
  【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 
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 第３６回になる白石区ふるさとまつりが白石区役

所駐車場を会場に７月１６日（土）、７月１７日

（日）の両日にわたり開催されました。 

 １６日の前夜祭は朝から小雨が降ったりやんだり

の天候で、17：00に決行となるも仮装盆踊りは中止

となり１時間短縮し終了。明日のお天気に期待す。 

 本祭りの１７日は曇りの天気予報、予報通りにと

願いつつ、白石郷土芸能札幌本陣太鼓の勇ましい太

鼓で幕開けとなりました。 

 開会式には宮城県白石市風間市長（写真右上）が

「震災で大変ではあるが、いろんな行事など自粛し

ないでください、逆に皆さんと一緒に盛り上げてく

ださい」とあいさつ。登別市長も旅館などのキャン

セルがものすごかった、尐し戻してきているが、皆

さん登別に泊まりに来てくださいとＰＲ。 

 ふるさと会の武藤会長も、東日本大震災のことも

あり、開催には委員会でも話し合い、開催の決定に

至ったとの経緯を説明されました。 

 今回は特別企画として、宮城県白石市から片倉小

十郎が率いた片倉鉄砲隊と甲冑武者２０人が見参。 

 戦国時代さながらの鎧（よろい）、かぶとに身を包ん

だ武者が隊列を組んでまつり会場に登場すると、観

客はみな、ものめずらしく、檀上に上がった武者に

拍手。隊長より火縄銃の種類や打ち方の型の説明が

あり、最後は皆さんで勝どきの声をあげました。 

 庁舎内のパネル展には白石城での鉄砲隊の射撃の

写真があり、今回のテーマ「伝える」のとおり、時

代を感じさせ、今に伝えるものでした。 

  

釣鐘の旗を先頭に入場 
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写真上 勢揃いした鉄砲隊 

 

 鉄砲の種類も多くあるが、

今回のは銃身が尐し短い物だ

そうで写真中のは馬上から打

つための細見の小型の銃だそ

うです。 

 

 火縄銃の打ち方も、写真上

はあぐらをかいて撃つ 

 

写真中 肩越しに撃つ 

 

写真下 座り立膝をついて撃

つ。 この撃ち型が一番命中

率が高いそうです。 
 

 一番右下の写真はパネル展

での写真より引用。 

 写真で撃ってい

る銃は銃身が長く

命中率を高めて 

いたようです。 

 鉄砲隊の皆さん

は自費でご参加下

さったとのこと、 

大変ありがとうご

ざいました。 



 第３６回 白石区ふるさとまつり 
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育成委員会「おたる水族館バスツア－」 

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

けん玉で北都小能村南月さん全国大会へ 

「けんだま大会」に参加して  

        北都小 ６年 能村 南月 
 さくらんぼうクラブに入所した１年生の時からけ

ん玉を始めて、毎年大会に参加していました。「い

つかは優勝したいなあ－」と思いながら練習してき

ました。 

 それから、５年生の時に初めて準優勝してから

も、いっぱい練習しました。６年生の大会では、調

子が悪かったけど、優勝することができてうれし

かったです。これから東京の全国大会に向けて、一

生懸命練習していきたいです。 
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おなじみ「白石音頭」 

会場の周りを踊りました 

遊芽カーニバルに参加の

皆さん 

川北小学校 

金管バンドの

皆さんの演奏 

 ちょうど、この演奏のあたりから雨が降ってきまし

て、皆さん濡れながらの演奏でした。 

 お父さんも傘の下でビデオを撮っていましたよ。 

絵本の読み聞かせ            元気体操 

 かっぽれ         寿大学 卒業生の合唱 

最後は 男性コーラス「ダンディー・フォー」の皆さん 

去る７月１０日青尐年育成委員会・連合町内

会・地区子ども会連絡協議会・合同の行事で

「おたる水族館バスツア－」を小雨の降る中、

実施致しました。     

 当初予定人数を大幅に上回る参加人数（小学

生１２３名・育成者２２名）バス３台で出発。  

 水族館ではバックﾔ-ﾄﾞツア－「水槽の裏側を

観察してみよう」では各グル－プに分かれ５分

おきに出発。 

 最初に工具のドリルみたいな形の鮫の卵に

触ったり、上からの目線で水槽の中を見たり、

鮭の稚魚一七匹を見、海に放した後、川に帰っ

て来るのはたった１匹と聴きみんなびっくりし

ました。 

 生きてる鮫に触ったり、ヒトデ・ウニ・ナマ

コを手のひらの上でくすぐったり・ぬるぬるし

たりしながら、みんな笑顔だったり・驚いたり

の３０分でした。 

 その後は．

イルカショー

を見、お昼は

太陽がほほえ

んでくれて、

楽しいお弁当

の時間に恵ま

れました。 

 午後は、浜

辺で貝を拾っ

たり，やどが

りをとったり

して歓声をあ

げるグル－プ

もあり、それ

ぞれ楽しい時

間をすごし、帰路につきました。 



 平成２３年６月２５日（土）13：30分より、北

都地区会館において北東白石地区「社協」主催の

「ふれあい音

楽会」が開催

されました。 

 演奏はソプ

ラノとクラリ

ネット＆ピア

ノでアヴェマ

リア・オペラ

よりの曲や日

本民謡より幅

広いメドレー

など。ソプラノの透き通った響き渡る声に１００名

を超す皆さんが感動していました。 

 おめでとう！！ なでしこジャパン 世界一 

 「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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 社協 ふれあい音楽会 開催   東川下子ども会 伊達時代村へ  
 

 

― 社協 さわやか交流会を開催 ― 
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 平成２３年7月15日（金）

10：00分より、北都地区会

館において「さわやか交流

会」が開催されました。 

 北東白石地区の単身世帯の

方を年一度ご招待して、歌、

演芸、ゲーム・クイズなどを

楽しみお食事をしながらお

しゃべりも弾んでおりまし

た。 

 ツルハさんの提供により

「口の中の衛生の話」や歯磨

き、歯ブラシの試供品もあり

ました。 

 最後はマジックショーを楽

しみましたよ。 

13：30分に終了しましたが 

あっという間の時間でした。 

予告  市民講座のお知らせ 

とき  平成２３年８月１９日（金）13：30 

ところ 北都地区会館 

主催  北東白石地区社会福祉協議会 

内容  災害時対策として 

   災害時のボランティアの受け入れ・派遣 

   災害ボランティアセンターの設置と仕組など

について東日本大震災にボランティアの経験談も交

えて勉強します。 

 社協・福まちの関係者のみならず、町内会、自主

防災に関係ある役員の方、各種団体関係者、 

 個人でボランティアを経験した方、考えている方 

ぜひご参加ください。当日直接会場まで。 

 ６月１２日（日）東川下子ども会では、バス１台

をチャーターし伊達時代村に行ってきました。 

 到着すると、すぐ前の

正門で家老の大きな声で

の出迎えにビックリ！、

イケメンの忍者にはうっ

とり！。 

 先ずは忍者の野外

ショーを見学し、その後

は寺小屋体験です。江戸

時代の仕草や、ことわざ、

「論語」などを正座して教

わりました。 

 次に、魚拓つくりに挑

戦、白いハンカチに魚や

貝、海草、波の型を当てい

ろんな色をつけて完成で

す。皆、それぞれに出来上

がった作品を大事そう

にリュックにしまって

いました。 

 昼食後は各グループ

毎に、お化け屋敷や

ショーなどを見学しま

した。 

 今回の、時代村で

は、あまり知られていない体験をしてきましたがど

の子も「もう一度来たいよー」と楽しい一日を過ご

してきました。 

  なでしこジャパン、米国を破り初優勝  

 女子サッカーW杯ドイツ大会（FIFA Women's World 

Cup 2011）は7月17日、フランクフルト（Frankfurt）で決

勝が行われ、日本は2度の劣勢を跳ね返し、2-2の末に迎

えたPK戦で米国を3-1で下して初優勝、世界一となる。 

写真ＡＦＰＢＢ及びBing HPより 

◆なでしこのカップめ

ざしていざ行かんかた

ずをのみてテレビ見ゆ

らん 

◆あと一点最後のキッ

クで流れ込む歴史を替

えるなでしこジャパン 
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    ちょっといい話 

北都中ソフトボール・体操で全道大会へ 

 鷹架光一さん警察協力功労者表彰 
 平成23年７月１１日東京ドームホテル札幌におい

て、警察の各分野において多年にわたる協力に対し

札幌方面本部長の感謝状の贈呈を受け表彰されまし

た。鷹架さんは北東白石交通安全実践会の会長とし

ての功績が認められたのでしょう。おめでとうござ

います。今後もご活躍ください。 

－ 北東白石 介護予防講座のご案内 － 

 第３３回札幌市中学校体育連盟（中体連）選手権大

会において特段の成績があったのでお知らせ致しま

す。 

ソフトボール部 中体連で優勝しました。 

   ７月３０,３１日 由仁町においての全道大会に  

   出場します。 

男子体操 

  個人総合優勝 川辺 翼くん（北都中3-4） 

  種目別  床運動 １位  鞍馬 １位 

       跳馬  ２位  鉄棒 ２位 

 個人優勝の川辺くんは７月29～31日に北見市で行

われる全道大会に出場致します。応援して下さい。 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆３月１１日の東日本大震災がら４か月が過ぎ、今年も

夏祭りの季節がやってまいりました。 

 東日本大震災からの復興に取り組む姿をアピールし、

観光に弾みをつけようと、東北６県の夏祭りが集まる初

めての「東北六魂（ろっこん）祭」が７月１６日、仙台

市で始まり、多くの見物客でにぎわった。参加した祭り

は、▽青森ねぶた祭▽秋田竿燈まつり▽盛岡さんさ踊り

▽山形花笠まつり▽仙台丂夕まつり▽福島わらじまつり

で、８月の各本祭りへと移る。◆災害では札幌市にも、

厚別の雇用促進住宅にも続々避難入居がされておりま

す。物資の援助も大切ですが、近隣住民として、何より

も大切なのは、温かい心で迎い入れることではないで

しょうか。仲良く接していきましょう。 

◆白石区のふるさと祭りには、宮城県白石市から市長は

じめ片倉鉄砲隊の皆さん、東北元気鍋つくり、郷土品売

店の皆さん、被災地にもかかわらず、白石区ふるさと祭

りを盛り立てて下さりありがとうございました。 

◆北の郷里Ｗebページ充実したいので原稿のご協力を。 

 平成２３年度 介護予防講座を下記のように開催

いたします。皆さん ご参加ください。 

 1、日時 平成２３年９月２９日（木） 

      13：00～15：30  ★参加無料 

 2、場所 北都地区会館 １階ホール 

 3、内容 （1）講演会「災害への備えと地域での  

  支えあい」 講師東区保健福祉部長館石宗隆氏 

（2）体験コーナー ★健康チェック★体力測定 

（3）運動指導（自分でできる簡単体操を紹介） 
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予告：８月７日 丂夕の集い 東川下小で 

平成２３年度 広報委員です。どうぞ宜しく 

行     事 開催日 時 間 場  所

早朝街頭啓発 8月1日 8時00～ 市民生協前

北都商店街夏祭り・盆踊り大会8月6日 15時00～ 北都公園

　　　（北都町内会協賛） 8月7日 12時00～ 

川北ふるさと祭り 8月6日 15時00～ 川北なのはな公園

8月7日 14時00～

北東白石地区「七夕の集い」 8月7日 9時30～ 東川下小学校

川下団地自治会夏祭り 8月7日 12時00～ 川下団地内公園

川下町内会夏祭り 8月7日 13時00～ 川下会館

東川下町内会盆踊り大会 8月13日 18時30～ 東川下公園

8月14日 18時30～

福まち｢市民講座」 8月19日 13時30～ 北都地区会館

東川下地区ふるさと祭り 8月28日 11時0０～ 厚別川緑地i

防災体験お泊り会 9月3日 13時30～ 北都地区会館

9月4日 10時00～

東川下小学校30周年記念式典9月7日 8時45～ 東川下小学校

北都秋祭り(子供みこし） 9月10日 12時30～ 北都地区会館

早朝街頭啓発 9月21日 8時00～ ホクトスポーツ前

連合町内会会長杯パークゴルフ大会 9月23日 9時00～ 厚別川河川敷ＰＧ場

ふれあい遠足＆凧揚げ会 9月25日 9時30～ 北都地区会館

10時30～　川下公園

北東白石介護講座 9月29日 13時00～ 北都地区会館

北東白石地区合同防災訓練 10月2日 9時30～ 東川下公園

小中学校夏休み

　　　小学校　　　7月26日（火）～8月21日(日）

　　　中学校　　　7月26日(火）～8月24日（水）

 

 北東白石地区「丂夕の集い」が今年は会場を、 

東川下小学校に移して行われます。 

 毎年多くのお子さんやご家族でご来場し楽しんで

おられます。体育館にシートを敷きますので上履き

は丌要です。地域の方もお気軽にお寄り下さい。 

北東白石まちづくり協議会　　地域情報広報委員会　委員
◎ 島田　信也 社協会長 横沢　美姫 社協事務局長
○ 小澤　光之 青少年育成委員会 芦田　れい子 青少年育成委員会

○ 丸山　警護 東川下町内会 小澤　幸子 青少年育成委員会

○ 岩　　栄一 川北町内会 菅野　祥子 子ども会連絡協議会

宮下　宏光 北都町内会 嶌田美津江 日赤奉仕団
近江　義文 東川下町内会 石岡　敏子 日赤奉仕団
川嶋　明美 東川下町内会 中野　　巌 老人クラブ代表
志賀　茂雄 川北町内会 佐藤 正勝 北都商店街
川村　艶子 民児協 榎木　藍 東川下町内会

◎印委員長○印副委員長


