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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８巻第 ４１号   2012.02.01. 

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 

        新  年  の  ご  挨  拶 
  北東白石連合町内会 

  北東白石まちづくり協議会 

   会長  関 紘一 
  

 ２０１２年の初春 皆様には

輝かしい新年を迎えられたこと

と心からお慶び申し上げます。 

 あわせて常日頃の連合町内会

並びにまちづくり協議会の活動

にご支援ご協力を賜りますことに厚く御礼を申し上

げます。 

 昨年は混沌とした政局と厳しい経済情勢のなかで

東日本大震災をはじめ集中豪雨などの自然災害が多 

発した年でありましたが、被災地での活動から人と

人との繋がり、絆の大切さを痛感したところであり

ます。 

 このことから地域としても６町内会合同の防災訓

練をはじめ防災研修会、子供達の防災体験お泊り会

などへの取り組み、また２回にわたる防犯パトロー

ル、交通安全街頭啓発などを実施、あわせて、パー

クゴルフ大会、丂夕の集い、アイスキャンドルなど

の住民交流行事、そして、行政・地域の情報を掲載

した「北の郷里」の発行と多岐にわたる活動をして

まいりました。 

 本年も行政をはじめ各町内会、関係団体と連携を

密にし、安全安心のまちづくりを推進してまいりま

すので一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申

し上げご挨拶といたします。 

第８巻第 41号   2012.02.01. 

 平成24年度北東白石連合町内会の新年互礼会が1

月22日（日）12時より川北会館を会場に開催され

ました。 

 会場は廻り当番で今年は川北町内会の担当で行わ

れました。 

 平松総務部長の司

会で最初に連町会長

の関紘一さんの会長

挨拶で始まりまし

た。（写真右） 

 続いて来賓の紹介

があり24名の来賓

者紹介がなされ、 

来賓者の中より堀口

洋一白石区長に来賓

あいさつを戴きまし

た。（写真右） 

 区長の挨拶の後 

祝電の披露がなされ

瀬良久夫白石区市民

部長の祝杯の音頭で

祝宴に入りました。 

 各町内からの参加者も含め98名で、開場いっぱい

のなか、皆さん新年のご挨拶や昨年の事、今年の事

いろいろとお話ししておりました。 

 互礼会の余興として二つの出し物が用意されてお

りました。最初はサックス＆ピアノの共演で濱康幸

と池田真理奈のお二人の演奏が会場いっぱいに響き

ました。二つ目は民謡で、巖友会 民謡三絃道の 

皆さん8人による

出演でした。 

盛り上がりのなか

２時過ぎに終了致

しました。 

 今年一年皆さん

宜しくお願い致し

ます。 

（写真右上会場雰

囲気） 

（写真中サックス

の濱さん） 

（写真下巖友会民

謡の皆さん） 



  各町内会新年会開催される 
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子どもの笑顔が会場に響いて 

北都町内会餅つき大会 

平成23年12月4日日曜日、毎年開かれている北

都町内会青少年部による餅つき大会が行われまし

た。 

昨日の雪も朝方雨になり道路はぐちゃぐちゃ、

幸い集合時刻には晴れ、9時には北都地区会館のＡ

Ｂホールが満員近く、子ども、付き添いの親、ス

タッフ合わせて300人位になったであろうか。 

主催者のあいさつの後、待ちに待った餅つき、

もち米は80キロ用意したそうで、もち米をふかす

所は屋外にテントを張りコンロ4台で、臼は屋内に

４台用意され、最初は大人たちがついて後は子ど

もたちの番、つきあがった餅は台の上でみんなで

丸めました。各人には名前の書いたビニール袋が

用意され紅白の丸餅とあん入りの丸餅の3個がお持

ち帰りできました。会場で食べるお餅は、きな粉

餅とお雑煮が出されみなさんおいしくぺろりとい

ただきました。大いに楽しんで１２時半に終了し

ました。 

  東川下小学校でも餅つき 
東川下老人クラブでは毎年４年生を対象にＰＴＡの

皆さんと合わせ三世代交流の餅つきを行っている。 

今年は１２月１５日朝から行われ、つきあがった餅

はきな粉もちとあべかわにして皆でいただきまし

た。 

 北東白石の各町内会の新年会は各々下記のように開

催されました。 

 各町内でも新年の挨拶では昨年の町内の出来事や昨

年の震災の事が話題となっておりましたし、地域の絆

の大切さを述べておりました。 

 

北都町内会 

 新年会開催 

 １月８日(日） 

 正午より、 

 北都地区会館   

 

川下町内会 

 新年会開催 

 １月８日（日 

 13：00より 

（写真無くて失礼） 

 

東川下町内会 

 新年会開催 

 １月８日(日） 

 14：00より、 

東川下記念会館 

 

 

川下団地自治会 

 新年会開催 

１月８日（日） 

 18：30より 

 厚別西つぼ八 

 

 

 

 

 

東川下団地自治会 

 新年会開催 

１月１４日（土） 

１９：３０より 

厚別西つぼ八 

 

 

 

 

川北町内会 

新年会開催 

１月１５日（日） 

13：00より 

川北会館 
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 社協音楽会・ニューイアーコンサート 第5回 雪あかりのまち 

川北町内会でもコンサート開催  

 川北町内会福祉部による「すこやか・ふれあいコ

ンサート」が平成23年11月26日（土）川北会館に

おいて13：00～14：30にわたり開催されまし

た。 

 今回は初めての企

画、札幌を中心に活

躍中のヴァイオリン

ニスト小林佳奈さ

ん、ピアニスト谷敷

さなえさんのお二人

をお迎えして「クラ

シック音楽」による

コンサートの開催で７５名の参加でした。 

 受付の際にはプログラムと共に川北町内会が目指

す「安心、安全な町内会」づくりの活動の一環とし

て福祉部が進めている「挨拶・見守り活動」の

キャッチフレーズ「笑顔のあいさつ・やさしい見守

り」ハートフル川北町内会のステッカーを配布し、

向こう三軒両隣の町内会会員同士が、笑顔で挨拶を

交し合い、ご近所の和を広げて頂き、小さなお子さ

ん、高齢者の方々、障がいのある方々を何気なく優

しく見守り合うなかで痛ましい事敀や事件を未然に

防止していきましょう。と「挨拶・見守り活動」へ

のさらなるご理解とご協力をお願い致しました。 

 毎年定番となっている北東白石地区社会福祉協議

会主催の音楽会「ニューイアーコンサート」が平成

24年1月14日（土）13：30より北都地区会館にお

いて開催され

ました。 

 新春をジャ

ズのリズムに

乗せて、いつ

ものクラシッ

ク演奏とは少

し趣の異なる

ジ ャ ン ル で

す。 

 出演はボー

カル富岡かお

りさん演奏は

ギターの田中秀明さんベース土田さんの三人で、前

半は外国の曲で後半は日本の曲も入れての演奏と富

岡さんの心揺さぶる歌声で癒される時間を過ごしま

した。 

 70名程の参加者でしたが、どんな曲が出るのか楽

しみに来られた人も多く、なかには外国の難しい曲

名も覚えているマニア？の方もおりました。 

第5回を迎えた「雪あかりのまち」が平成24年1

月20日（金）17：00～20：00に開催されまし

た。 

従来通り平和駅から13条通にかけての駅前通と

さっしん前13条通交差点を東西に北にと広がりを

見せ、回を重ねるごとに、いろいろな工夫を重ね、

見る人を楽しませております。 

さっしん駐車場での本部テントでは、甘酒、ホッ

トカルピスの無料サービスが行われ、寒い中、温か

い甘酒を飲みながらアイスキャンドルのオレンジ色

の灯火と幻想的な美しさに見とれておりました。 

たつ年にちな

んで氷で作った

龍 が 登 場 し た

り、昨年の雪だ

るまは、今回白

石区のマスコッ

ト「シ ロ ッ

ピー」に変装し

ておりました。 

また今回から

は平和駅の南出口にも大谷地第一町内会（板垣会

長）の協力も得て新たな広がりを見せました。 

地域の活性化の一環で始めた催しですが、昨年は

大きな災害が

あ り、今 年 は

このキャンド

ルに平和の願

いをこめての

「あ か り」で

も あ り ま し

た。皆 さ ん が

今年一年平和

でありますように。※一日だけでは惜しいとの声も

あり、平和駅とさっしん前の2か所のみ21日も

キャンドルに点灯いたしました。 

◆雪あかり当日の写真募集致します。力作はホームペー

ジに掲載いたします。出品者は事務局ＴＥＬ875-3077まで。 

       東日本被災地に夢と希望を！ 復興支援にあなたのエールを！ 
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 「北の郷里」のホームページ見てください 

 「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php  北の郷里 で検索 
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    ちょっといい話 

第８巻 第 ４１号   2012.02.01 

 社協・「市民講座」のお知らせ 

 丸山恵美子（東川下町内会）さん、通称「丸ちゃ

ん」の愛称で通っている。永らく子どもたちのため

に、絵本の読み聞かせを続けている。年代的にはも

う孫と一緒のおばあちゃんをこなしている。孫が双

子だったこともあり、双子の親同士の集まりができ

た。自宅を開放し、他の子どもや、孫にも接し、絵

本を読んであげる。そのうち自宅にあるグランドピ

アノの活用を考え、自宅でミニコンサートを開く。   

 最初は彼女の

母がその都度資

金カンパをして

く れ た。開 催 も

６年間で２０回

に も な り、自 宅

だけでは間に合

わ な く な り、児

童会館に話をし

協力を得、そこでの開催も3度になる。その費用も

彼女が負担している。「子どもたちのうれしい顔が

みたいから」という。一昨年から月一回自宅開放で

「子育てサロンまぁる・マル」も開催している。奥

さんの健康を気づかいながらご主人も、お子さんも

協力している。文字で書くと何行にもならないが、

誰にでも出来ることではない。ちょといい話とし

て、皆さんにお話ししたい。 
 

   祝 コンサドーレＪ1昇格 

 古田選手、荒野選手の活躍を期待します。 

 東川下町内出身の今年成人を迎えた古田寛幸選

手、同じく東川下町内出身で昨年プロ契約（二種登

録）を結んだ荒野拓馬選手の二名がコンサドーレで

頑張っております。 

 Ｊ１ではテレビ中継も多くなることでしょう。 

二人の選手を生んだ地域の私たちです。皆さんコン

サドーレの応援よろしくお願いします。 

 第９回かわきたゆきまつり開催のお知らせ 

 第9回のかわきたゆきまつりが平成24年2月18日

（土）16：30～18：00の前夜祭と2月19日

（日）11：00～16：00までの本祭りの二日にわ

たって川北児童会館前空地において開催される。 

大きな滑り台やかまくら、雪像の制作などのほか、

出店やステージでの催しもあります。実行委員会の

皆さんや共催の川北児童会館の皆さん共々、子ども

たちの健全育成に、また思い出に残るイベントにな

るよう頑張っております。多くの人のご参加を。 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆新年あけましておめでとうございます。 

 阪神・淡路から１７年、昨年は又、未曾有の大震災、

原発など、想定外と言われた大きな経験を負わされまし

た。◆今被災地では、助かった命に感謝し、若い力が立

ち上がり、「今後は復興に携わっていきたい」と地域づ

くりに向かう姿に感動をおぼえます。 

◆新年早々白石区内のマンションで知的障害のある妹と

姉とみられる遺体が発見された悲しい記事が載っており

ました。対応については色々あるかと思いますが、私た

ち地域の中で起こりうること。 

◆個人の生活まで立ち入ることの難しさ、「助けて」と

言える付き合い、地域での場づくり、地域での世話やき

や雰囲気づくり、などなど。人は何のために寄り添い、

集い地域社会を作っているのだろうか。考えさせられ

る。◆昨年は家族の温かさ、地域での人と人とのつなが

り「絆」の大切さを私たちに教えてくれた年でもありま

した。このことを今一度再認識し、気持ち新たに「地域

みんなでささえあう」を心に決め前進して行きたいと思

います。北の郷里、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ共々宜しくお願いします。 

おわびと訂正 
 １２月号で表彰された久保田隼斗君の名前が誤っており

ました。お詫びして訂正します（紙面版） 

北の郷里ネット版は訂正済みです。 

  
日時：平成２４年２月１７日（金）13：30～15：30 

場所：北都地区会館 ＡＢホール 入場無料 

演題：もしかして私も認知症？ 

   認知症とは、どう気づき、対応は、予防は 

講師：グループホーム福寿荘 武田施設長 

   元気と思っている人自由にご出席下さい。 

お店の紹介ページ掲載募集中（無料掲載）事務局まで 
北１３条通から初めております。皆さんのお店紹介します。 


