中棄権も無く、自分の目標・

ゴールを目指して進んでくださいね。  



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

    夏休みには元気にラジオ体操  

                

１０数年ぶりに復活した子ども会キャンプ２年目 

になります。リーダー（札幌市子ども会実施の研 

修を受けている５年生以上の子ども達）と育成者 

が中心に企画運営します。 

 グループに分かれて 

 カレーライスを作りまし 

 た。薪作りから火起し

も、米とぎも、野菜を

切ることも子どもたち

が全て行います。 

美味しいカレーを食べ

た後の片付けも,もちろ

ん子どもたちのお仕事 

 

 

               

 

Page      3 

 北東白石まちづくり協議会広報紙          き た の ご う り 

北の郷里 

    川北町内会新一年生お祝い会 

 ３月２０日（祝日）川北会館にて新一年生・来

賓・育成者合わせて各８０名の参加者で「新一年

生お祝い会」を開催いたしました。 

 エプロンシアターや人形劇で子ども達にわかり

やすく交通安全や防犯のお話をしたり、マジック

ショーで楽しい時間を過ごしました。 

 帰りには、沢山のお祝いの品が贈られ、子ども

達の笑顔あふれる暖かいお祝い会となりました。 

 尚川北町内会青少

年部の年間行事は以

下のとおりです。 

1、子ども総会   

２、ラジオ体操 

3、クリスマス会  

4、カルタ大会（百人一首） 

5、新入学お祝い会 6、お楽しみ会 

7、その他の部の応援 

 川北町内会青少年部・子ども会      東 川 下 子 ど も 会 
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夜は、キャンプファイ

ヤーを楽しみます。 

この他にも、楽しい行事を企画しています。 

行事の詳細は、そのつどお知らせします。 

一緒に子ども会活動をしませんか？   

リーダさんを募集しています。 

発 足：１９８５年５月５日  

所 属：任意子ども会 

エリア：東川下小学校区           

連絡先：090-6870-3670菅野 

朝は気持 

良いよ～ 

復 活 し た 子 ど も 会 キ ャ ン プ 

毎朝６時３０分から 

あおさぎ公園・東川 

下公園・かわせみ公 

園・東川下団地自治 

会内公園・川下団地 

自治会内公園の５会場

で行っています。 

４月４日(金) 

交通安全教室 

9：30～           

小学校体育館 

クリスマス会、みんなでケーキも作りました 

写真：右は川北雪まつり 

児童会館との共催で雪を

楽しんでいます。 

 写真：下 

第38回白石区子ども 

百人一首かるた大会に 

出場 

表彰

式後

の記

念写

真で

す。 
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 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

白石区長に蔀（しとみ） 研治氏 

  行 事 予 定 案 内 

     －－－ 編集後記 －－－ 

◆「3.11」、６年前の2011年東日本を襲った大

震災です。大津波やさらには原発の事故と、3.11

が近づくと、新聞、テレビなどで特集が組まれ報道

されますが。６年たってもまだ仮設住宅であった

り、高台が完成しても、移転する住民が当初計画の

半分にも満たないなど、計画の狂いも目立つ。又原

発もまだ廃炉の処理方法も決まらず。除染で積み上

げられた廃棄物もどう処理されるのか、原子力は未

解決のまま、コストの高い代物以上の問題であるの

に。災害後、日本の原子炉が全部停まっても日本経

済に電力パニックも起きなかった。電力会社は各原

発の廃炉計画を事故前に進める事が必要。原発の安

全神話はもう不要。◆全国で避難生活を送っている

人が１２万３千、復興へ祈り、誓い全国民が気持ち

を一つにして頑張って行かねばと思いきや、避難先

で「いじめ」の被害が出ている現実。許されない。 

 大きな災害が繰り返される度に注目される地域の

防災力。やさしさ、辛抱強さに裏打ちされた人間が

本来持つとされている素朴な助け合いの気持ちが共

に生きる希望となる。苦難の道はまだ続くかもしれ

ぬが、どうぞ頑張ってください。◆稀勢の里が２連

覇。千秋楽は決定戦、２勝無理と見ておりましたの

に、怪我を押して出た意思の強さの賜物か、おめで

とう。◆４月は町内会も総会をへて新年度へのス

タート月。皆さん、総会にはぜひご出席下さい。 

そして、ご意見があれば、どうぞ沢山出して戴い

て、皆さんの力で、よりよい町内会を。 

◆ 北都中ボランティアは地域活動の宝 

 今年も川下公園に於いて「雪遊びフェスティ

バル」が開催されました。北都中学校生徒さん

によるボランティアが、この事業に協力くだ

さって、今回で３回目となります。 

 希望者も

年々増え続

け、地域と

の交流が盛

んになって

おり、次年

度は、生徒

さんが企画

したコーナーがあるといいなと思っています。 

 この経験が大学生・社会人となった時、地域

での消防団員、町内会や各団体の担い手として

活躍してくれると期待しています。 

 今はボランティアの楽しさ、満足感、充実感

等を感じてもらい、皆で温かく見守り、育てて

いきましょう。そのためには、私たちも労を惜

しまず活動していく事が大事です。 

 また､生徒さんを取りまとめてくださっている 

北都中の先生、参加児童の様子を見に来てくだ

さっている各小学校の先生の姿が、大きな地域

力となって広がっています。 

白石区長が可児区長から蔀区長に４月より変

わりました。可児氏はこども未来局長に栄転。 

４月より、地域の小中学校の校長、教頭先生

が変わりましたのでお知らせします。敬称略 

北東白石まちづくりセンターより 

事務職員 猿山和枝 さんが退職し 

  新しく松ヶ瀬あや さんが就任します。 

 

第１３巻 第 72号 2017（Ｈ29）04.01. 


