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 中小河川洪水マップ、各町内会の回覧でもうご

覧になりましたでしょうか。左図の月寒川及び厚

別川の氾濫による中小河川マップは豊平川の氾濫

マップと同じく、今年札幌市で作成公表された

マップです。 

 これによりますと、月寒川の氾濫、厚別川の氾

濫においては、ほんの一部に浸水のない所もあり

ますが、 二つの地図を重ね合わせてみると、北東

白石の地区はほぼ全域、0.5ｍ～2ｍ、北に行くに

したがって5ｍ位の浸水が予想され、「浸水する可

能性が高い」、「場所によっては深く浸水地域」と

なっております。 

 このマップの配布現物左図もそう大きくなく薄

く黄色の所から北に向かってブルーの所は最大5

ｍの浸水を表しておりますが、個々の場所までは

特定できません。個々の場所は海抜何メートルあ

るかによっても変わります。北東白石地区社協の

広報紙「さわやか社協」41号で発表した「津波

マップ」も参考にしてください。 

 津波と洪水では対応の仕方も違います。津波は

東日本大震災の例でも、警報が出たら30分以内に

避難しなければ助かりません。洪水は警報が出る

まで、長雨や、集中豪雨など事前に予知すること

が可能です。ですから事前の準備も出来ます。 

 北東白石地区全般としては、建物の一階までは

浸水することが想定され、２階以上、時には3階

以上に一時避難を余儀なくされます。この様な想

定では日頃から、長雨や、豪雨などに注意し、テ

レビ・ラジオや町内会からの情報など、その時ど

う対応するか日頃から、相談しておくことが必要

ですし各自の的確な判断が必要です。 

 尚、この洪水マップは札幌市のホームページよ

りダウンロードできます。中小河川洪水マップで

検索すると良いですよ。他のマップもご研究を。 
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  東川下地区ふるさと祭り 
 ８月２８日（日）第２５回東川下地区ふるさと祭

りが厚別川河川敷（パークゴルフ場）にて行われま

した。東川下町内会・東川下団地自治会・川下団地

自治会 共催によるもので、今回で２５回目です。 

当日は、暑い１日となりました。朝８時３０分より

３コースに分かれて、子ども神輿が各町内を巡り、

最後に祭り会場に入り、ステージ上に大勢の子ども

達が上がりワッショイ・ワッショイの掛け声で神輿

を練りまし

た。    

 あいの運動

表彰式・札幌

本陣太鼓によ

る和太鼓演

奏・子どもお

楽しみゲー

ム・やすらぎ

太鼓による和太鼓演奏・オイラーズによるバンド演

奏・ビンゴゲーム・北都中学校吹奏楽部の演奏お楽

しみ抽選会・子どもへのお菓子まき最初の頃は、空

席も有りましたが、３時すぎには、立って見ている

人も出始め、お菓子まきの時は、物凄い人・人・人

で今年の祭りは終わりました。 
 

  東川下町内会盆踊り大会 
 地域で単独の盆踊りを行っている東川下町内会、

第３４回盆踊り大会は、１３日と１５日に雨で順延

で行われました。１３日は天候にも恵まれ沢山の家

族連れで賑いました。１５日は天気予報で夕方より

雨でしたが決行しまし

た。子ども盆踊りが終

わった頃より雨が降り

出して来ました。子ど

も 仮 装・大 人 仮 装の

方々も雨でずぶ濡れに

なりながらも最後まで

踊ってくれました。 
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 北都町内夏祭り盆踊り大会開催 
 北都商店街主催・北都町内会協賛の夏まつりが８月

６日～７日の両日開催されました。今までは、１日の

開催でしたが雨天等で楽しみな子ども盆踊りが中止と

なり残念な結

果となりまし

た。そのため

に今回は２日

間の開催とな

り、本年は、

２日間とも猛

暑となり売店

や協力員の

方々は大変で

したが、２日

間とも多くの

皆さんの参加

で、催事、盆

踊りが大盛況

で北海道の  

短い夏祭りを

満悦したことと思います。  

 川北ふるさと祭り 
 川北ふるさと祭りが8月6日（土）から7日（日）

にかけ、晴天の中、なのはな公園で開催されました。

例年、多くの売店が出店し、余興では、カラオケ歌自

慢、子供ジャンケンゲーム、北都中学吹奏楽、川北小

学校金管バンド、よさ

こい、杉尾聖二歌謡

ショー、子供盆踊り、

特に子供盆踊りには二

日間で1,250名の参

加があり、お楽しみ抽

選会など盛況のうちに

終了しました。 

川下町内会夏祭り 
 ８月７日、午後１時より、第１４回川下町内会

のお祭りが、川下会館前で開催されました。当日

は晴天に恵まれ、焼きそば、焼き鳥などの出店の

他、ヨーヨーつり、金魚すくいを無料で楽しんで

もらいました。また、館内でビンゴゲームを行

い、ビンゴのでた子供から順番に、児玉会長と

ジャンケンをし、勝ったら、花火とうまい棒菓子

をもらい大満足。子

供盆踊り大会があ

り、バンド演奏で心

ウキウキ、最後には

抽選会もあり、お祭

りは終了しました。 

Ｎ団地、Ｓ団地自治会夏祭り 
Ｎ団地の夏祭りは7月31日の日

曜日に行われました。祭り最後

の打ち上げ花火が恒例です。 

 今年も勢いよく打ちあがりま

した。花火を写真に撮るのは、

なかなか難しいですね。 

 Ｓ団地自治会は8月7日（日）

に自治会広場で開催しました。 

 子ども盆踊りも、出店もあっ

て皆さん楽しんでおりました。 
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 「おしゃべりサロン」が始まりました！                  

 第13回連合町内会パークゴルフ大会 

 
 

 

   東川下小学校開校30周年 

  記念式典・公開授業・祝賀会を開催 

「第７回防災体験お泊まり会」 

中学校区 四校交歓音楽会開催 予告 
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 9月23日（祭）台風一過久しぶりの快晴に恵まれ

た当日、東川下パークゴルフ場において、第13回北

東白石連合町内会会長杯パークゴルフ大会が開催さ

れました。 

 8時30分の受け付け前より各町内会よりの参加者

が集まり、久しぶりの方との挨拶が聞こえ、関連町

会長の開会挨拶の後19組での競技開始となりまし

た。 

 男女別で、男子優勝、徳山晃四郎さん、準優勝は

堀合 進さん、女子優勝、鎌田俊子さん、準優勝久

保エミさんで、ずっしり重いお米が副賞でした。 

 午前中で競技は終了致しましたが、初秋の快晴に

恵まれ参加の皆さんとの交流も出来楽しい大会であ

りました。 

  

 東川下小学校（中村渡校長）が開校30周年を迎え

9月7日午前8時45分より体育館に於いて全校生徒

来賓者ご出席のもと式典が行われました。 

スライド上映では、昭和56年設立当時の様子を始め

とし第1期生卒業式、

各行事、今年度の入学

式の様子、子ども達の

笑顔など･･･30年間の

歩みがとても楽しく編

集されておりました。 

 式典の最後では、全

校生徒と列席者全員で

校歌斉唱をして閉会と

なりました。 

校歌の歌詞のように子

ども達一人一人が元気

で未来に向かって大き

く羽ばたいてほしいと

心より願います。 

閉式後、各教室で公開

授業があり子ども達の

活発な様子が伺えまし

た。 

午後6時からは東川下

記念会館にて祝賀会が

催されました。 

この先、何十年・何百

年と校舎から子ども達

の明るく元気な声がな

り響く事を願ってやみません。 

 北東白石地区内で活動している北都なかよし子ど

も会・東川下子ども会・川北子ども会の三団体が情

報交換などをおこない、地域の子ども達の健全育成

を目的として、北東白石地区子ども会連絡協議会

（地区子連）が設立しました。 地区子連が主催と

なり北東白石まちづくり協議会・北東白石地区育成

委員会の共催で９月の第１土曜日から日曜日の一泊

二日で防災体験お泊まり会を開催しています。 

 今 年 は、９

月 ３ 日（土）

１ ４ 時 か ら ４

日（日）の 二

日 間、関 係 団

体 の ご 協 力 と

ご 支 援 を 頂 き

北 都 地 区 会 館

に お い て 行 い

ま し た。川 北

10名、東川下

１ １ 名・北 都

３３名計５４名が実践さながらに台風１２号の不安

を抱えながら、悪天候の中でのお泊まり会でした。

市消防職員の方から１１９番通報の仕方・部屋に煙

が充満した時の避難の仕方・消火器の使い方・ロー

プの結び方・NTT災害用伝言ダイヤ１７１・公衆

電話の使い方などを自らの体験を通していっぱい勉

強しました。ひとつでも学び感じたことを家に持ち

帰り家族とともに考えてもらえると良いと思いま

とき： Ｈ23年11月8日（火）13：50～ 

ところ： 北都中学校体育館 

内容： 北都小、東川下小、川北小、北都中の四校

生徒による交歓音楽会です。 

 父兄の方、音楽の好きな方、生徒の演奏ですので

多数聴きに来てください。子供たちも喜びます。 

６月より川北町内会主催（川北町内会福祉部運営）

のおしゃべりサロンが始まりました。月１回（第３

木曜日）に川北会館で午前１０時～１２時に行われ

ます。できたてホヤホヤのサロンですが、皆さんお

茶やお菓子を頂きながらおしゃべりに花を咲かせ、

和気あいあい時間いっぱい「おしゃべりサロン」を

楽しんでいらっしやいます。第2、第4の木曜日には

「福まち」のサロンも川北会館であります。 
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    ちょっといい話 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆9月5日堀口白石区長より、関係町内会に「大雨に関す

る避難準備について」との通達がありました。 

 台風12号の影響で56年水害と同程度かそれより多く

なるとの気象台の情報で短時間で浸水する恐れもあり、

各町内会において避難準備・体制等の確認をお願いしま

すとの内容で、避難指示が出た場合、すぐ避難できるよ

う備えて下さい。との通達でした。各町内でも、近くの

月寒川、厚別川の氾濫水位を見守った。◆昔は地震・

雷・火事・親父であるが、現代は地震・津波・火事・洪

水・原発と恐ろしいことが多くなってきた。 

◆各町内会では敬老の日を祝し対象者に記念品の配布や

祝賀会の開催などを行いました。北都町内会は80才45

名88才13名に記念品、川北町内会75歳以上368名に記

念品、東川下町内会75才以上対象380人、祝賀会を開催

欠席の方には記念品。東川下団地自治会対象者104名太

見温泉招待、川下団地自治会駒岡温泉招待70以上23名

出席、川下町内会70才以上64名に記念品。◆この地域

で最高齢者は川北町内会の村松 秀様106才で元気でお

ります。どうぞもっと長生きしてくださいね。 
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北都中ソフトボール部全国ベスト8に 

   「ふれあい遠足と凧上げ会」 

 北都中ソフトボール

部が初の全国大会出場

をはたした。結果は全

国ベスト8の大健闘で

した。 

 北都中の皆さんおめ

でとうございます。 

 ９月１日

（木）９：０

０東川小学校

において 

リングプルが

寄贈されまし

た。写真はそ

の時の寄贈式

の様子です。

342名の児

童の参加。 

川下５－２の大田原勝美さんが15年間集められたリ

ングプル４００㎏を東川下小学校へ寄贈されまし

た。東川下小学校ではリングプルを集めて車いすを

老人介護施設に寄贈する取り組みをＰＴＡが中心に

おこなっており、お陰さまで「車いすの寄贈」が実

現しました。本当にありがとうございました。東川

下小学校ＰＴＡでは今後も取り組みを続けています

ので皆様のご協力を是非お願い致します。 

児童を代表してお礼の作文を６年生が読みました。 

 一日「地域の茶の間」スペシャルのお知らせ 

 

 北東白石地区「社協・福まち」と北東白石まちづ

くり協議会活性化委員会との共催で川下公園におい

て「ふれあい遠足と凧上

げ会」が開催されまし

た。９月２５日（日）秋

晴れの中、北都地区会館

を出発川下公園では、秋

の空に凧が舞いあがり子

ども達の歓声があがって

いました。 

 お昼には豚汁がふるまわれ

おかわりする子もいておいし

いお昼をいただきました。 

 食後はゲームで盛り上がり

楽しい

秋の一

日にな

りまし

た。 

 北東白石地区「社協」の25周年を記念して、一日

地域の茶の間スペシャルを開催いたします。 

日時：Ｈ23年10月15日（土）10：00～16：00 

ところ： 北都地区会館 一階ホール 

内容；各種のサークルの発表、演奏、合唱、演武、

日本舞踊や劇団一揆のお芝居、川北小の金管バンド

演奏など、一日楽しく過ごしていただく企画が沢

山。お昼は売店でカレーやイモもち、おしるこあり 


