
 

◆平成３０年１１月２３日、第５５回指定都市子

ども会育成研究協議会が名古屋市で行なわれ「北

都なかよし子ども会」が表彰されました。 

推薦（指定都市札幌）内容は、「現在２６Ｏ名程

の大規模な子ども会ですが、地域で子どもを育て

る考え方のもと、先輩育成者が新たな育成者に声

かけしてスタッフの安定的な確保に努めている。

少子化・後継者不足が叫ばれる昨今の情勢の中で

子ども会に対する功績は甚大で推薦する。」との

内容でした。 

●札幌市が顧客への配慮に優れた店を表彰する

「さっぽろGood商い賞」の受賞式が2月13日行

われ、3部門9店が受賞されました。 

 その1部門の「魅力を伝える情報発信」グラン

プリに川北2-3の「自然素材の菓子工房ましゅ

れ」が選ばれました。 

◆２月、北東白石児童会館の一角に「鉛筆プロ

ジェクト」の看板あり。不要のまま置かれている

鉛筆、ノート、ｽﾆｰｶｰ等、フィリッピンの恵まれ

ない児童へ送る運動でした。テレビ、新聞での報

道もあり、短期間で沢山集まり、３月22日、市

内小学校の先生２名が現地に届けたそうです。 

◆北都中生徒諸君は4月より新制服となります。 
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     －－－ 編集後記 －－－ 

◆予断を許さぬ災害がもたらした被害は甚大で、何年

たっても忘れることは無いでしょう。否、記憶も鮮明

なうちに、次々と天から地からと揺さぶられる現実に

暗澹たる思いにさせられます。◆東日本大震災から８

年。当時小学生だった子も今年成人式を迎え「当時の

事はよく分からなく、只、怖くて大変だった」「しか

し、今は後世にも震災から命を守り、次の活動の糧と

なるように語り継ぐ使命を感じている」と力強い決意

を語る若者に育っていました。苦難を乗り切る大きな

学び！人々が営む日常の大切さ！喜びも哀しみも人生

の糧なのか。◆人は幸せになる為に運命共同体として

家族を作り、親は子を守り育み更に社会を構築する人

材になる。それが大人になる事と思っていましたが、

児童虐待の果てに死なせてしまった親の言い分が躾だ

とは論外。◆雪解けと同時に地域のあちらこちらへ杭

が打ち込まれポスターの掲示版が設置され「選挙は近

いよ」と誇示しているかの様相。この先の4年間を託

せる人を厳選して挙って権利を行使する事です。 

◆小、中学校の卒業式に参列してきました。式のリ

ハーサルを何度したのかはわかりませんが、卒業生の

皆さんの一糸乱れぬ振る舞い、立派でした。もう「仰

げば尊し」は聴けず、「旅立ちの日に」や「大地讃

頌」が歌われている。北都中での全校生徒による「大

地讃頌」は参列者の胸に響く。在校生の指揮者も、ま

さに感動的指揮でした。皆、新しく次へと翔いてほし

い。◆この号が発行する日には、新しい元号の発表が

あります。私達も「平成」からの新たな旅立ちです。 

       行 事 予 定 案 内 

 小学校の校長先生が変わりました 

 4月1日より北都小学校、東川下小学校、両校

の校長先生が変わります。 

 北都中学校の、今野教頭は上野幌中の校長先生

にご栄転となりました。下記表をご覧ください。 

 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

 3月3日13時より東川下記念会館に於いて東川

下パークゴルフ同好会の平成31年度定期 総会が

開催されました。総

会に於いて永らく会

長をしていた高田寛

さんが退任され、副

会長を務めていた近

江義文さんが新く会

長に就任されまし

た。総会終了後は懇

親会で、皆さんは4

月21日(日)のオープンが待ち遠しそうでした。 

第１5巻 第 ８４号 2019（Ｈ31）04.01. 

東川下パークゴルフ同好会総会 

総会で発言の、近江義文 新会長 

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 
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避難情報は、準備、勧告、指示の３つ 

 堤防決壊で0.5ｍ～3.0ｍ全面浸水！ 

第１5巻 第 ８４号 2019（Ｈ31）04.01. 

◉ 札幌で想定される震度７の大地震 
 札幌市地域防災計画による地震被害想定（第3 次

地震被害想定）では、札幌でも最大震度７の地震が

起こることが予想されています。 

 地震による被害を最小限に抑えるためにも、札幌

でどのような被害が起こり得るのかを知っておく

ことが大切です。 

 札幌に関連する地震について調査をしてきた結

果、以下の３つのことが分かりました。 

▼札幌市直下の地盤に波打つ形状が見つかった。 

▼過去の大地震の痕跡である「液状化跡」が見つ

かった。▼現在も、札幌市直下で身体に感じない地

震が起きている。 

●地震動予測の結果、地震の種類は内陸型伏在活断

層で、震源断層の名称は西札幌断層、月寒断層、  

一般に「活断層」とは、過去に地震を起こし、今後

も地震を起こす可能性がある断層を指しますが、今

回予測を行った断層は、地表面で断層そのものを確

認できていないため「伏在活断層」と呼んでいます。  

 ３つの伏在活断層のうち「月寒断層」が最も大き

な被害をもたらすものと想定され、最大で震度７の

地震が起こることが予測されています。 

 この様に地震も洪水も、「備えあれば憂いなし」

です。皆さん、備えの準備をおこたりなく。 

  札幌でも大地震が起こる・・・ 
 北東白石地区は函館本

線の北、東は厚別川、西は

月寒川、この二つの川に

囲まれた地域です。 

 札幌市洪水ハザード

マップ（右の写真）によれ

ば、北東白石地区はこの

二つの川の氾濫により、

全域が0.5ｍ～3.0ｍの浸

水が予測されています。

◆特に月寒川の両岸は

「洪水の際に地面が削ら

れる恐れがある区域（河

岸浸食）」に指定されており、注意が必要です。 

 洪水から身を守るには◆①洪水は、大雨による河

川の増水により、堤防が決壊するか、堤防を越える

などしておこります。◆②洪水は地震の様に突然で

はなく、川の上流、下流域の総雨量の変化に注意を。 

厚別川（上流総雨量208㎜/4時間、下流480㎜/72時間） 

月寒川（上流総雨量168㎜/2時間、下流556㎜/72時間） 

これが浸水想定のリミットです。◆③気象情報に注

意し川の水位に関する情報を。●水位の目安は、水

防団待機水位、氾濫注意水位、避難判断水位（避難

準備・高齢者等は避難開始）、氾濫危険水位（避難

勧告）、氾濫の発生（緊急避難指示発令）がありま

す。◆④状況に応じて垂直避難（自宅の2階以上に避

難）か立ち退き避難（自宅では危険、近隣の安全な

場所や頑丈な建物の２階以上へ異動又は避難所へ）

◆⑤指定緊急避難場所の各小学校の体育館も洪水

発生時は２階以上の退避が必要ともなりますので

指示に従って安全な退避を。水が引いてもすぐには

住めない。2011年の3.11より８年。次に、地震に

ついても忘れずに、札幌の注意喚起情報です。 

【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 



 

 北都中学校第40回卒業証書授

与式が3月15日体育館の父兄席が

満席となるなか、高橋校長より卒

業生一人一人に卒業証書が授与さ

れました。 
 

 

 

 

写真上は 

ＰＴＡより贈られた卒

業証書入れファイル。  

各小学校では3月20日10：00より一斉に卒業証

書授与式が行われております。 

 心の鐘を響かせ たくましく生きる 川北の子ども 

 3月3日（日）9：30より東川下記念会館２階

において、百人一首のカルタ大会を開催しまし

た。午後からは、同じ会場でマージャン大会が行

われ、毎年この頃に行っておりますが、マージャ

ンは普段からも人気で、会場も満員でした。 

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

Page 2 

 北都ひなまつり 交流会開催 

北都町内会（室内ｽﾎﾟﾚｸ・ひなまつり） 

  各小学校卒業式 3月20日 

 第４０回の北都中学校卒業式挙行 

東川下町内会カルタ大会・麻雀大会 

 北都なかよし子ども会主催のひな祭り交流会

が、２月１７日北都地区会館で行なわれました。  

 今年は北都小学校サタデースクール実行委員会

と共催です。 

 舞台には、１年ぶりに陽の目をみた雛壇３台が

飾られ、お内裏様とお雛さまの気品のあるすまし

顔の美しさに目を奪われました。 

 その後、来賓の皆様方（町内会・学校・まちづ

くりセンター・児童会館・２条郵便局）が見守る

中、子ども達は楽しく自分の意見を言い、リー

ダーさんが中心になり、レクダンスや恒例のディ

ナーショーが行われました。また参加者の６年生

はステージに上がり、楽しかった子ども会活動を

中学生になっても統ける、部活動でも頑張る、

等々の抱負を語っていました。最後の行事も無事

に終わり、来年度も育成者のご協力をお願い致し

ます。 

第１5巻 第 ８４号 2019（Ｈ31）04.01. 

 青少年部主催の室内スポレク（ミニ運動会） 

が北都小学校体育館で、２月１０日開催されまし

た。 

 地域の皆さんと「絆」を深めていく事を目的と

し競技（お豆の引っ越し・輪くぐり・二人でヨチ

ヨチ・菓子食い競争・等々）、親子・夫婦・友達

同士・役員のパートナーなど、様々な仲間のグ

ループに分かれ対戦しました。 

 応援する声・笑い声で楽しい一時をすごしまし

た。競技終了後、参加賞をもらい全員で豚汁とお

にぎりをほうばりながら交流を深めました。 

 部長より次回は、一部（防災関連）の競技を取

り入れた方向性を示されました。 

「地域の子どもは地域で守り育む」を基本に、地

域住民と一体で育つ喜び、伸び伸びとした環境。

明るく住みよく何事にも負けずに貢献していく為

の事業を行なっています。 

 北都小学校 Ｌove&Ｐeace 

 東川下小学校 卒業テーマ 切磋琢磨 

 川北小学校第38回卒業証書授与式 

第37回卒業証書授与式が、他の小学校と同じく 

3月20日に執り行われました。佐藤校長は定年退

職の為、最後の小

学校となります。 

お疲れ様でした。 

 

第45回卒業証書授与式において、白川校長より 

北都小最後となる 

授与が行われまし

た。 

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

 

札幌市環境局発行の

ごみ分けガイド参照 

し、古紙、金属、廃

油などを貴重な資源

として、無料で出す

方法があります。 

 又、集団資源回収

では下記図のように 

新 聞・雑 誌・ダ ン

ボールなどを、町内

会やＰＴＡなどで取

り扱っています。 
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 防災講演会、地区3か所開催要請     ごみにする その前に！ 

 資源回収を利用しましよう 

  清掃・環境美化懇談会開催 

 

 北東白石地区

での資源回収実

施は図のとおり

です。 

 業者が回収買

い取り金額に応

じて、札幌市か

らも、奨励金が

加算されます。

ぜひ皆さんもご

協力下さい。 

第１5巻 第 ８４号 2019（Ｈ31）04.01. 

   社協主催 市民講座 

  各町内の資源回収の実施状況 

 白石区民協議会防災講演会が3月8日（金） 

区役所5階の区民ホールで開催されました。 

 阪神・淡路大震災被害者のヒアリングをもとに

考案した防災プログラムの紹介や、地域での防災

訓練に新たな手法を取り入れる工夫で地域のイベ

ントへの参加を推進させるのが目的で、長期的な

地域防災活動の活性化に向けております。 

 今回は、大規模地震における住民の行動、「イ

ザ！カエルキャラバン」を通して新しい形への防

災の関わり方の講演で、参加者は私達の町内会で

も講演してほしいとの要請がありました。 

 2月15日（金）13：30より北都地区会館にお

いて、みんなで楽しく「音読 脳トレ」と題して

音読集団「郷音の会」主幹、フリーアナウンサー 

田嶋扶二子氏を講師に

市民講座を開催しまし

た。 

 参加者全員で言葉の

ゲームをしながら声を

出して、脳を活性化す

る楽しい研修会でし

た。 

   かわきたゆきまつり 

 3月1日（金）19：00～ 北都地区会館にお

いて、毎年行っている、清掃・環境美化懇談会が

開催されました。この懇談会は、連合町内会の厚

生部が企画するもので 、白石清掃事務所より2名

の係官を招き、ゴミの出し方、ゴミステーション

の利用状況や問

題 点 を 含 め、会

場の参加者との

多くの質問に答

え、ゴ ミ 問 題 へ

の理解を深める

懇談会でした。  

  

 2月17日（日）216名の参加者で川北児童会館

と川北小学校にて開催

しました。 

 川北小学校金管バン

ドの素晴らしい演奏を

かわきりに、小学校グ

ランドでの雪山滑り・

長靴飛ばし等、楽しい企画で雪とふれあいました 


