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 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 第１３巻 第 73号 2017（Ｈ29）06.01 

 白石区に新しく蔀 研治（ｼﾄ

ﾐｹﾝｼﾞ）（写真右）区長５７才

が就任しました。 

可児（ｶﾆ）前区長からの異動

で、前職は市長政策室秘書部

長です。 

 私達には市長・区長表彰と

連合町内会総会後の懇親会に

参加いただけるのは最初の機

会でした。お名前の「蔀」は「しとみ」と呼びま

す。 

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 
ＦＡＸ011－８７５－７９６９ 

 

 

 

  

 

  

 

関会長は実行委員長に 

 平成29年5月17日（水）フローラにおいて、

平成29年度白石区ふるさと会定期総会が開かれま

した。今年のふるさとまつりは川下公園で行われ

ることが正式に承認され、実行委員長には白石区

町内連合会連絡協議会会長（略称町連協）の関紘

一（北東白石連合町内会会長）氏が就任すること

となりました。 

  【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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 平成２９年度白石区ふるさと会定期総会 

  おめでとう受賞者のみなさん 

 北東白石では、平成２９年町内会活動永年従事

者に対し、平成２９年４月２３日連合町内会懇親

会前に、市長・区長表彰が行われました。 

・区長表彰状（２０年以上）佐藤 功様（川下町内会） 

・区長感謝状（１０年以上）沼田正志様（川下町内会） 

・区長感謝状（１０年以上）三浦則幸様（川下団地自治会） 

・区長感謝状（１０年以上）新谷仁二様（川下団地自治会） 

・区長感謝状（１０年以上）島崎基広様（東川下町内会） 

   受賞者は以上５名の方でした。 

受賞者写真：右より佐藤功、沼田、新谷、三浦、島崎 

      の皆さん（敬称略）。 

 写真：総会で挨拶する、ふるさと会武藤会長 

 白石区ふるさと会の最大イベントは「白石区ふ

るさとまつり」です。開催期日は７月１５日

（土）、７月１６日（日）の２日間です。 

 今年からは会場を旧白石区役所駐車場から、川

下公園に移して開催されます。 

 会場の位置、アクセスは３ページに詳細を載せ

ましたので御参照ください。 

 又、２０２１年には白石開基１５０年になるた

め、１５０年の記念になることを、そろそろ準備

検討に入るむねのお話がありました。 



 北東白石連合町内会総会・懇親会 
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 北東白石まちづくり協議会総会  

 平成29年5月11日（木）19：00より北都地

区会館において北東白石まちづくり協議会の総会

が開催されました。 

 北東白石まちづくり協議会は地域内の６単町を

始め各種団体も含めて構成されています。 

 この会には４つの専門委員会があります。 

（1）地域情報広報委員会 

（2）世代間交流委員会 

（3）地域安全委員会 

（4）地域活性化委員会 

 総会に於いては各委員会委員長よりＨ28年度

の事業報告並びにＨ29年度の事業計画が示され

全て承認されました。 写真下 総会の様子 
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  平成２９年

度の連合町内

会定期総会は

４月２３日

(日）午後４時

から北都地区

会館2Ｆで開催

されました。 

 総会後会場

を１階の

ホールに移

し懇親会が

盛大に行わ

れました。 

写真上：関

連町会長 

写真下：新

区長を迎え

て懇親会。 

   雨に振り回された運動会 

 ５月２８日（日）北都小学校、東川下小学校の

運動会が行われました。前日に実施予定が、雨で

翌日になりました。しかし、開始1時間後頃から爾

が降り始め、結局、両校とも３０日（火）に残り

の競技を行いました。川北小学校は、 

雨で延期したので、６月３日（土）実施、４日

（日）予備日となります。 

          晴れるといいね運動会！ 

◆各小学校児童会の運動会テーマです。 

・北都小学校「全員主役☆協力し勝利をつか

め！」・東川下小学校「戦おう！正正堂堂！全力

で！」 

・川北小学

校 「エン

ジ ン Ｍ Ａ

Ｘ！仲間と

共に勝利の

道へ」 

・写真：東

川下小学校 

 写真上 

雨の無いと

き 

写真下 

途中から雨

父兄席は傘

をさして 

 でも、雨

で後半は３

０日となる 



 「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 

   安心・安全の活動始動 

 白石区ふるさと祭りアクセスＰＲ 

 

  民生委員・児童委員及び担当地区 

 ５月２１日（日）朝９時30分より北東白石連

合町内会の合同防犯パトロール出発式が行われ

ました。会場の北都地区会館のホールに各町内

会から参加された人数は９３名でした。 

 その内チャリパト隊参加登録９台、ワンワン

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ２匹と年々減少してきているように思わ

れました。来賓

の白石警察署の

生活安全課の係

長のお話による

と北東白石地区

の犯罪発生件数

が年々減少傾向

にあり喜ばしい

事です。 
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第４２回白石区ふるさとまつりは、昨年は白石区

役所駐車場で最後の祭りを行い、今年度からは新

庁舎に移転にともない、会場を川下公園で行うこ

ととなりました。北東白石地区の方は案内不要と

思いますが、当地区以外の方のために、川下公園

へのアクセスをご案内します。図は公園ﾊﾟﾝﾌより 

 場所は白石高校の南東向です。ふるさとまつり当

日７月１５日～１６日はシャトルバスや駐車場も既

存を加えると1000台の駐車場も確保出来ておりま

す。直前のパンフや地下鉄駅―会場間のシャトルバ

ス（２系統）運行図をご利用ください。スタッフ一

同「おもてなしの心」でお待ちいたしております。 

 北東白石地区民児協では、委員の活動強化や児

童・生徒の健全育成を図るため「あいさつ運動」を

実施しました。 

 北都小、東川下小、川北小及び北都中学校に協力

をいただき、各地区を担当している委員が、５月25

日（木）午前８時から８時３０分まで、各校門前で

登校して来る児童・生徒の皆さんに「おはよう」等

の声掛けを展開、元気よく大きな声で「おはようご

ざいます」とあいさつが返ってきました。私たち民

生委員児童委員

及び主任児童委

員は、地域の一

員としてこれか

らも、子ども達

を見守って行き

ます。 

写真：北都中学

校前にて 



 社協・ふれあい音楽会 予告 
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       行 事 予 定 案 内 

 北東白石まちづくりセンターより 

 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

     －－－ 編集後記 －－－ 

◆秋篠宮家の長女眞子様と、「海の王子」小室圭さ

んとのご婚約が報道されました。この、さわやかな

お二人に心より祝福申し上げます。◆国内を見ると

「共謀罪」衆議院通過、海外では、北朝鮮による、

新型中距離弾道ミサイル「北極星２」発射、イギリ

スでの自爆テロで死者２２人等と私たちも無関心で

はいられない大変な状況になっています。◆ライ

ラックの花が満開です。川下公園では、５月末に

「ライラックまつり」が行われました。この公園を

会場に、7月１５・１６日「白石区ふるさとまつ

り」が開催されます。地元住民として、ぜひ足を運

んで楽しみ、盛り上げましょう。◆地域の児童に

とっての最大の関心事は運動会。今年の天気は無情

だった。一日延期したり、開始時間を１時間遅らせ

たりしたが、選手宣誓の段階で一時中断。再開した

が最後まですることが出来ず後半を後日再開とし

た。残念。◆残念と言えば、最後のレースを走った

６年男子が途中で転倒、でも最後のゴールまで走り

切ったのは立派。人生に於いても、つまづきや転倒

はいくらでもある。そこで立ち止まってしまうか、

前進するかの方がより大切だ。頑張れ！。 

 表彰おめでとうございます 

 平成29年5月２２日（月）白石区民センター

区民ﾎｰﾙにて白石区クリーンさっぽろ衛生推進協

議会定例総会が行

われ、永年にわた

り地域内のゴミス

テーションの清

掃・管理の活動に

対して協議会より

川北町内会の佐藤

弘子さんが清掃ボ

ランティア活動実践者として感謝状と記念品が

授与されました。◆注：５月３０日は街の美化 

、ゴミゼロ（530）の日だそうです。 

 「白石・厚別歴史物語」図書館に寄贈 
 北東白石地区社会福祉協議会の３０周年記念

事業の一つとして作成した「白石・厚別歴史物

語」絵本を４月11日に白石区図書館、厚別図書

館に各々寄贈しま

した。「歴史を知

れば今が楽しくな

る」と作者の社協

会長島田信也（写

真右）さん。絵本

だけでなく、パソ

コンやＤＶＤ、プ

ロジェクターで映

すことが出来、歴史を知る機会にと次の展開も

考えているとの事です。 

北東白石まちづくりセンターの新しいスタッフ

を紹介します。どうぞ宜しく。 

写真左から 

吉光 佐葉子
よ し み つ  さ よ こ

、増田 到
ますだ  いたる

所長、 松ヶ瀬
ま つ が せ

 あや

さんの三人です。松ヶ瀬さんは猿山さんに代り

新配属。吉光さんの名前、吉水で使ってました

ごめんなさい。 
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開催日 平成２９年６月２４日（土）13：30～15：00 

場所  北都地区会館 １階ホール 

     ～皆で楽しく歌いましょう～ 

出演   園部真人とそのグループ（特別出演） 


