
【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 

 ‘０６スタート まちづくり協議会と名前が変わりました。 
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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。 

 まちづくり協議会と名前が変わりました。 
 北東白石まちづくり委員会は平成１６年１１
月下記構成団体によって発足いたしましたが、今
回四つ目の委員会を新設するにあたり、全体の名
称をまちづくり委員会から「北東白石まちづくり
協議会」に変更し新たな発展を期すこととなりま
した。 
 さる５月２７日の総会において、現在、地域情
報広報委員会、世代間交流委員会、地域安全委員
会の三つの部門委員会があり今回新たに四つ目の
委員会（仮称地域活性化委員会）が新設されまし
た。 
 これを機会に委員会の中にまた委員会があり、
外部の人にもわかりやすくした組織にする為、全
体の名称を協議会としそのなかに委員会があるこ
とに変更したものです。 
 尚、総会において尾西義夫委員長の勇退に伴い 
古屋博二氏が新たに委員長に就任致しました。 

 白石区長が変わりました 
4月より就任した「横山直満」新区長を紹介しま
す。 

 土屋 逞
 たくま

区長に代わ
り４月より横山直満
新区長が就任しまし
た。右写真は北東白
石連合町内会の懇親
会においでの時の写
真です。 
 当日は新任の吉沢政
昭市民部長、同じく
新任の川越 卓地域振興課長もおいでになりまし
た。 
 北東白石連合町内会長も変わりました。 
 永年北都町内会長であった「尾西義夫」さん
が北東白石連合町内会長を務めておりました
が、今回勇退の申し出があり、新会長に東川下
町内会長の「古屋博二」
さんが選出されました。 
 北東白石連合町内会は
６つの単位町内会で構成
されております。 
「住み良いまちづくりの
ために」みんなで協力し
て進めて行きたいと新会
長の挨拶でした。 
（総会関連記事２面に） 
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 “白石区に郷土館を“ 
 白石郷土館設立期成会総会開かれる! 
 
“白石区に郷土館を“の呼びかけで、昨年9月に発
足した期成会の第一回目の総会が5月20日(土）午
後1時半より白石区民センター３階で行われまし
た。 
 会場は白石にぜひ「郷土館」をつくりたいとの
熱気あふれる総会で、設立期成会では次の点が確
認されました。 
①郷土館設立の場所は白石本通１７丁目北3-25 
 現白石亭（旧文化交流館）の敷地とする。 
②建物については当面白石亭の活用も含めて、空     
 き地部分も利用を検討する。 
③白石郷土館設立の為の署名活動（１万人目標。  
 現4180名）を引き続き行う。 
④期成会の運営の為この会員を増やす（月１００  
 円会費）。 
⑤広報紙も発行する。 
⑥資料の収集及び収集品の整備。 
 以上が主な確認事項でありますが、皆さん趣旨
に賛成の方は、会員になるか署名運動をぜひ応援
してください。 
 総会終了後希望の方で、以前札幌市文化交流館
（現白石亭）の館長を１０年以上務めていた村井 
昭さんの案内で白石亭の内外を見て廻りました。 
 ここの庭園に
は珍しい木も含
め１３８０本の
樹木があるとの
事。桜、梅、
松、おんこ、つ
つじなど、すぐ
判るものもある
が、チシマザク
ラや道内一のクロフネツツジなど、説明を聞い
て、なるほどと言う貴重なものが沢山あります。
庭は素晴らしく、さすが札幌市が外国のお客様を
接待する場所として利用していたことがうかがえ
ます。 
 しかしお庭全体の荒れが目立ち、東屋も今にも
崩れそうで立ち入り禁止であったり、植木の剪
定、管理をも
う少ししっか
りやらなくて
は、せっかく
の庭が価値の
無い庭になっ
てしまうとつ
くづく感じま
した。 

 平成１８年度連合町内会総会開催 
 

 北東白石連合町内会の平成18年度定期総会が４
月２３日北都地区会館において開催されました。 
 上の写真は 
尾西義夫会長の最
後の総会で、いま
まで尾西会長の勤
めてきた功績は非
常に大きな力であ
り皆さんが認める
ところです。 
 本当に長らくお疲
れ様でした。 
ありがとうございま
す。感謝申し上げま
す。 
（下は区長を迎えて
の懇親会です） 

  街路樹花壇桝の花植始まる 
 東川下町内会、東川下団地自治会、川下団地自
治会の三町内会では毎年合同で北１３条通りなど
の街路樹の花壇桝花壇の整備や厚別川河川敷の花
壇の植栽も合同で
行っている。 
 今年は５月１４日
の日曜日に、雨の中
でしたが皆さんきれ
いな花を楽しみに植
えました。 
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 白石区長より感謝状 
 多年にわたり北東白石地区の町内会活動など自治
振興に尽力し区政の進展に寄与されたことに対し横
山白石区長より感謝状の贈呈がありました。 
 感謝状を受けられた方は次の方です。 
 中澤一郎さん  （北都町内会） 
 宮下宏光さん  （北都町内会） 
 高橋 甫さん  （北都町内会） 
 島田信也さん  （東川下町内会） 
 南部幸吉さん  （川北町内会） 
 廣澤香代子さん （東川下団地自治会） 
 高橋征市さん  （川下団地自治会） 
 宮本健二さん 
（川下団地 
  自治会） 
北都地区会館での
感謝状贈呈式の様
子です 
おめでとうござい
ます。 

 村井昭さんの案内で庭の説明を聞く皆さん 
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 ポッポ保育園では端午の節句にち
なみ「お餅つき」をしました。 
 東川下ポッポ保育園（川下３条５丁目）では毎年
５月端午の節句にちなみ園児たちと一緒に「おも
ち」をついてお祝いをしています。 
 餅つきは父兄のお父さんお母さんもお手伝いに来
てくれて、ぺったん、ぺったんとつかれていく様子
を真剣なまなざしで、また掛け声をかけながら楽し
みました。事前に丸めておいた「あんこ」の入った
あんこもちも、みんなで美味しくたべました。                                           
 

今年も来たよ！マガモさん！ 
 なぜか数年前から春になると、東川下小学校横
の幹線排水路近く（北郷４条１４丁目）の水溜り
に「マガモ」のカップルが来るようになり、近所
の人、通行人を楽しませてくれます。どうしてこ
んな水溜りがお気に入りなのか？不思議です。水
が無くなるまでのほんの短い間だけど、また来年
も来てね！「マガモ」さん！ 

 みんながんばれ！ 運動会 
 ５月２７日（土）東川下小学校の運動会が行わ
れました。待ちに待った朝の花火でした。当日は
晴天のまさに運動会日和でありました。 
 前日はよく眠れましたか、期待に胸がドキドキ
眠れなかったかも知れませんネ。 
 お母さん、お父さんは明日のお弁当の支度とか
お子さんのために遅くまで起きていたのではない
でしょうか。当日は朝から快晴で、スタンバイは
ＯＫの様だったようです。グランドは早くから満
員席でした。 
 また児童の皆さんも今年のテーマのごとく、輝
やいておりました。  東川下小運動会写真です 

交通安全教室でおもしろかったこと 
  東川下小学校 ２年 にしむら あまた 
 いちばんおもしろかったことは、クイズと、ま
る子ちゃんのビデオです。クイズでは、安全教室
の話にカレーライスが出てくるとは思いませんで
した。 
 ビデオは、おもしろく見ているうちに自転車の
危ないところが良くわかりました。自転車に乗る
時は、お友だちとならんではしらないようにしま
す。 
 それから、ぜったいに道路にはとびださないよ
うにします。 

 ５月２８日（日）北都小学校の運動会は雨で
中止となりました。みんな期待していたのに残念
でしたネ。６月３日はきっと晴れますように。そ
れでもダメなら６月４日があるよ。 



   ーーーー 編集後記 －－－－ 
 第６号でまる一年が過ぎました。ほっとするのもつ
かの間、７号は二年目の最初の号となります。今期か
らは会も委員会から協議会へと名称も変更致しまし
た。        
 新しい委員会も発足いたしますので、広報もいろん
な情報を伝えて行きたいと思いますので、どうぞ宜し
くお願いいたします。 
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。試験作成中ですのでご意見
下さい。   今号担当  島田 芦田 菅野 
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     行 事 予 定 案 内 
白石区ふるさとまつり      アサヒビール園 
  ７月１６日（日） １０：００～２０：００ 
東川下団地自治会夏祭り      自治会内公園 
  ７月３０日(日) 13：00～20：00 
北都夏祭り盆踊り大会         北都公園 
  ８月 ５日(土)  
川下団地自治会夏祭り       自治会内広場 
  ８月 ６日（日） 13：00～20：00  
川下町内会夏祭り           川下会館   
   ８月 ６日(日) 13：00～20：00  
東川下町内会盆踊り         東川下公園   
  ８月１２日(土)～１３日（日）予定・開催日未確定 
川北ふるさとまつり      川北なのはな公園   
  ８月1２日(土)～１３日（日）予定・開催日未確定 
東川下地区ふるさと祭り  厚別川パークゴルフ場 
  ８月２７日（日）予定・開催日未確定 
※ご注意 上記お祭り・盆踊りの日程は昨年に順じて載せ
ましたが、期日未確定のところは各町内会にお問い合わせ
下さい。 
「福まち」独居老人さわやか交流会 北都地区会館 
    ７月６日（木）午前１０：００～ 
北東白石「七夕の集い」  東川下小学校体育館 
     ８月７日  13：００～ 
防災お泊り会     北都地区会館 
    ９月2日～3日 
北東白石「ふれあい遠足会」 北都ー川下公園 
    ９月９日（土） 午前１０：００～ 

 北東白石「ふれあい遠足会」予告 
 北東白石「福まち」島田委員長（社協会長）で
は９月９日（土）北都地区会館から川下公園まで
の「ふれあい遠足会」を予定しております。 
 参加は地域のお子さんからおじいちゃんまで、
お一人でも、ご家族でも参加自由です。 
 川下公園ではみんなでお食事をしたり、遊んだ
り、一日楽しい遠足にしたいと思います。 
 詳細は次回号で発表します。皆さん予定に入れ
ておいて下さいね。 

   「福まち」だより 
「さわやか交流会」のご案内 
 独居老人を対象に「さわやか交流会」を開催致し
ます。 ７月６日（木）午前１０：００～北都地区会館 
 申し込みは地区の民生委員にお申し込み下さい。 

新設「川北いきいきサロン」のご案内 
 「福まち」では川北会館において「いきいきサロ
ン」の開催を予定しております。開催は月二回 
第一と第三木曜日午後１時３０分からの予定です。 
 現在参加者を募集しております。高齢者の方なら
何方でも歓迎です。たまには外出して皆さんとお話
しませんか。お問い合わせＴＥＬ876-3833 
 

厚別川パークゴルフ場５月３日オープン 
 東川下パークゴルフ同好会では厚別川河川敷に
ある「厚別川パークゴルフ」コースを５月３日の
祭日にオープン致しました。 
 今年４月中にコースの整備をし、ネット張り、
草刈などオープンへの準備を進めてきました。 
 ４月２９日は総会を開き、昨年度の事業報告や
今年度の事業計画を了承しました。 
 会員が３００人にもなったので、今年度は特
に、マナーの向上をはかり、コース内のプレー時
だけでなく、プレーの開始・終了時間や周辺地域
への路上駐車禁止を守るなど、地域の中でお互い
楽しくプレーをして行きたいと思います。 
 掲示板にお知らせ、注意事項も掲示してありま
すのでご覧下さい。 
 今年度の例会は第１回が５月２３日で皆さん待
ちに待ったパワーを発揮しておりました。 
次回は６月１８日、第３回は７月２日日帰りツ
アーも企画して
おります。１０
月１４日まで６
回の例会があり
ます。１１月３
日がプレー最終
日です。 
 
写真５月２３日例会
での女子上位入賞者 
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   滝野すずらん丘陵公園へ行こう！  
  ー 自然のすばらしさを見つけよう！ － 
 平成１８年７月９日（日） 参加費３００円 
 今年も野外レクを行います。 
詳しい事は、各町内会回覧、各小学校配布のプリ
ントをご覧下さい。 
 
 北東白石地区青少年育成委員会・北東白石地区
子ども会連絡協議会・北東白石地区連合町内会 


