
【北東白石まちづくり委員会の構成団体】 
 北東白石まちづくり委員会の構成団体＝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 

      感動した 北都中学校卒業証書授与式 
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発行所 
 北東白石まちづくり委員会 
    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。 

 壇上で担任が自分の名前を呼ぶのを待つ。次は自分の
番だ、緊張する場面である。 
 名前が呼ばれた。「ハイ」と返事をして前に進む。正面
まで進んで90度向きを変えて一歩前へ演壇の前に立つ。 
 「おめでとう」学校長の言葉があり、自分の卒業証書が
差し出された。 
 最初左手で受け、右手を添え、受け取って一歩下がる。
証書は左手の脇に添え学校長を向きゆっくり一礼する。 
 礼をし終えたら、回れ右、最後の右足を引いて左足に揃
えて真っ直ぐ顔を上げる。降壇する。降壇し自分の席に着
くまでが緊張である。 
 この間一人ほんの２分か３分位の間であるが、卒業生に
は一生に一度しかない経験である。 
 リハーサルをしたのか、どれだけ教えられたのかは知ら
ぬが、今年の卒業生はこれら一連のことが、きっちりと出
来ていた。223人全員である。在校生への見本でした。 
 3月15日、列席していた皆さんも感じたことと思います
が、厳粛なる卒業式のなか、その行動は素晴らしく、感動
致しました。 今年からは在校生も全員が会場に入り、
PTAの父母の参加も多く、会場いっぱいの中、在校生の送
る言葉、卒業生のお別れの言葉の後、在校生の「旅立ちの
日に」合唱、卒業生の「巣立ちの歌」とつづき、最後に全員
での合唱と、歌う彼らの目にも涙のフィナーレでした。 

すがすがしい感動を受けました。 
今後は、合唱した曲の歌詞にあるように、「新しい未来

を信じて、若い力を信じて、大きな青空へ旅立とう。」 
美しい未来へ向かって大きく巣立てほしい。開校より

7,000名の卒業生を育ててきた先生にも感謝致します。   
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子ども会でも 交通安全教室 
 

 東川下子ども会では交通安全教室を開催致しま
す。 ご案内は下記の通りです。 
日程  4月４日（火）、9：45受付11：00～11：45 
場所  東川下小学校体育館 
持ち物 上靴 
内容  交通安全のお話 ゲームなど 
主催  東川下子ども会 
 参加費は無料です。小学生だけでなく、幼児・保護
者の方の参加もOKです。おみやげも用意していま
す。 

   地域で子供たちを支えあう 

 
 

北
都
中
学
校 

 

川
北
小
学
校 

春の交通安全市民総ぐるみ運動
（全国一斉）の実施について 
（４月６日（木）～４月１５日（土）までの１０日間） 

 白石区交通安全運動推進委員会では、ピカピカ
の一年生の入学式に合わせ、今年も表記の 交通
事故防止運動を展開します。 
 北東白石地区では、北都小学校・東川下小学校・
川北小学校周辺の主要道路交差点で学童の登下
校時に新入学児童を中心に、悲惨な交通事故にあ
わぬよう交通安全の指導を行います。 

参加団体は、北東白石地区交通安全実践会・各
小学校スクールゾーン実行委員会の皆様方です。 

 又、参加各委員は、交通安全指導時に、全国的
に多発している学童に対する凶悪犯罪を起こさせ
ぬことにも注意を払っております。 
 車社会に不馴れな新入学児童及び他の学童が、
交通事故ばかりでなくあらゆる事故にあわず、ラン
ドセルを背負い元気いっぱい安心して通学できる
環境を作って行きたいものです。                                   
町内の家庭やドライバーの皆様方の温かい心配り
をお願い致します。 

交通事故から新入学生を守ろう 
   腹話術で交通安全を 

川北町内会の取り組みを紹介します。川北町内会で
は 今 年 も、3
月 19日（日）
青少年部と交
通部との共催
で小学校の
新入学生お
祝い会を行い
ました。 

川 北 小 学
校と北都小学
校へ入学する
新一年生と親
たちが、腹話術での交通安全のルールを学んだり、手品
を見ました。又青少年部のお兄さんたちと、みんなで楽
しいゲームを
して遊びまし
た。元気いっ
ぱいの新一
年生。みんな
で守りましょ
うね。 

 
交通安全母の会でも早朝街頭啓発 
 今年の交通安産早朝街頭啓発は４月6日8時より
札信前で行います。 
 現在は母の会をはじめ交通安全指導員、交通安
全実践会、PTA、町内会、老人クラブなどの方々が
大勢参加していただいております。 
 町内から交通事故を起さない、また、町内の方が
車を運転して事故なく無事に毎日が過ごせますよ
うに。交通安全母
の会はそんな母の
希望から生まれた
団体です。 
 地域の安全は 
 みんなのねがい 



 北東白石まちづくり委員会広報紙           き た の ご う り 

   大人たちの愛を今！！ 
第2巻第 6号   2006.04.01. 

Page      3 

  

   地域の安全はみんなで！ 
 「わんわんパトロール」も参加 
 

 「地域の安全は地域のみんなで！」地域の防犯、防
災など町内会などで実践されているが、川下5条3丁
目、愛犬家の鈴木明男さんも実践者の一人です。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 鈴木さんは毎日愛犬の散歩を行っている。毎日散歩
に出ると、同じように愛犬を連れた人に出会う。 
 多くの人が散歩に出るのであれば、散歩しながら、
地域の安全や、子供の防犯にも目を向けてもらったら
と考えた。 
 町内で使用している安全パトロールのジャケット地を
改良してを愛犬にも着せてみた。 
 これならいける。多くの愛犬家の皆さんが利用され
たら地域安全パトロールの一役になれると思う。 
 愛犬家の仲間の皆さん。愛犬用ジャケット代少しか
かるんですが、ご一緒しませんか。 
  
 お問い合わせは、広報委員会TEL８７５－３０７７ま
で 

北
都
小
学
校 

東
川
下
小
学
校 

子供の安全で安心できる 
「冬季における遊び場」作り 

子供たちが道路においての遊び（ス
キー、そりなど）から事故に巻き込まれる
ケースがあり、安全な遊び場所の確保が求
められておりました。 
 このため、町内会のボランティアの有志
が「ねむの木公園」に２～３年前から雪山
を作り、安心して遊べる場所を確保しまし
た。これにより、子供たちは毎日のように
スキーやそり遊びに安心して興じることが
できました。 
 冬季の「ねむの木公園」は綺麗な雪、見
晴らしも良い安全な場所であります。 
子供たちの遊び場として推奨いたします。 

     安心して、あそんでます。 



   ーーーー 編集後記 －－－－ 
 4月になると新入学生の季節。地域のなかでみんな
で見守ろう。そんな願いが6号の中心テーマでした。 
スクールガード、町内会のパトロールなど記事に出来
なかった所がまだまだあります。多くの人々、団体が 
支え合っており、この支え合いの輪、ふれあいの輪
がますます大きくなることを願います。 
 北の郷里ホームページ試運転中です。ＵＲＬは
http：//www.galaxy.city.sapporo.jp/ 
                    shiroishi/kitano-gouri/           
です。 

下記メールまで皆様のご意見お待ちしています。 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ bz848139＠bz01.plala.or.jp 
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  ～ ちょっといい話 ～ 
 

金田さん「カラオケセット」を寄贈 
 

 地域の広場「遊学館」（東川下バス停前）では、シ
ルバーサロン（月曜）、囲碁・将棋サロン（水曜）、やパ
ソコンクラブ（金曜）、料理サロン（金曜）などを行って
いる。こんな記事を見た金田節子さん（川下3条5丁目
在住）から電話がありました。「以前お店で使ってい
たカラオケセットがあるんですけど」「遊学館で必要
なら使ってほしい、寄贈しますので」こんなうれしいお
話でした。 
 早速お伺いし戴いてまいりました。レーザーデスク
セットでマイクからモニターテレビまで付いていまし
た。ありがとうございます。他のレーザーデスクも一
緒にセットしましたので、CDやレーザーデスクもOKで
す。好きな曲やドラマなど持参も寄贈もOKです。    
 ご寄贈に感謝し、皆さんで楽しく使わせて頂きま
す。ありがとうございました。 
 尚、上記四つのサロンは正式に「福まち」の「サロ
ン」として申請、認可されましたので、皆さん御参加下
さい。     申し込みTEL873-8686島田まで 

 

 平成18年度、                               
北東白石地区「子育てサロン」開催ご案内 

サロン名 ゴーゴーキッズ 子育てサロン 子育てサロン 

場所 北都地区会館 川北児童会館 北東白石児童会館 

連絡先 TEL875-3077 TEL872-0002 TEL875-1311 

開催時 第４水10.00～ 火曜 10.30～ 金曜 10.30～ 

開 4月 26 18・25 21・28 

  5月 24 2・9・16・23・30 12・19・26 

催 6月 28 6・13・20・27 2・9・16・23・30 

  7月 26 4・11・18 7・14・21 

月 8月 23 22・29 25 

  9月 27 5・12・19・26 1・8・15・22・29 

日 10月 25 3・10・17・24・31 6・13・20・27 

北東白石 今 後 の 行 事 案 内 
 行  事 開催日 時間 場所 
北都町内会     総会4月16日 13.00～ 北都地区会館 

東川下町内会    総会4月16日 13.30～ 東川下記念会館 

川北町内会   総会4月9日 13.00～ 川北会館 

東川下団地自治会 総会4月16日 13.00～ N集会所 

川下団地自治会 総会4月16日 11.00～ S5集会所306 

川下町内会   総会4月9日 13.00～ 川下会館 

北東白石連合町内会 総会4月23日 16.00～ 北都地区会館 

民生・児童委員会 ｺﾞｰｺﾞｰｷｯｽﾞ 第4水曜 10.00～11.30 

社会福祉協議会 総会5月19日 18.30～ 北都地区会館 

青少年育成委員会 総会4月11日 18.30～ 北都地区会館 

体育振興会 総会   
交通安全実践会 総会4月20日 18.00～ 北都地区会館 

交通安全母の会 
街頭啓発4/6
札信前 

5/1生協前 6/5ﾎｸﾄｽﾎﾟｰﾂ前 

日赤奉仕団北東白石

分団 
総会5月25日 10.30～ 北都地区会館 

東川下子ども会 交通安全教室 4/4. 総会4/30. 
 〃 新入学お祝い
会 

4月30日   

まちづくり委員会 総会5月27日 13.30～ 北都地区会館 

 地域のお店紹介 こんなところにこんなお店が 

 昨年の暮れ、北13条通り生協の西、北都側に 
オープンした焼肉店、炭焼ほるもん「点家」。 
以下当編集委員Mさんのご夫婦食べある記です。 
 塩ホルモンを目当てに2回目のノレンをくぐる。
若いスタッフが明るい笑顔で迎えてた。接客態度が
好感をもてる。店内は小上がり席に区切られ、ゆっ
くりと飲食できるレイアウトになっていた。 
 塩ホルモンは、やわらかい中にも歯ごたえがあ
り、絶品かも、ラムは匂いも少なく、あっさりして
いて、やわらかく上品な味わいがあり気に入る。 
 また、お薦め海鮮の厚岸産「殻カキ」と「冷凍あ
わび」は値段も
手ごろでおすす
め。 
 赤々と燃える
備長炭の炭火
焼、好みの焼加
減で味わえる幸
せの瞬間でもあ
る。 
 最近は町内の
リピーターも増
えているとか。 
 
  写真  
お店と 
スタッフの皆さん
（中央が店長） 


