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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 

 各町内会総会・連合町内会総会開催 
 各単位町内会総会や北東白石連合町内会の総会

が開催され、新年度の活動が始まりました。 

 総会でのあいさつの中では、必ず昨年の東日本

大震災の事が言われ、今でも避難生活を余儀なく

されている方々を案じておりました。 

 私たちは今、あのような津波や原発の事故にあ

うこともなく生活できるのは幸せな事です。 

 「絆」「絆」と言われて、私たちの身近で大き

な変化があったでしょうか。ボランティアに目覚

めた人もおられるでしょう、募金活動に協賛した

り、家族で話し合った人もいたでしょう。 

隣近所で話し合った方もおられると思います。 

大きな変化はなくても、忘れかけていた「絆」と

いう心の変化はあったのではないでしょうか。 

 この一年、町内会や他の団体などでも言われた

基本は「向こう三軒両となり」の精神だったので

はないでしょうか。 

 「声かけて、向こう三軒両となり」 
 町内会の回覧版や町内の行事、清掃活動、親睦

会などやゴミ出し時など多くの接する機会もあり

ます。「こんにちは、お元気ですか」こんな一言

を声掛けあってみませんか。 

 自分からそんな恥ずかしいなんて言わないで、

「声をかける勇気」を持って、お互い何事も挨拶

からですよね。 

「町内会に加入しましょう」 

 町内会に未加入の方がいらっしゃいます。 

「自分は町内会に関係ないから」などとおっしゃ

る方がおりますが、人間一人では生きてはいけな

いのです。夜、街路灯が灯っていたり、道路の排

雪なども町内会費の中より負担しているから、快

適に過ごせるのです。 

 一人暮らしの方は特にいざ災害時の時には、名

前も判らなくては大変です。 

 町内会の班長さんと仲良くなりましょう。 

自分を知ってもらう事があなたの命を守ります。 

 お互いに「いたわりと思いやりの心」で接する

ことが出来たら、毎日が楽しく過ごせます。 

山岸 徹.北都中学校新校長による 

平成24年度入学式  

 

  

 平成２４年４月２２日（日）16：00より北都

地区会館２階会場において平成２４年度北東白石

連合町内会総会が行われました。 

 総会終了後１階会場において、白石区長、市民

部長などご来賓をお迎えして懇親会が行われまし

た。 上の写真 総会時の役員各位 

 平成２４年４月９日（火）北都中学校の入学式

が行われました。３月までの藤沢校長にかわり新

年度より山岸 徹新校長により挙行されました。 
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H24年度 各種団体代表者名簿 

 自分の町内会をもっ

と知りたい、知っても

らいたい。 

 他の町内会はどんな

活動をしているの？、

連合町内会はどんなこ

とをしているの？な

ど。 

 多くの皆さんの疑

問、質問に答えるべ

く、各町内会の専門部

には、どんな部がある

のかを調べてみまし

た。 

 左記表に部の名称と

主な内容を入れました

のでご参照ください。 

 各町内によって部の

名称、数も違ってお

り、詳しく聞かないと

理解できない所もあり

ます。 

 詳細は各町内会役員

にお尋ねください。 
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   まちセン駐車場で朝市開催 

東川下老人クラブ30周年式典・祝賀会 『北東白石地区合同防犯パトロール』 

  早朝街頭啓発始まる 

 

 木々の緑が色濃くなってきました、五月の第三

土曜日、北都町内会環境推進委員による、慣例の

マス花壇苗の植え付けが行われました。 

 新道側から東川下までの１３条通り商店街沿

い、そしてＪＲ平和駅から北都交番まで一直線

に、赤白のペチュニアの花を植えました。ペチュ

ニアはナス科の多年生一年草で、南アフリカが原

産、ツクバネアサガオの種だそうです。 

 マス花壇には紅赤色、淡白色の可憐な花が９月

いっぱい花を咲かせて、楽しませてくれるでしょ

う。 今年も路行く人に心和むよう、花にやさし

く、町内環境推進委員が花壇の水差し補給、雑草

除去など管理をしてまいりますので、温かく見

守ってください。 

 
  

 北東白石まちづくりセンター駐車場において 

平成２４年に入り初めての朝市が４月の最終日曜

日２９日に開催されました。以前の北１３条通第

一交通の場所

から変更致し

ましたので宜

しく。 

尚、朝市は毎

月、最後の日

曜日開催で

す。5/27、

6/24、7/29 

 ５月２０日 北東白石まちづくり協議会（地域安

全委員会）主催で北都町内会、東川下町内会、川下

町内会、川北町内会、川下団地自治会、東川下団地

自治会、各種団体からの参加者が、北都地区会館に

集合し、各町内まで、青色防犯灯車を先頭に防犯パ

トロールの幟や旗を持つ人や、チャリパト隊、ワン

ワンパト隊の人達による合同防犯パトロールが実施

されました。 

 北都町内会 枡花壇の植栽 

   

       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！ 

第８巻第  43号   2012.06.01. 

 

 

 平成24年４月８日東川下老人クラブの30周年

記念式典並びに祝賀会が東川下記念会館において

開会されました。 

 今年度総会において会長交代が行われ、新会長

には河合詔

安氏が山口

会長から引

き継ぎ新し

い会長とし

て選出され

ました。 

早朝街頭啓発が始まりました。今年度も無事故で！ 

写真左 秋川保健部長  写真右 堤 区老連会長 

記念式典で最後の式典挨拶をする山口栄吉会長 

  長年 ご苦労様でした。 



 「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 
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 北東白石まちセンに高橋さん配属 

一日延びた各小学校運動会 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆電力不足が懸念される夏、 北海道も、－７％

の予想がされており個々人がチョットした気遣い

で消費を抑えていきましょう。再度、石炭や自然

エネルギーを見直す時ではないでしょうか。 

◆５月２１日金環日食で湧きあがった。これを記

念して全国的にプロポーズした人が結構いたらし

い、指輪に見えた人、金メダルに見えた人、本年

７月に行われるロンドンオリンピックでの金メダ

ルを思い何個とれるかと思いを寄せる人がいた。   

 １８年後２０３０年北海道が金環日食になるの

で、皆様長生きして是非見ましょう。 
◆町内会や各種団体の総会が５月いっぱいまで行われる

ため、新年度の最後は実質６月からになってしまう。 

 町内でもいろんな活動が始動している。皆さんもどう

ぞ一緒に活動の輪に入り地域での親睦を深めませんか。 

◆街づくり協議会広報委員会も新メンバーが決ま

り６月４日13時30分第１回の委員会を北都地区

会館で開催いたします。 

 北東白石まちづくりセンターに、稲垣さんに代

わって新しく４月１日より高橋亜希さんが配属、

元気で仕事をこなしております。皆さんどうぞ宜

しくお願いします。 

 

 

写真左より 

 

高橋さん 

 

池端所長 

 

米山さん 

白石区長より表彰式授与 
 北東白石連合町内会総会終了後、次の方々が白

石区長より表彰されました。 

◆区長表彰状（２０年以上） 

・佐々木 武  様（川下団地自治会） 

◆区長感謝状（10年以上） 

・伊藤 友太郎 様（北都町内会） 

・川村 四郎  様（北都町内会） 

・大橋 克博  様（川北町内会） 

・井浦 睦夫  様（東川下町内会） 

清掃ボランティア活動実践者表彰 

・小川 輝子 様（川北町内会） 

楽しみにして

いた小学校の

運動会、天候

の為一日延び

て５月２７日

（日）に行わ

れました。 

     地域の小・中学校・児童会館の先生方  

学校名 校長   教頭   

北都中学校 山岸 徹 田中 正実 

北都小学校 阿部  均 松田 潔明 

東川下小学校 中村 渡 湊 義行 

川北小学校 西川 洋一 小山 仁 

北東白石児童会館   館長 平木 宏明 

川北児童会館   館長 平間 圭二 

北都小学校ミニ児童会館 館長 大松 克行 


