
【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 

 白石音頭で始まった 第31回白石区ふるさとまつり 
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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。 

 すっかりなじみになった白石音頭 
 7月16日天候に恵まれた中、31回目の
「白石区ふるさとまつり」のオープニン
グ。 
 もうすっかりなじみになった白石音頭で
始まりました。昨年から、ふるさとまつり
の会場が南郷通りの「アサヒビール園」に
変わりはまなす館前の庭園でのオープニン
グでした。毎年この音頭には白石の８つの
連合町内会の婦人部の皆さんが踊っており
ます。 
 白石音頭については、開会式で加藤副市
長が「白石区民ｾﾝﾀｰのオープンの時「都は
るみ」のレコーディングした最初のレコー
ドが台風の為到着が遅れてようやく間に
合った」とのエピソードも紹介されまし
た。 
 当日は3万人の来場者、ふるさとの出会
いと感動の1日を紹介します。 

 開会式は「はまな
す館」２Fで 
 白石区ふるさと会清
水昇会長の開会挨拶で
は、昨年からは「ふる
さとまつり実行委員
会」が中心となり区内
の8つの連合町内会、
関係諸団体、企業も参
画する形で、アサ
ヒビール園白石店
を会場にして開催
していることなど
が話された。 
 風間宮城県白石
市長は「白石区に
負けない白石市を
造って行きたい」
と述べ、「子供たち
にも、ふるさとの思い出
を沢山作ってほしい」とエールが送られました。 
 ステージのトップは白石本陣太鼓演奏 
 小学一年生
の女の子も加
わっての素晴
らしい演奏で
した。 

開会挨拶での清水会長 

来賓挨拶 風間白石市長 

白石本陣太鼓 
演奏風景 

連合町内会婦人部の皆さんによる白石音頭 
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 “子ども遊芽カーニバル” 
 「白石区ふるさとまつ
り」のなかより、子ども
向けの催しを紹介しよ
う。 
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 滝野すずらん丘陵公園で 
自然を見つけたよ！ 

       
  ７月９日（日）、参加者１１０名。迷子になら

ないようにと頭に黄色のバンダナ、靴も間違えな
いように黄色のビニールテープを目印に張り、大
型バス２台で滝野へ出発。 

  到着後、それぞれのグループに分かれて行動で
す。こどもの谷、スタンプラリー、草花の観察、
カエルやカブトムシを捕まえた子など、広い公園
内を左右・縦横に走り回り、それぞれに自然のす
ばらしさを見つけたようです。 

  帰りのバスの中では、どの子も「楽しかっ
た！」とにこにこ顔。引率の私たちともすっかり
仲良くなり、とても盛り上がりました。 

  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  

 本陣太鼓を勇ましくたたいた、かわいい彼女。 
手品、紙芝居、腹話術、そして区長と遊んだゲーム 
などなど、沢山ありましたね。 

そして、 
クリスタル館では 

 

絵本を読んでくれたり 
昔遊びを楽しみました 

 また、宮城県の弥治郎こけ
しの実演がありこけしの製作
を自分で体験できました。 
 子どもはのびのびと、こけ
しに絵を入れておりました。
太鼓といい、吹奏楽いい、子
どもの可能性は無限。すくす
くと、そして、のびのびと成
長してほしい。この祭りが、
子どもの「ふるさと」とし
て、心に残りますように。 

 
とっても楽しかった、滝野丘陵公園！  

                いけだ はる な  
    北都小学校 ３年    池 田  華 菜  

 ７月９日、日曜日に「滝野すずらん丘陵公園で 
自然を見つけよう！」に参加しました。 
 グループに分かれて、クイズラリーをしました。
チェックポイントは７か所で、とても広い公園の中
を相談しあいながらさがしました。わたしのグルー
プでは全部回りま
した。 
 お昼は、みんな

でシートの上で
お弁当を食べま
した。 

 午後から、こど
もの谷で遊びま
した。 

天気もよくって、とっても楽しい一日でした。 
 また、来年も参加したいです。 

    夏の交通安全運動 
 夏の交通安全、特に子どもと高齢者の交通事故防

止にご注意下さい。厚別通りでも死亡事故が発生
しました。事故がつづいております。 

 北都中学校区青少年
健全育成会の役員総会
が7月20日北都中学
校で開かれました。 
3小学校、町内会、関
連団体で構成されてお
ります。 
 今年の４校交歓音楽
会は２３回めとなり、１１月１０日に決まりました。 
 北都中は今年水廻りの大規模改修が始まります。 

澤田北都中ＰＴＡ会長の挨拶 
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  ちょっといい名刺のお話 
 先日、白石区のふるさと祭りに出席された 
風間康静白石市長の名刺を紹介しよう。 
 広げると普通の名刺の二倍半の大きさ、表面は市
長のお名前住所があり、三つ折を開くと、白石ウー
メン、弥治郎こけし、白石和紙、の郷土品の写真と
解説がある。蔵王連峰、小原温泉、兼先温泉と白石
城の写真もあり、白石市の木、花、鳥の紹介もさ
れ、裏面は宮城県白石市の概要で地図入りの交通ア
クセスまで描かれていた。 
 もっと凄い名刺は、住みたくなるまち日本一に輝
いた福井県、福井市長酒井哲夫氏の名刺だった。 
 大きさは普通の名刺だが四つ折になっており名刺
の4倍裏表で、表は市長の名前だが、さて中を広げ
ると福井城の門の写真がありその周りには、勝家と
お市の方、松平慶永、橘曙覧など歴史上の人物と郷
土博物館の写真がある。 
 門を左右に広げると、そこには福井の歳時記を春
夏秋冬8枚の写真で紹介するほか、福井名物の、木
の芽でんがく、金福スイカ、越前おろしそば、水よ
うかん、越前ガニが紹介されている。裏のページは
「交・響・楽・彩」「ふくい」が地図で示されてい
た。酒井市長によると、「この名刺で福井市の歴史
を知ってもらい福井のPRが何時間でも話せる」と
のこと。 
 二人の市長の名刺を拝見すると、その市のことが
楽しく理解できる。もらって嬉しい名刺であろう。   
 さて、わが札幌市長や区長の名刺はいかが？ 
  

 

 
 
 
 
   

 
  
 
 
 
    

ご存知ですか？ 近隣の図書室を 
    北白石地区センター図書室 

 北東白石地区には図書
館がなく不便に思ってい
る方に近くの図書館をご
紹介します。 
 白石区北郷３条７丁目
9-20（13条通りと水
源地通り交差点）の北白
石地区センター内にあります。 
 蔵書は、27000冊ありジャンルは子ども・大
人・趣味と幅広く取り揃えています。 
 開館は火曜日～日曜日の午前９時～午後５時まで 
（休館は原則毎週月曜日・第４金曜日）となってい
る。本を借りるときには、貸し出し券が必要。 
 貸し出し券は住所を確認できるものを持って行く
とすぐ作れます。 
 図書室の人が教えてくれたココが便利♪ 
☆貸し出し券は、札幌全市共通で使えます。 
☆１０冊まで・期間は２週間まで借りれます。 
☆返却も市内で共通、どこでも返せます。 
☆読みたい本がなかったら、係りの人に相談して。 
北白石地区センター内図書室 TEL874-8232 

   さあ 夏休み！！ 
 夏休み子ども交通安全１日教室 
 ７月２６日（水）今日から小学校の夏休みが始ま
ります。白石区交通安全運動推進委員会では「夏休
み子ども交通安全１日教室」を開催。今年度は東川
下小、北都小の児童４０名が参加、北都小学校で９
時より「１日交通指導員」の任命式を受け、バスに
乗車、北海道警察本部道路交通管制センター・司令
室を見学、白バイにも乗って歓声を上げておりまし
た。 
お昼は川下公園で
昼食。最後に中央
バス白石営業所で
交通安全メッセー
ジを伝達、所内の
見学もしました。 
 大きなバスをリ
フトで上げバスの下から車の説明もありました。 

 目の不自由な方・字が読みにくい方に朗報 
 新聞が読めない・読みにくくなったそんな時、    
  声のボランティアグループ「札幌リーディングサービ
スグループ」（代表 田中 隆子）を紹介します 
 札幌リーディングサービスグループは、昭和62年に設
立され、視覚障がい者及び文字を読むことが困難な人―の
「朗読のプライベートサービス」を行うことを目的に発
足、開設20年の歴史があり、現在54名の会員が活躍して
おります。 
 次のお電話（℡ 011-842-0110）で下記のような
サービスが受けられます。 
１ 声の新聞 
  道新・朝日・毎日の各新聞の中からご希望の記事を電  
  話でお読みいたします。月曜日～金曜日  
２ （声の新聞）の時間外サービス 
  道新の「卓上四季」、朝日新聞の「天声人語」などを  
  テレホンサービスでお聞きいただけます。 
３ ファックス代読サービス 
  お手元のちらし・請求書・書類などをFAXでお送り  
  ください。折り返し電話でお読みいたします。（プラ 
   イバシー厳守します。） 
 以上のほか「プライベート用録音図書づくり」「対面朗
読」「定期刊行テープ」等のサービスも行っております。
詳しいことは、声の新聞へ電話でお聞きください。 
※ 上記１～３は、土曜・日曜・祝祭日・新聞休刊日・年
末年始は休みです。 

   防災体験お泊り会 
 日時：９月２日（土）～３日（日）13：30～ 
 会場：北都地区会館  対象小学１年～６年生 
 内容：煙り体験、消火器体験、ロープ体験等 
     体験学習を通じて、災害に対しての心構   
    えを養う。 
     異年令の交流により協力し、助け合う心 
    を育てる。 
 主催：北東白石地区子ども会連絡協議会、まちづくり協議会 
      



   ーーーー 編集後記 －－－－ 
 暑い日がつづく今日この頃、広報委員も、汗をかき
かきパソコンに向かっています。皆さんに密着した楽
しい情報をお伝えます。 今号は子どもに関する記事
を少し意識して載せました。子どもたちが楽しく元気
で夏休みを終えられますように、どうぞ宜しくお願い
いたします。今日も外は暑いですネ。お元気で。 
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 菅野 宮下 島田 芦田 
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     行 事 予 定 案 内 
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 
北都商店街夏祭り盆踊り大会      北都公園 
   ８月 ５日(土) 11：00～20：00 
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  
北東白石「七夕の集い」   東川下小学校体育館 
   ８月７日（月）  13：００～16：00 
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）12：00～ 
東川下町内会盆踊り         東川下公園   
   ８月１3日(日)～１4日（月）18：00～ 
福祉のまちづくり「講演会」     北都地区会館 
   8月18日（金）  13：30～15：00 
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）  11：00～18：00 
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  受付9：300 

 北東白石「ふれあい遠足会」のご案内 
 ９月９日（土）受付9：30  北都地区会館 
  ガイダンス後10：00出発～ 
        15：00 川下公園にて解散 
  持参品 各自昼食のおにぎり、ゴミ袋1枚 
北東白石社協・「福まち」では北都地区会館から川
下公園までの「ふれあい遠足会」を開催致しま
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。 
参加無料ですが、用意もありますので、参加事前
申し込みをお願いします。 
 お申し込み先 「福まち」ＴＥＬ876-3833 
 又は、まちづくりセンターＴＥＬ875-3077 

   「福まち」だより 
 福祉のまちづくり「講演会」のご案内 
 福祉のまちづくり「講演会」   北都地区会館 
   8月18日（金）       13：300～15：00 
 福祉のまちづくり、バリアフリーの考え方など、
現在札幌市が取り組んでいる福祉のまちづくりの話
題を取り入れての札幌市の担当者による講座です。 
 多くの皆さんが御参加下さるよう。 
北東白石地区10番目のいきいきサロン 
 第一、第三火曜日、川北会館において「福まち」
いきいきサロン「川北シルバーサロン」を開催してお
ります。自称シルバーの方もお話においで下さい 
時間は13：30～15：30です。参加無料。 
「福まち」独居老人さわやか交流会終わる     
 ７月６日（木）午前１０：００～北都地区会館におい
て、100名の参加者で健康のお話や余興も交えて、恒
例の豚汁とお弁当、そして久しぶりの人とのおしゃべり
も楽しみました。 
「食コミュニティ料理講習会」を開催しました。 
 日常の食生活は家族の健康にとっても大切です。 
不規則だったり、偏っ
たり、バランスのよい
食生活をおくりたいも
のです。雪印乳業の
専門講師を招いて
「福まち」の役員さ
んが、まず実践しま
した。上手くなった
らご披露します。 
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   8月7日は七夕の集い！   
  ー みんなで「たなばた」をたのしもう－ 
 平成１８年8月7日（月）午後1時～４時 
      東川下小学校体育館 
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。何方でも参加自由です。 
主催：北東白石まちづくり協議会（世代間交流委員会） 

 北東白石まちづくり協議会では、安心・安全なま
ちづくりのため、徒歩のみによるパトロールは既に
実施中ですが、このほかに「チャリパト隊」・・（自
転車でお出かけになる際に、ついでにパトロール
（見守り）をします）、「わんわんパト隊」・・（犬の
散歩にあわせて、ついでにパトロール（見守り）を
します）を結成し、防犯パトロールを実施する事に
なりました。 
 平成18年8月20日（日）午後3時より北都地区
会館で「北東白石地区合同防犯パトロール」の発足
式の後、各地域のパトロールを実施致します。 
 みんなで、地域を歩いてみませんか。 
 主催：北東白石まちづくり協議会（地域安全委員会） 

「チャリパト隊」と「わんわんパト隊」隊員募集 


