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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 
ＦＡＸ011－８７５－７９６９ 

  【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） ◆北東白石地区青尐年育成委員会 ◆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 

 札幌市では平成23年度の人事異動を発令、４月

１日付けで白石区長に堀口洋一氏、市民部長に瀬良

久夫氏が就任致しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 北東白石まちづくりセンター所長には、前号でご

紹介のとおり、池端 宏所長、事務職には米山尚緒

さんがすでに着任しておりま

す。以前からおります稲垣さ

んと三人体制です。 

 ５月20日連町の定例会の

後、前高橋所長もお迎えし、

ささやかではありますが、歓

送迎会を開きました。 

 いつも感じるのですが、役

所は今回も区長、市民部長、

まちセン所長と同時に変わっ

てしまうのに、業務はとどこ

うりなく進んでゆく。所長も陰では戸惑いながら業

務をこなしているのかもしれませんが、もう何年も

いるような顔で済ませている。この北東白石地区が

好きになるよう、今後ともよろしくお願いします。 

 平成２３年度北東白石連

合町内会総会において前古

屋会長に変わり、川北町内

会長の関紘一氏（写真左）

が新会長に選出されまし

た。 

  

 

 

 

 

東日本大震災の後でもありますし、地域の防災に

ついても見直しをしながら、また各種団体とも連携

を強化し、防災のみならず、防犯、交通安全の面に

おいても、ともに地域が助け合う心で安全で安心な

まちづくりを推進してまいります。 

新会長の力強い言葉でした。皆さん一緒に 北東

白石を盛り上げてゆきましょう。 

  堀口白石区長   瀬良市民部長 

  北東白石まちづくりセンター 
  共に支えあう心で 

 北東白石連合町内会総会開催 
平成２３年度の連町町内会代議員総会が５月２４日

午後４時より開催されました。 

 当日は午後３時より定例役員会が開催され、総会

終了後は堀口白

石区長、瀬良市

民部長をお迎え

しての懇親会が

行われました。 

写真右 

総会の様子 

池端所長 

抱負をのべる 

関 紘一  

連合町内会会長 



   連町会長ごあいさつ 
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次の方が表彰されました 

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

  各種団体代表者名簿 
  ご 挨 拶 
     北東白石連合町内会 

    会長 関 紘一 
 時下 皆様にはますますご清祥

のこととお慶び申し上げます。 

合わせて、日頃の連合町内会運

営に温かいご支援ご協力を賜り

ますことに厚く御礼申し上げま

す。 

 先ずは過日、地域の代議員ご出席のもとに平成

23年度定期総会が開催され、平成２２年度決算

報告並びに平成２３年度事業計画予算が原案のと

おり可決、新役員も選任されましたことをご報告

申し上げます。 

 さて、当連合町内会も発足後２４年が経過して

おりますが、この歴史をしっかりと受け止めて実

情にあった活動に努めてまいります。母体である

六町内会・自治会が抱える課題を共有する中で行

政をはじめ、北東白石まちづくり協議会、各種団

体との連携を密にし地域の発展、安全・安心のま

ちづくりを推進してまいります。 

 皆様には一層のご指導ご鞭撻を賜りますようお

願い申し上げご挨拶といたします。 

 平成２３年４月２４日連町総会後、懇親会が行われ

る前に、平成２３年度の市長及び区長の表彰式が行わ

れました。 

 受賞した方々が次のとおりです。 

  市長感謝状 

   明日見 敬一様（北都町内会） 

  区長表彰状（２０年以上） 

   岩 栄一 様（川北町内会） 

  区長感謝状（10年以上） 

   松田 功 様（川北町内会）  

   近石 隆雄様（川北町内会）  

   大野 和雄様（川北町内会） 

   田中 秋男様（川北町内会） 

   木立 秀行様（川北町内会） 

平成２３年度

所属団体 役職 氏　名 所属町内

北東白石地区まちづくり協議会 会長 関　　　紘　一 連合町内会会長

北東白石連合町内会 会長 関　　　紘　一 川北町内会会長

北都町内会 会長 明日見　敬一 北都町内会

東川下町内会 会長 高　田　　寛 東川下町内会

川北町内会 会長 関　　　紘　一 川北町内会

東川下団地自治会 会長 藤  岡  紀  之 東川下団地自治会

川下団地自治会 会長 小　山　倬　司 川下団地自治会

川下町内会 会長 児　玉　久　雄 川下町内会

北東白石地区社会福祉協議会 会長 島　田　信　也 東川下町内会

民生・児童委員協議会 会長 伊　東　　信 東川下町内会

青少年育成委員会 会長 繁　泉　将　晴 東川下町内会

交通安全実践会 会長 鷹　架　光　一 川北町内会

交通安全母の会 会長 嶌　田　美津江 東川下町内会

体育振興会 会長 倉　田　俊　勝 東川下町内会

日赤北東白石分団　　分団長 会長 嶌　田　美津江 東川下町内会

保護司会分区長 会長 駒ヶ嶺　民　子 川北町内会

北東白石地区こども会連絡協
議会

会長 木　立　秀　行 川北町内会

北都老人クラブ北都明生会 会長 佐　藤　　　透 北都町内会

東川下老人クラブ 会長 山　口　栄　吉 東川下町内会

川北老人クラブ長楽会 会長 中　野　　　巌 川北町内会

川下老人クラブ 会長 佐　藤　園　枝 川北町内会

北都中学校ＰＴＡ 会長 斉　藤　章　夫 東川下町内会

北都小学校ＰＴＡ 会長 林　　　浩　志 北都町内会

東川下小学校ＰＴＡ 会長 石　川　　学 東川下団地自治会

北都商店街振興組合 理事長 明日見　敬一 北都町内会

　北東白石地区各種団体及び代表者名

堀
口
白
石
区
長
よ
り 
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賞
式
の
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  各町内でマス花壇の植え込み 

５月２１日（土）、２２日（日）北都町内会や東川

下町内会、団地自治会などでは、北１３条北郷通り

などのマス花壇に、札幌市からの支給と町内会購入

分を合わせて紅白の

ペチュニア花苗を植

え、歩道周辺の草刈

りゴミ拾いを実施し

ました。これから秋

まできれいな花を咲

かせてくれるでしょ

う。 

今後草取りなどの

手入れもご協力お願いします。 



 「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php 検索 北の郷里 
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北東白石地区合同防犯パトロール    交通安全は家庭から    
 

 

   

   みんなで守ろう交通安全 
 交通安全実践会、

交通安全母の会の皆

さんを中心に、町内

会の皆さん、ＰＴＡ

の皆さん、団体、個

人、多くの皆さんが

早朝街頭啓発に参加

しております。 

「交通安全は家庭か

ら」家庭では毎日気

持ちよく余裕を持っ

て、子どもを、夫を

送り出す。今日も一

日「安全運転」でお

ねがいします。 

 ５月２２日（日）9：30より北東白石地区合同防

犯パトロールの出立式がおこなわれ、自転車による

チャリパト隊、犬の散歩時にパトロールをしてもら

うワンワンパト隊を含め、今年度の夜間パトロール

隊とともに、防犯パトロールのデモ行進を東川下生

協前まで行いました。 

― 社協・ふれあい音楽会のお知らせ ― 

 北東白石地区社協・福まちからのお知らせ 

  社協・ふれあい音楽会 

 ６月２５日（土）13：30開演、開場13：00 

                 北都地区会館 

 ソプラノ       歌    延与 幸恵 

 クラリネット演奏   奏者 田中 聖子 

 ピアノ演奏       奏者 阿部 千秋 

  演奏曲目など詳細は、プログラムを 

       ご覧ください。 

 

年二回、六月と一月に開催しております音楽会で、

いつも多くの方にご来場願っております。 

 プロの生演奏を真近で聴くことの出来る、またと

ない機会です。 

 この音楽会は赤い羽根共同募金の助成を受けて開

催しておりますので、無料開演しております。 

 早速、カレンダーにご記入ください。皆さんお誘

いあわせでのご来場、お待ちしております。 

北東白石地区交通安全実践会の皆さん 

 幸正さん     南部さん     室谷さん 

 穂積さん     平野さん     佐々木さん 

鷹架会長 

 毎朝、交差点に立ち、子どもた

ちの通学の安全に、横断歩道を安

全に渡りきるまでと、気を使って

指導をしていただいている、皆さ

んです。今年もどうぞよろしくお

願いいたします。 

 写真：５月１１日早朝街頭啓発   

    生協前にて撮影 

まちづくり協議会 関会長 

犯罪のない安全で安心で

きる地域をめざして、 

各町内地区よりパトロー

ルに参加している多くの

方が集まり、デモを行い

ました。地域の皆さんも

お互い、「防犯」に気を

付けてください。 

★   白石区民交通安全、早朝街頭啓発運動
Ｈ23年度 　原則月の第一月曜日　8：00～8：20
札幌信金前 4/6（水） 7/15（金） 11/16（水）
東川下生協前 5/1１（水） 8/１（月） 10/３（月）
北都スポーツ店前 ６/６（月） ９/２１（水）
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    ちょっといい話 

 

 劇団一揆（団長 橋田志乃舞）レポート 

 白石郷土館設立期成会解散へ 

  白石区ふるさと会が引き継ぐ 
 「白石区に郷土館を」との運動が白石郷土館設立

期成会を設立することとなり、平成１７年（2005）

９月１９日に清水 曻氏を会長に発起人会を発足、

翌１８年５月２０日に設立総会を開催致しました。 

 会員を募集し年会費１２００円（後に1000円） 

を活動費にあて、広報誌「らんぷ」を22号まで発行

してまいりました。現会長阿部敏雄氏。 

 この間、本通17丁目北にある美しい庭園のある

「白石亭」（札幌文化交流館）を郷土館にと、署名

運動も進めてきましたが、札幌市がここの土地・建

物も合わせて売却することとなり、昨年5月一部使

用していた所も撤去し、お別れのお花見会も催しま

した。 

 期成会の正式解散総会は6月12日（日）13：30

より白石区民センターにて行う予定です。 

 これに先立ち、白石区ふるさと会の23年度総会が

5月18日開催され、新たに「歴史文化委員会」が設

けられ、郷土資料館の設置、運営等の検討を致すこ

とと総会にて承認されました。 

 市内で郷土館を持たない白石区に郷土館設立の運

動が引き継がれ、早期の実現を願っております。 

 尚、期成会事務局長阿部星道氏が自宅の敷地内に

個人の収集物や預り物も含めて白石郷土資料室を自

費で建造、6月15日オープン致します。復元した開

拓小屋に入って囲炉裏に座ってみてください。 

 見学は電話予約で、Tel011-864-8376 阿部 

 団長曰く「劇団一揆は、一味違った芝居バカの集

団」、「弱さと強さの葛藤だけで舞台を創っている芝居

バカだらけ」と表現する。 

 そんな劇団が地域にあるなんて、過日 、北郷３条１

２丁目パワーツール高島の地下常設稽古場を見学させ

ていただいた。団長の演出、演技指導に感銘 

 すばらしかった「一揆ワークショップ」 

 劇団一揆では団員の方や今日初めて参加した役者体

験者の人も交えて一つの舞台を作り上げてゆく、そん

な練習をワークショップと言っているようだ。 

 身体づくりのための基礎稽古。続いて表現をするた

めの基礎稽古。きれいに見える立ち姿、スローな動き

を相手を意識しながら行うなど、身体を動かすにも

ジャズダンス風にとか、いろいろあって、見学してい

ても楽しい。 一つの動きが終わると、団長が注意

ポイントを再表現し解説する。＜足で動くのではな

くへそで動くのよ＞とか、＜今までの動きは全て舞

台で（２時間を）演じるための基礎訓練なのです

＞、＜リズム感、身体の振り、目線など観客を意識

して＞などなど、団長の言葉に納得、感銘。 

６月18日、１９日にチャリティー公演必見1000円 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆東日本大震災で被災者の皆様には心よりお見舞い申

し上げます。皆様の安全と早期の復旧をお祈り致します。 

多くの方々が共同募金会、日赤などに義援金を送って

おります。その額約3000億円、その他放送局やＮＰＯ

等総合すると４０００億円を超える金額となっておりま

す。◆それにつけても義援金の支給が遅いという声が高

まっておりますので、調べてみました。日赤扱い分は上

記の集計とおりですが、２２４万件で２２７６億円の募

金です。１件当たりかなり高額となっており大口の件数

で単価を上げているようです。また、配分は４月になっ

てようやく始まり５/２３日現在でも第一次で約３割の配

分です。県の配分委員会の依頼で配分しさらにそれを市

町村の配分委員会で個々に配分する方式なので、私たち

が考えていたようにはいかないようです。◆公平にとい

うのもわかりますが義援金は非常時のもの、必要な時に

義援金がいかなけれが価値が半減します。仮設住宅の家

電用品は全部海外からの義援金を使用しているそうで

す。全国に組織されている日赤分団の活用はいかに。 

行     事 開催日 時 間 場  所

初夏の大型街頭啓発 6月1日 10:00～ 南郷丘公園

6月4日 9:00～ 川下公園
6月5日 10:00～

早朝街頭啓発 6月6日 8:00～ ホクトスポーツ前

社協・ふれあい音楽会 6月25日 13:30～ 北都地区会館

北都防災運動会 6月26日 9:00～ 北都公園　雨天中止
の時７／３に順延

青少年育成委員会レク 7月10日 小樽水族館

早朝街頭啓発 7月15日 8:00～ 札幌信金前

福まち・さわやか交流会 7月15日 10:00 ～ 北都地区会館

7月16日 17:00:～ 白石区役所駐車場

7月17日 10:00 ～

東川下団地なつまつり 7月30日 13:00～ 東川下団地内公園

早朝街頭啓発 8月1日 8:00～ 市民生協前

北都商店街夏祭り 8月6日 15:00～

盆踊り大会 8月7日 10:00 ～

8月6日 15:00～

8月7日 15:00 ～

七夕の集い 8月7日 9:30～ 東川下小学校

川下団地自治会夏祭り 8月7日 13:00～ 川下団地内公園

川下町内会夏祭り 8月7日 13:00～ 川下会館

白石区ふるさとまつり

川北ふるさと祭り

北都公園

川北なのはな公園

ライラックまつりイン

東日本大震災義援金 日本赤十字社扱い分集計額及び 

第一次配分額明細（５/２３日現在） 

東日本大震災義援金 日赤第一次配分
日本赤十字社　扱い分 配分先 億円

岩手県 102
5/20集計 件数 宮城県 305
義援金 億円 万件 福島県 277
国内 2047 224 茨城県  28
海外より 229 他11県 6
合計 2276 5/23合計 718


