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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。 

 北東白石児童会館（川下3-5-3）が昭和62年2

月20日にオープンして20周年を迎えました。 

 さる2月23日(土）「ドカンとお祝い20周年」、 

みんなでお祝いの記念事業を行ないました。 

 式典の司会も子どもたちの手で行い、主催者や来

賓の挨拶の後は子ども一輪車ダンスの発表がありま

した。 

 第2部は子ども漫才と札幌吉本のお笑い芸人さん

3組による漫才をみんなで楽しみました。 

 子ども達で考えた児童会館の愛称は「ともっち」 

と決まりました。月～土曜の8：45～18：00まで

開いていますので「ともっち」に遊びに来てね。 

 

 

 

 

【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 

札幌吉本の 

お笑い芸人さん 

左から 

ブーメラン 

スプーン 

グリーンランド 

見事な一輪車乗り 
「ともっち」のスタッフです。左端 平木館長 



 火災報知器の取り 

      まとめに大きな関心 
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  川北ゆきまつり開催 
初日は雪で中止、翌日は盛大に出来ました。 
 ２月１６日(土）川北ゆきまつり前夜祭の日です

が、あいにくの雪降りとなりました。 

 スタッフの皆さんは三つもある滑り台の雪をは

らったり、大きな雪像の手直しと、雪の降るなか

最後の準備をしておりましたが、雪がひどくなり

前夜祭は中止となり１７日(日）一日の開催となり

ました。 

 翌日は天候も回復

晴天の中、大勢の人

が集まり、子どもに

人気の滑り台は次々

と滑る人達で賑わい

ました。「かまくら」

があったり、大きな

雪像もなかなかの出

来ばえ、１０基は

あったでしょうか。

また、会場には、町

内会やおやじの会、

近隣の福祉施設の人

達のテントが並び、

こちらもまた、にぎわっておりました。 

 何日も前から大型機械を導入し雪を積み上げ会

場を作ってきた皆さん。「こんなに大勢の人に来

てもらえると苦労も吹っ飛びます」と言っており

ました。ご苦労に感謝し、会場の様子を写真でご

紹介します。来年も多くの人に楽しんでもらえる

事と思いました。 

  災害図上訓練・ＤＩＧを開催 
  

 ３月９日（日）東川下町内会で災害図上訓練ＤＩ

Ｇの訓練が行なわれました。 

 災害時に備えて避難訓練、消火訓練、救助訓練、

人口呼吸やＡＥＤの使い方などいろいろな訓練をし

てまいりました。 

 ＤＩＧは災害時にどう対応したらよいかを、災害

発生から時系列的に行なう行動を卓上の地図を見な

がら、自分の住んでいる所や周りに何があるかを確

認したり、避難場所はどこか、どのルートでそこま

で行くか、などなど、災害非常時の行動を想定して

行なう図上訓

練です。これ

らの訓練も、

何度となく繰

り返して初め

て、いざとい

うときに役立

ちます。 

 災害はいつ

やってくるか

もわかりませ

ん。 

家族を救える

のもあなたで

す。多くの人

が、体験する

ことが大切と

思います。 

北東白石連合町内会では昨年の8月より白石消防署

より住宅用火災報知器の設置義務の法改正（Ｈ20.

６.1.より）についての説明を受けてまいりました。 

 昨年10月には正式に連町として共同購入を決定

し、電池寿命10年タイプの機種、価格を検討致し

てきました。 

 今年1月になり、各単位町内会での取りまとめの

回覧で集計納品を進めてまいりましたところ、 

 最終取りまとめ個数は2,189個の多くになりまし

た。 

  今回は、このような法改正で、悪徳業者がはび

こるのを防ぐ意味もあり、連合町内会で少しでもま

とめて、金額も少ない出費で抑えられるようにとの

考えで実施したものです。 

 町内会の役員の皆様もこの取り扱いには大変なご

協力を頂きありがとうございました。 
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    小学校卒業おめでとう 

 
 

  

 

 今年卒業の二人より卒業メッセージが届きました

のでご紹介します。写真は東川下小の卒業式です。 

卒業にむけて   川北小学校 川鶴有稀  

 私は小学校で先生

方から沢山のことを

学びました。勉強や

生活していくことに

大切なことなど、た

くさん学びました。 

 中学校へ行った

ら、どんな先生がい

るか楽しみです。友達も大切にしていきたいです。 

６年間で学んだこと 川北小学校 森 若菜 

 私が６年間で学んだことは友達の大切さです。 

友達は苦しい時、悲しい時、いつも傍にいてはげま

してくれました。 

 私はもう中学校へゆくけど、友達はいつまでも、

ずっと大切にしていきたいと思います。 

 第１２回 北東白石地区スポーツ大会 

開催される 
 ２月１７日（日）東川下小学校体育館に於いて、

小中学生、一般の１６チーム、１４３名の参加を頂

き室内雪合戦がおこなわれました。 

 各チームの作戦にも力が入り、熱戦が繰り広げら

れていました。 

 ビクトリースローの対戦では、選手も応援の人達

も興奮と熱気溢れる場面もあり、盛り上がった大会

でした。 

 冬のスポーツとして、回を重ねるごとに参加チー

ムが増している事もうれしい事です・ 今回から、

豚汁を作り皆様と一緒に食べる事も出来ました。  

 ご協力いただいた皆様に感謝いたします。 

 また来年お会いしましょう。 

 

 

   まさか～ わたしも？ 
  

 ２月中旬 我が家のポストを覗い水色の封筒が１

通届いていました。 

送り宛先には確かに私の名前が・・・ その下に

は、大きな字で「ねんきん特別便」です。と書いて

ありました。  

 多額の不明年金が取り沙汰されているのは知って

いましたが、まさか私に関係があるなんてつゆにも

おもいもしていませんでした。 

 もしかしたら、あなたも 貴女も 貴方も・・・

忘れられた年金加入記録があるかも？ 今一度、確

認してみるといいですよ！  ちなみに、夫にもと

どきました「ねんきん特別便」です。  

  

平成20年度 北東白石「子育てサロン」開催案内 
           

サロン名 ｺﾞｰｺﾞｰｷｯｽﾞ 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 
 ＴＥＬ   

875-3077 

  TEL   

872-0002 

 ＴＥＬ     

875-1311 

開催時 
第４水10：00～

11：30 

 火曜10：30～

12：00 

 金曜10：30～12：

00 

開
催
月
日 

平
成
２
０
年 

４月 23 15・22 18・25 

５月 11(日）・28 13・20・27 2・9・16・23・30 

６月 18 3・10・17・24 6・13・20・27 

７月 23 1・8・15・22 4・11・18 

８月 7(七夕）・27 26 22・29 

９月 24 2・9・16・30 5・12・19・26 

１０月 22 7・14・21・28 3・10・17・24・31 

１１月 26 4・11・18・25 7・14・21・28 

１２月 24 2・9・16 5・12・19 

Ｈ
２
１
年 

１月 14・28 27 23・30 

２月 25 3・10・17・24 6・13・20・27 

３月 25 3・10・17.24 6・13 

合計   15回 38回    40回 

「福まち」子育てサロン・父.母親支援教室 

 開催場所：北都地区会館  

 開催時間：10：00～11：30  
 平成20年度は、原則偶数月の第1水曜日を 

予定しています。（変更時は参加者にご連絡します） 

4月30日第1回目のみ（第5水）に開催します。 

6月4日 （第1水曜） 8月6日（第1水曜） 

10月1日（第1水曜） 12月3日（第1水曜） 

21年2月4日（第1水曜） 4月1日（第1水曜） 

  雪とあそぼう２００８ 
 ２月９日（土）ＦＵ‘Ｓ（フッズ：藤の野外ス

ポーツ交流施設）にて行ないました。 

 快晴に恵まれ風も無く素晴らしいスポーツ日和と

なりました。参加者９５名はグループに分かれて指

導員の方に教えていただき、スノースクート、スケ

ルトン、スノープル、リュージュに乗り、子ども達

は歓声をあげながら楽しそうに遊んでいました。 

 参加した子どもたちからは、「初めてだったので

最初は出来なかったけど、転ばないで出来るように

なった。」、「なかなか体験できない種目なのでとて

もよかった」、「楽しかったので来年も参加したい」

との声も聞かれました。 

 冬の家に閉じこもっていては体験できない、野外

での集団活動です、遊びの中から、いろんなことを

学んでいく事でしょう。 

 そんな子ども達を応援しています。 

 主催は北東白石青少年育成委員会・北東白石地区

子ども会連絡協議会・北東白石連合町内会でした。 
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   ちょっといい話Ⅰ 
 鷹架 光一さん 道知事より受賞 

北東白石地区交通安全実践会会長の鷹架光一さん

は、２月４日高橋はるみ道知事より、全道から１７

人中の１人として北海道社会貢献賞（交通安全功労

者）を受賞されました。 

 これは、ご本人が35年の永きにわたる交通安全

実践者としての功績を高く評価されたものです。    

おめでとうございます。まだまだの活躍が期待され

ます。    ちょっといい話Ⅱ 

 春分の日も終った月曜日、川下の丸山宅に続々と

子ども連れの母子が

集う。４回目となる

ご自宅でのピアノコ

ンサート。今回は１

台のグランドピアノ

を二人で弾く連弾で

ブラームスの「ワル

ツ」をはじめディズ

ニーからの曲、チャイコフスキーの「花のワルツ」

まで美しく室内に響いた。出演料はおばあちゃんの

ポケットマネーだそうです。 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 
 今年の春は一気にやってきた感じがします。 

道路の雪も融け自転車を出した方もおられる事で

しょう。車も人も交通マナーを守り、事故のない様

お気をつけ下さいます様に。特に新学期では、学童

の安全にも皆様の見守りをお願い致します。 

 新学期と言えば、私たち広報委員もこの号で１年

間の卒業となります。 

 思えば回覧部数だったのが、今年度より町内会員

全戸配布になりました。印刷機で連続して裏、表、

色を変えてまた裏、表、計４回印刷し、約６時間か

かります。おかげさまで、皆様からの評判もよく、

やはり手元に置けるのが一番の強みなのでしょう

か。 今後もまた、いい広報紙がお届け出来ますよ

うに努めて参ります。皆様の声やご意見もお寄せ下

されば幸いです。 

      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 

「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 

  子育て支援父母教室 
 「福まち」で行なっている、お父さん、お母

さんの為の子育て支援教室。 

次回は4月30日（水）です。 

 子育て中の方はお子様ずれでお越し下さい。 
 時間 10：00～11：30    北都地区会館 

  「札幌市の地域防犯の取り組み」 

    社協主催で講演会開催 
 2月26日午後

1時30分より北

都地区会館にお

いて上記のテー

マによる市役所

出前講演会が開

催されました。 

 最近では私た

ちの身近なとこ

ろで不審者によ

る事件が発生している事から、「地域の安全と命を

守ろう」と講演の依頼を致しました。 

 このことは、皆さんで一緒に考えていこうと町

内会の各団体の協力やパトロールなどで、自分の

地域は自分達で工夫して守る為に、一人一人が

もっと意識をし、自分が出来る事から地域活動に

参加していく事が大切だと思う講演でした。 

 これからも皆さんの参加を是非お待ちしており

ます              社協事務局 

行   事         開催日    時間    場所 

体育振興会    総会4月 6日  18.00～ 北都地区会館 

各小学校入学式  ４月７日（月）  各小学校入学式 

北都中学校入学式 ４月８日（火）  北都中学校 

東川下町内会   総会4月13日  13.30～ 東川下記念会館 

川北町内会    総会4月13日  13.00～   川北会館 

東川下団地自治会 総会4月13日  13.00～  N集会所 

川下町内会    総会4月13日  13.00～  川下会館 

川下団地自治会  総会4月19日  19.00～ S5集会所306 

北都町内会    総会4月20日  13.00～ 北都地区会館 

交通安全実践会  総会4月22日  18.00～北都地区会館 

青少年育成委員会 総会4月24日  18.30～ 北都地区会館 

北東白石連合町内会 総会4月27日 16.00～ 北都地区会館 

まちづくり協議会 総会5月12日  19.00～ 北都地区会館 

社会福祉協議会  総会5月16日  18.30～北都地区会館 

日赤奉仕団北東白石分団総会5月24日 10.30～北都地区会館 

街頭啓発 4/10札信前 5/11生協前   6/4ﾎｸﾄｽﾎﾟｰﾂ前 

春の清掃運動（４月13日～５月１8日）が始まります。 

 
 
 
 

１年生 １８５名 

２年生 ２０８名 

３年生 １９０名 

 合 計 ５８３名 

 北都中学校 

Ｈ２０年度予定在籍者数 


