
【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 ◆日赤奉仕団北東白石

分団◆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 ◆北都商店街振興組合 
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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。 

 川北町内会創立40周年記念 
 

 平成19年10月14日（日）川北町内会創立40

周年記念式典及び祝賀会が川北会館にて開催され

ました。 

 記念事業の一つとして記念誌「川北」も発行さ

れ全戸1,620戸に配布されました。 

 川北町内会は昭和42年に百戸ばかりで結成され

ましたが、当時は道路は砂利道で下水道もなく、

飲み水も掘抜き井戸の水を渡して飲むという状態

でした。40年の間の進歩の状態を記念誌では詳し

く記され貴重な文献として皆さんに読まれ、郷土

の発展の姿を識ることが出来ます。 

 記念式典では、横山白石区長はじめ、連合町内

会長、川北会館理事長の祝辞を頂きました。 

 また、この機会に現役員及び関係団体役員方々

を表彰致しました。 

 東川下町内会創立30周年記念   

 東川下町内会創立30周年記念式典及び祝賀会が

平成19年11月11日（日）13時より東川下記念会

館にてご来賓各位が参席のなか開催されました。 

 記念式典においては30周年の名入の三角型屋根

のテントや紅白幕、祭り半天(60着）、ピンマイク

や記念タオル（全戸分）、記念誌（1600部）が実

行委員会より町内会に贈られました。 

 同じく20周年以降10年、長らく町内の役員を務

めた94人と一法人に感謝状を贈呈致しました。 

 東川下団地自治会創立30周年記念 

 東川下団地自治会では平成19年10月7日（日） 

12時より団地内の中庭において、30周年を祝い、 

中庭での焼肉パーティ形式で行なわれ、出席できな 

い家庭には焼肉引換券が配られました。 

 川北町内会40周年・東川下町内会30周年 

  東川下団地自治会も30周年記念となる。 

   共に記念行事が行なわれました。 
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  青少年育成懇談会開催 

さる10月18日、北都地区会館において、第8回

北東白石地区育成懇談会が行なわれました。 

今回は「悩み相談」から、携帯、インターネッ

ト、発達障がいについて、のテーマで、札幌市子

どもアシストセンターの少年育成指導員、梅田厳

章様に講演していただきました。 

親と子どもの悩みを事例を通じながら、日頃か

ら子どもの声に耳を傾け、親の思いや考えを伝え

ることが大切であり、親子のコミニュケーション

が大切であるとお話して下さいました。 

主催は、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推進会の皆さんです。 
 

第21回北白石地区センター文化祭 
 

北白石地区センター運営委員会が主催による文化

祭が10月27･28日(土･日)

の2日間に渡って北白石地

区センターで開催されまし

た。 

この文化祭は、地区セン

ターで活動する色々なサー

クルが、日頃の練習の成果

を地域の皆さんに発表する

場として開催しておりま

す。 

27日は作品展示会が行わ

れ、絵手紙や陶芸等の色々

な種類の作品がホール全体に展示され、一部の作品

は購入することも出来ました。 

和室にはお茶席があり、一服点ててくれます。 

28日は午前中に子供劇場、昼には女性4人組のユ

ニット｢ソレイユ・ブラン｣のコンサートと午後から

はサークル舞台発表会が行われました。 

劇団の人形劇と腹話術は、ほのぼのとした雰囲気

の中、笑いと歓声が沸いていました。 

 コンサートはバイオリンとフルート、キーボード

の演奏が満員の会場内に響く中、会場内を動き、 

観客席

の目前

で演奏

をする

ソレイ

ユブラ

ンの姿

が 

印象的

でし

た。 

 最後のサークル舞台発表会は大正琴や空手などの

児童から年配の方を含め17サークル192名が参

加。日頃の練習成果を発表している姿はとても一生 

懸命です。2日間とも、豚汁やポップコーン、わた

あめなどの出店もあり、どこかの学園祭の様な雰囲

気です。 

当日は怪我も無く、無事2日間の日程を終了するこ

とが出来ました。 

文化祭を開催するにあたってご協力いただいた団

体や皆さんに心よりお礼を申し上げます。 

北都中学校区四校交歓音楽会 
毎年行なわれている北都中、北都小、川北

小、東川下小の四校による交歓音楽会が11月12

日13：00より北都中学校体育館において開催さ

れました。各小学校からは器楽演奏や合唱が披露

され、会場の父兄も聞きほれておりました。 

北都中学は少し大人の感じで、小学生の皆さ

んが1年、2年後は中学でこのような演奏をされ

るのかと楽しみでもあります。当日は同時に標語

の入選発表と表彰がありました。 
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     皆さん 事件です！！ 
  11月16日、午後3時半頃、川北2276番地 

 （白石高校裏の資材置き場付近）の路上で、帰宅 

 途中の中学2年の女子生徒が、男に突然ハサミの 

 ようなもので上着の左袖を切りつけられ、女子生 

 徒は近くの民家に駆け込み、住民が110番通報し 

 たという事件がありました。 

  18日の月曜日からは、中学校の校長・先生・P 

TA会長・青少年育成委員・町内会の方々などが通 

学路一帯の見廻りをしています。また、近隣の小   

学校でも取り組みを強化しました。 

 私たち地域住民も児童・生徒の登校、下校時に 

は、今まで以上に目配りをし、子どもたちの安全 

確保に努めなければと痛感した事件です。 
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地域活性化委員会では、かねてより検討していた

朝市を10月28日の最終日曜日に北13条通り第一

交通（旧ラルズストア）前において8：00より開

催されました。 

少しでも商店街の活性化のための企画で11月25

日（日）と12月も一度開催を予定しております。 

皆様も一度足を運んで見てください。 

 ☆ 平和駅前通りに日本ハムファイターズの幟

を立てましたが11月24日市内では優勝パレード

が開催されました。 

 ☆ 1月26日は4ページに紹介の通り平和駅前

通りにアイスキャンドルの灯が燈ります。 

「スキー学習での指導協力のお願い」 
東川下小学校では、今年度も児童スキー学習が安

全に、かつ、楽しく行なわれるように、スキー学習

での指導協力者を募集します。 

スキー技術の指導だけでなく、スキーの着脱や平

地での滑走等のお手伝いも大歓迎です。 

日程 ① 平成20年1月31日（木） 

   ② 平成20年2月 8日（金） 

場所 岩見沢市萩の山スキー場 （3～6年生） 

   学校グランド・東川下公園（1～2年生） 

申し込み締め切りは、12月14日（金）までに 

連絡先 東川下小学校教務主任（杉下）まで 

         ＴＥＬ８７５－７５３１ 

 北都小学校で「らくらく介護教室」 
 北都小学校ではさる１０月９日、青少年赤十字活

動校として、親子で学ぶ「赤十字らくらく介護教

室」を開催いたしました。 

 児童とＰＴＡの皆さんを対象に、講師に藤沢和子

先生を迎えて、青少年赤十字奉仕団、北東白石日赤

奉仕団の皆さんの協力で開催した介護教室です。 

 児童の皆さんも初めて「車椅子」の体験をした

り、体の不自由な事は大変だと実感し、また、その

ような人には優しく接してあげようと思いました。 

       地域でも、もっと目配りを！ 

  「社会に福祉の輪を広げよう」 
 地域の民生委員・児童委員が変わります 
 北東白石地区においても少子高齢化社会が進行

しており、それに伴う色々な諸問題も発生してきて

おります。 

皆さんも既にご存じのように、全国どの地域社会

にも社会福祉を必要としている人達へのお手伝いと

して民生委員・児童委員が配置されており、当北東

白石地区にも三十四名の民生委員・児童委員、二名

の主任児童委員が配置されております。 

特にご高齢で日常生活にお悩みを抱えておられる

方、若いお母さんでお子さんの子育てで悩んでおら

れる方、ぜひ一度、地域の民生・児童委員にお声を

かけてください。関係機関と連携し一緒に最善の解

決方法を考えていきましょう。 

地域の民生・児童委員への連絡方法は、区役所保

健福祉部、または、まちづくりセンターまでお問い

合わせ下さい。 

「地域活性化委員会」 

「民生・児童委員協議会」 

小・中学校の冬休み期間 

○小学校 12月26日(水)~1月20日(日) 

○中学校 12月26日(水)~1月14日(月) 
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   ちょっといい話 
      表彰されました。 
 １１月４日、平成１９年度札幌市青少年育成大 
 会において、優良青少年の部で、坂井皓一君（川 

北子ども会）、団体の部で、北都なかよし子ども 
会（会長 明日見浩子さん）が表彰されました。 
・１１月１８日、平成１９年度白石区青少年育成  
委員会全委員研修会にて、白石区感心な青少年団 
体として、東川下ジャイアンツ（代表 古屋博二 
さん）が表彰されました。 
 受賞された個人・団体の皆様、おめでとうござ 
います。今後とも、地域の行事等に積極的に参加 
し、地域のふれあい活動に活躍されることを期待 
します。  

 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 
「北の郷里」は、１３号誌より6,500部に増刷し、

町内会加入世帯全戸に本誌をお配りしておりまが、

当地の情報誌ですので何かの参考のため、綴じこみ

しておいては如何でしょうか。 

 今年、川北町内会では40周年、東川下町内会では

30周年、東川下団地自冶会３０周年（北都町内会

は、１昨年40周年）と創始期から成長期そうして成

熟期へと歩み続けつつ住みよい町づくりが進んで来

ております。この中で先日、女子中生が下校途中、

袖口を切られるという不祥事件が発生しましたが、

私共住民こぞって目を光らせこの種事件が再発しな

いよう努力すべきだと思い知らされました。 

早いもので、今年も余すところ１カ月余となり寒

さも本格的になって参りました。ご健康には充分注

意されよいお年をお迎え下さい。    

      広報委員一同  

 島田信也・芦田れい子・近江義文・伊東 信 

 宮下宏光・ 横沢美姫・小林敬子・大島悦子・ 

 嶌田美津江・石岡敏子・高橋文夫・菅野祥子 

 行   事         開催日    時間    場所 
子育て支援ミニ講座  福まち主催 

１２月５日（水） 10：00～11：30 北都地区会館 

ゴーゴーキッズ クリスマス会 

 １２月１９日（水）10：00～12：00    北都地区会館 

北都町内会新年会 

 １月６日（日）  １２：００～   北都地区会館 

東川下町内会新年会 

 １月６日（日）  １４：００   東川下記念会館 

白石区新年互例会 

 １月７日（月）  １６：００    札幌フローラ 

川下団地自冶会新年会 

 １月７日（月）  １８；３０  厚別西「つぼ八」 

社協音楽会「ニューイアーコンサート」  入場無料 

 １月１２日（土） 13：30 ～ 15:00   北都地区会館 

東川下団自冶会新年会 

 １月１２日(土)  １９：００～ 厚別西「つぼ八」 

川北町内会新年会 

 １月１３日（日） １３：００～     川北会館 

川下町内会新年会 

 １月１３日（日） １３：００～     川下会館 

白石区成人の日 

 １月１４日（月）１4：００ コンベンションセンター 

北東白石連合町内会新年会 

 １月２０日（日）１２：００     北都地区会館 

日赤奉仕団北東白石分団新年会 

 １月２４日（木）１０：００     北都地区会館 

「遊学館」東川下バス停前の遊学館では 

囲碁・将棋サロン、パソコン教室、料理サロン、 

介護者サロンなどを行っております。 

ご参加希望者は  ℡873-8686島田まで 

 社協「ニューイアーコンサート」予告 
 毎年新春に行なわれている「社協」主催の音楽会 

「ニューイアーコンサート」は  

 １月１２日（土）13：30 ～ 15:00  北都地区

会館で行なわれます。会場13：00入場無料です。 

 今回は、札幌吹奏楽団の金管部門のメンバーによ

る演奏です。先日もキタラで全員でのオーケストラ

演奏もしており、本格的な演奏をお楽しみ下さい。 

地域活性化委員会 「アイスキャンドルで楽しもう」 

 １月２６日(土) 18:00～20:00  

JR平和駅～北１３条通りの間をアイスキャンドルをつけ

キャンドルの灯火が「雪明りのまち」を演出します。 

通勤の方はこの時間に合わせてネ。甘酒もありますヨ。 

 （荒天の場合いは2月2日(土)に順延） 

  冬レクは、Ｆu‘sで遊ぼう！ 
○と き・・平成２０年２月９日（土） 
○ところ・・フッズ（藤野野外スポーツ交流施       

      設） 
○参加費・・５００円 
 スノースクート、スノーシュ、リュージュ等を 
体験しませんか。詳しい事は、各小学校へ配布す 
るチラシをご覧ください。 

北東白石地区青少年育成委員会・北東白石連合

町内会   

 「社協」音楽会のお知らせ 
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