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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ー８７５－７９６９ 

  北の郷里（きたのごうり） 名前の由来 

 郷とは昔、郡内の一区画で数村をあわせたもの。郷里（ごうり）と
はその最小単位をあらわしていて、小さな「むらざと」を意味しま
す。郷里（ごうり）は近代においては郷里（きょうり、ふるさと）と
呼ばれています。 白石区には郷が三つあります。南郷、本郷と北郷
です。ここから「郷」を一字いただきました 北は白石区の北東、北
海道の北の文字、日本の北を示し、郷里は我が大地、むらざと、ふる
さとを示します。地紋は郷土の稲穂です。 
 「北の郷里」は北郷を連想させる名でもありますが、「日本の北の
ふるさと」との大きな意味を持たせながら、地域にあっては「ぬくも
りと優しさに満ちたまちづくり」を目指します。 

 創立２０周年記念式典 
 関副会長の司会で進行され小山副会長が開式
を宣言、古屋博二会長が式辞を述べたあと来賓
祝辞の前に歴代の連合会長、連町役員１０年以
上の方に感謝状の贈呈式がありました。 
 続いて、来賓の祝辞を頂き、白石区長の代理
で吉沢政昭市民部長、白石区町内連合会連絡協
議会会長の前田 廣氏の祝辞がありました。 
 前田氏からは北白石連町から北東白石連町が
分離独立したときの様子なども紹介され、歴史
の長さと共に、広域災害などで、連町同士も互
いに助け合えるよう連携を密にする必要性も話
され、白石区の各連町会長招待者も一様にうな
ずいておりました。 

２０周年記念祝賀会 
 祝賀会は、連町顧問の馬場泰年市議の祝杯で
始まりました。アトラクションも民謡と演歌歌
手松井 健のステージがあり、皆さん楽しく談

笑のあと、尾西前
会長の万歳三唱と
明日見副会長の閉
会のことばで祝賀
会を閉じました。 

 
 

感謝状を手に 
新堂氏（左）尾西氏

古屋博二会長の挨拶 

 北東白石連合町内会は昭和５２年北白石連合
町内会より分離独立して創立２０年になるのを
記念して、さる１１月１１日（土）１１時より
北都地区会館において関係各位をお招きし式
典・祝賀会が盛大に執り行われました。 

祝賀会会場を
盛りあげるス
テージと 
会場の皆さん 

 吉沢市民部長の祝辞 

【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 ◆北都商店街振興組合 ◆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
白石地区青少年育成委員会 ◆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 ◆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 ◆日赤奉仕団北東白石分団 

 

北東白石連合町内会２０周年 感謝状贈呈者氏名 
歴代連合町内会長 初代  新堂武夫 氏 
         二代  岡田邦三 氏 
         三代  尾西義夫 氏 
連町役員１０年以上者 
 明日見敬一氏、 小池嘉純氏、 古屋博二氏、 
 関 紘一氏、  繁泉将晴氏、 山本耕三氏、 
 細川秀宏氏、 嶌田美津江氏、 河村伍郎氏、 
 木下光子氏、  宮坂廣義氏、 高田 寛氏、 
 島田信也氏、 遠藤賢一郎氏、 田上敏昭氏、     
 岩 栄一氏  皆さんありがとうございます。 
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北東白石連合町内会創立２０周年   
北東白石連合町内会の誕生 

 北東白石連合町内会は昭和６１年１０月１日 
北白石連合町内会から分離独立しての設立総会が
東川下記念会館で開かれ初代会長に新堂武夫氏が
就任した。 
同時に北東白石連絡所の開設も東川下記念会館に
設置された。以降平成５年３月２０日現在の北都

地区会館が完成
し、北東白石連絡
所もこちらに移設
となり現在に至
る。 

 北東白石まち
づくりセン
ターと 
名称変更 
 今までの連絡所の
名称が上田市長の誕
生と共に名称が「北
東白石まちづくりセ
ンター」と変更に
なった。 
 永らく親しんできた「連絡所」の名称から「まち
づくりセンター」として、行政の機能も「まちづく
り」を意識した機能に変革。 
略して「まちセン」、ようやくなじみになってきた。 

JR千歳線平和駅開業 

 昭和６１年１１月１日JR千歳線に平和駅が開業 
当初は無人駅としての開業であった。平成１０年
に現在の駅舎となる。 
 平成元年１月８日 JR平和駅に通ずる柏山人道
橋が完成、開通式を行った。 

北東白石まちづくりセンター 
 小田原史佳 新所長就任 
 平成1８年１０月１日前任の富田秀則所長が韓国
に派遣となり、
新所長に小田原
史佳所長が就任
しました。 

年号 月 白石区長 月 北東白石連絡所 
所長 

S61年 4 後藤秀郎 10 島田邦敏 

S62年 6 藤田幸宏   

S63年     

H元年 4 稲童丸修 4 大中軍司 

H2年     

H3年 4 三川嘉郎   

H4年   4 仲川盛美 

H5年 4 西村公男   

H6年   10  西村允宏 

H7年 6 三井 尚   

H8年     

H9年   4 杉野忠夫 

H10年     

H11年 6 角田義寛   

H12年   4 濱上敏冶 

H13年 4 中原 榮   

H14年   4 入江二郎 

H15年     

H16年 4 土屋 逞 4 長谷部英司 

H17年   4 富田秀則 

２０年間の歴代区長及び連絡所長 

H18年 4 横山直満 10 小田原史佳 

東川下記念会館 

北東白石まちづくりリセンター 
   北都地区会館 

就任早々 
種々の新しい
行事などを精
力的にこなし
ている。 
小田原所長 

手前が旧人道
橋、奥に見え
るのが、シェル
ター付の新人
道橋（H１４年１
０月完成） 
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 白石区より厚別区が分区 

 平成元年８月５日白石区より厚別区が新しく分区
して誕生した。 

白石区ふるさと祭り開催 

平成元年８月５日白石区より厚別区が新しく分区し
たのを記念して厚別川の河川敷の両岸で開催。 
 白石区とのお別れ会が河川敷の特設ステージで行
われた。紅橋では白石側と厚別川とに別れ綱引を行
うなど、これが北東白石で行う「白石区ふるさとま
つり」の初回となった。翌年より白石区の各連町の
持ち回りとなりました。 
 次回は平成８年７月第２１回の白石区ふるさと祭
りを北都公園で開催した。 
 このときは、東川
下河川敷より北１３
条通りを北都公園ま
で消防の音楽隊を先
頭にパレードを行っ
た。その後、平成１
５年７月19,20日の
両日第２８回白石区
ふるさと祭りが北都
公園で行われた。 

北東白石児童会館落成記念 
 昭和６３年２月２６
日白石区で８番目の児
童会館が東川下に建設
落成致しました。 
 毎日多くの人が利用
しております。 
  

厚別川パークゴルフ場ｵｰﾌﾟﾝ 
 平成１０年６月１９日厚別川河川敷公園内に待
望のパークゴルフ場が完成オープン致しました。 
オープンと共に、東川下パークゴルフ同好会を設
立、運営管理を行っ
ている。 

 今では北東白石の
地域だけでなく厚別
地区の人々も多く参
加して、地域の人々
の健康と社交の場と
なっている。 

第２８回白石区ふるさと祭り 

厚別川親水広場できる 
 平成元年１２月厚別川親水広場の完成をみる。 
親子が水に親しめ、川原で遊ぶ事が出来る。 

 
 

H18年度連合町内会パークゴルフ大会 

 川下公園オープン 
平成１１年７月２４日、広域避難場を兼ねた総合
公園が完成、野球
場、テニス、パーク
ゴルフ場のほか、屋
内設備ではリラック
スプラザがあり、温
泉施設やプールも備
わっている。 

 北東白石まちづくり協議会発足 
 平成１７年５月１４日北東白石まちづくり委員
会が発足し、平成１８年５月２７日委員会から協
議会と名称変更がおこなわれ、現在この協議会の
中に地域情報広報委員会、世代間交流委員会、地
域安全委員会、地域活性化委員会の四つがある。 
 広報委員会発行の「北の郷里」も隔月発行で第
１０号となる。 

 七夕の集い 
 平成１４年８月７日より始まった七夕の集い
（実行委員会）も平成１７年度からは世代間交流
委員会で行っている。会場も北都地区会館から東
川下小学校体育館でも２回行った。 

 北東白石合同安全パトロール 
「チャリパト隊」「わんわんパト隊」発足 
 地域の安全
パトロールに
パト隊の開始
式が平成１８
年８月２０日
北都地区会館
で行われた。 

   記念特集 ２０年をかえりみて。 
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 もう早い物で１２月になってしまいました。 
「北の郷里」 も偶数月の発行で第１０号となりま
した。今号は北東白石連合町内会の創立２０周年の
特集を組んでみました。 
 ２０年はやはり長いですね。いろいろな出来事、
行事があって、思いでも深い物があります。 
 私たちの地域もこの２０年で、交通や施設、設備
など、いろんな改善がなされてきた２０年であった
ように思います。今後も安全で安心なまちづくりに
地域の皆さん声賭けあって「共に前進です」。                      
                    （Ｓ） 
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  社協「ニューイヤーコンサート」 
 平成１９年１月１３日（土）１３時３０分開演、
北東白石社会福祉協議会の「新春ふれあい音楽会」
のご案内です。北都地区会館にて毎年二回開催して
おります。 
１０月２８日には初めての民謡で、津軽の民謡を中
心に行い好評でした。 
 １月は新春にふさわしい音楽と曲を詰めておりま
す。皆様多数聞きに来て下さい。お待ちしていま
す。 

      行 事 予 定 案 内 
平成１８年～１９年 
子育て支援ミニ講座 
 １２月６日（水）  １０：００～12：00 北都地区会館 
ゴーゴーキッズ 
 １２月２０日（水） １０：００～12：00 北都地区会館 
白石区新年互例会  
 １月４日（木）  １６：００～    札幌フローラ 
白石区成人の日 
 １月４日（木）  １６：００～    札幌フローラ 
北都町内会新年会  
 １月７日（日）  １２：００～    北都地区会館 
川北町内会新年会  
 １月７日（日）  １３：００～     川北会館 
東川下町内会新年会  
 １月７日（日）  １４：００～   東川下記念会館 
川下団地自治会新年会  
 １月７日（日）  １8：3０～   厚別区「つぼ八」 
社協「新春音楽会」     入場無料 
 １月１３日（土）  13：30～15：30  北都地区会館 
東川下団地自治会新年会  
 １月１３日（土）  １９：００～  厚別区「つぼ八」 
川下町内会新年会  
 １月１４日（日）  １３：００～   川下会館 
人形劇 
 １月２０日（土） １０：００～１１：３０ 北都地区会館 
北東白石連合町内会新年会 
 １月２１日(日）   1２：00～  東川下記念会館
日赤奉仕団北東白石分団新年会 
 １月２５日（木）  1１：００～   北都地区会館 
 

 冬レクは「人形劇」だよ！  
平成１９年１月２０日(土) 参加費 無料 

  腹話術、紙芝居、人形劇の体験など、 
北都地区会館 １０:００～１１:３０ 
楽しいことがいっぱい。みんな来てね！ 

  詳しい事は、各町内会回覧、各小学校配布の   
  チラシをご覧下さい。 
  北東白石地区青少年育成委員会・ 
  北東白石連合町内会 

青少年育成懇談会行なわれる  
  10月17日、北都地区会館にて、第7回北東

白石地区青少年育成懇談会が行なわれました。
今回は「思春期の子どもの悩みと大人の課題」
というテーマで、札幌市子どもアシストセン
ター、少年育成指導者 佐藤 信様に講演して
いただき、その後、質疑応答、最後に、北都中
学校の川村校長先生にまとめていただきまし
た。 

  最近、多発している児童・生徒の痛ましい事
件が報道されているだけに、出席者全員が、真
剣にそれぞれの活動に生かしていかなければ
と、痛感した懇談会でした。 

   北東白石地区青少年育成委員会・北都中学
校区青少年健全育成委員会 

北東白石案内パンフレット作成中 
 広報委員会では現在北東白石地区を多くの人に
知ってもらうべく、小パンフレットを作成中で
す。年内の完成を目指しております。 
 完成いたしましたら、全戸配布の予定でおりま
す。 ぜひご期待ください。 

  子育て支援ミニ講座  １２月６日 
 １２月６日（水）１０：００～１２：００ 
 北都地区会館にて「こどもにとって遊びとは」 
をテーマに手作りおもちゃ、手遊び、親子遊びな
どいろいろな遊びについての紹介、年齢に応じた
遊びについてお話します。 
 お母さんの為のミニ講座ですが、お子様をご一
緒に御参加下さい。お子さんの遊ぶスペースも用
意してあります。会場に直接お越し下さい。 

ちょっといい話 
小澤幸子さん表彰 

 １１月１９日、平成１８年度札幌市青少年育成
大会において、北東白石地区青少年育成委員の小
澤幸子さんが、札幌市優良青少年育成者表彰を受
けました。 
 日頃、育成者として勤めている小澤さん、今後
も変わらずに活躍される事を期待します。 


