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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 

  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。 

 地紋は郷土の米の歴史より稲穂を使用致しました。 

  【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 （６単位町内会）◆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 

 

 

 

 
 三月は卒業式シーズン。幼稚園・小学校から大学

を含め多くの人が卒業式を迎える。 

 特に義務教育の９年間は青年の基礎的部分で人生

にも大きな影響をもたらす事でしょう。 

 北東白石地区の小学校は３月１９日に北都小、東

川下小、川北小の三校で卒業式が挙行されました。 

 今回は東川下小学校の卒業式をご紹介します。 

今年度の卒業式には従来に無かった点が二つありま

す。その一つは壇上に会場に向かって５０インチの

テレビモニターが置かれました。これは、卒業証書

を授与される時の児童の顔を父兄にも見てもらいた

いとのねらいだそうです。 

 もう一つは、見出しにも致しましたが、学校で児

童に「君が代」を教え、児童が、君が代を斉唱で

き、曲の伴奏も児童が行なう事が出来たことです。  

 中村 渡校長が先生たちに訴えたのだそうです。 

「当たり前のことが当たり前に出来る」従来出来な

かったことがやっと出来ました。先生の皆さんに敬

意を表します。オリンピックで日の丸が上るとき、

君が代を歌える子になったのですから。 

 父兄の参列も多かったです、近年はお子さんの数

以上の参列で大変喜ばしい事なのですが、国歌や校

歌斉唱の時は皆さん同じく起立して歌いませんか。 

  

 

 

 
 

・ 

モニターに児童の顔が映し出された東川下小卒業式 

 北都中学校卒業式 
 北都中学校（長山 浩校長）では３月１５日「最

終章・・“友との消えないこの絆、無限のみらい

へ”をテーマに第３１回の卒業式が行なわれまし

た。卒業生２０９名に卒業証書が授与され最後に全 

員での合唱曲「大地賛唱」には、会場から感動の大

きな拍手が鳴り止みませんでした。 

 長山校長も今年転任との事、新聞で知りました。 

長らく北都中を支えてくださり、ありがとうござい

ました。父兄ともども感謝でお見送り致します。 
東川下小学校 浜野昌子教頭が４月より上野幌東小学

校の校長のご栄転となります。おめでとうございます。 

　小中学校の卒業・入学予定数（３月１5日現在）

H22年度 東川下小 北都小 川北小 北都中
卒業生 73 64 121 209
新入学生 43 75 143 191

小・中学校校長・教頭先生の人事移動

新 東川下小教頭　 齊藤吉文 しらかば台小より
転 東川下小教頭　 浜野昌子 上野幌東小校長へ
転 北都小 長田直人 北野台小教頭へ

新 北都中校長 藤澤博之 栄町中校長より
転 北都中校長 長山　浩 平岡中央中校長へ
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 古屋博二さん受賞祝賀会開催 
 

 札幌市自治振興功労者として昨年１１月３０日 

表彰されました、北東白石連合町内会会長の古屋 

博二さんの受賞祝賀会が、さる平成２２年３月７日

午後１時より、

シェラトンホテ

ル札幌３階の大

ホールにおいて

盛大に行なわれ

ました。 

 北東白石連合

町内会の関副会

長はじめ１６人

の発起人が準備

を進めて参りました。 

 表彰の詳細は１２月号で掲

載したとおりですが、当日は

宮川白石区長、伊藤道議、馬

場市議のお祝いのことばをい

ただき、澤村弘子さんの祝賀

の舞での幕開きとなりまし

た。 

 開会の前には古屋さんの長

男によるトロンボーン演奏

や、余興には女性バンドによ

る演奏と歌があり、和やかに祝宴を閉じました。 

 かわきたゆきまつり2010開催 
 ２月１３日前夜祭・2月１４日（日）かわきたゆき

まつり2010が開催されました。 

 会場には大きな滑り台を中心に「かまくら」や雪

像コンテストがあったり、テントでは演芸ステー

ジ、そして昼食用の暖かい食べ物、飲み物もたくさ

ん用意されており、児童会館前にも椅子とテーブル

が用意され食事をしながら冬の一日を皆さん楽しん

でおりました。 

写真上 滑り台３

本ありました。 

かまくらの中も大

きいですよ。 

雪像もいくつもあ

りました。 

本部のテント前も

ひっきりなしの人

の出入りでした。 

第１４回 北東白石地区スポーツ大会 

    室 内 雪 合 戦 
 

平成２２年２月７日（日）東川下小学校体育館に

おいて、室内雪合戦が、元気に行われました。 

選手・役員１３６名にもなる大きな大会です。 

体育館でヘルメットをかぶり、各チーム６０個の雪

玉の変わりに布袋の玉を持ち、7名で戦います。フォ

アード４名とバックス３名からなり、相手チームの

フラッグを抜き取るゲームです。 

今年は大人も加わり、より熱きものとなりまし

た。中学生ともなると球も速く、審判泣かせです

が、大変楽しめた一日でした。 

社協・福まちで「市民講座」開催 
 北東白石「市民講座」として、「定年ライフを有

意義に過ごす為の講演会」が平成22年2月12日午

後1時半から北都地区会館にて開催されました。 

 定年になったら、皆さん何をなさいますか。 

残された人生を有意義に過ごす、生きがいを持っ

て過ごす為にどう生きるか。 

 実はなかなか難しいテーマです。 

札幌市社会福祉協議会地域福祉課長 小平正治さ

んを講師に招きました。参加された皆さん、何か

今後のヒントになりましたでしょうか。 

 社協・福まちでは今後また、この様な無料講演

会を「市民講座」として企画いたしますので、皆

さん是非御参加下さい。 
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白石区に郷土館を！ 白石郷土館期成会会員募集 申込 期成会事務局864-8376（阿部）又は873-8686島田まで 

  

                
   冬レク（冬期ﾚｸﾚｰｼｮﾝ） 

 旭山動物園・動物生態見学 
 青少年育成委員会では、去る２月１４日総数１１

７名の参加で、旭山動物園バスツアーを２台で実施

いたしました。 

 特に人気のある。「ペンギンのお散歩」や自分の

身を守るため、自然に溶け込んだ色に染まる動物達

の姿など、動物の生態を学ぶ機会でありました。 

 短い時間でしたけど、各グループに別れて楽しい

ひと時をすごし、何事もなく無事帰路につくことが

できました。 

 今回は、青少年の育成事業の企画でありました。

申込にはバスの定員もあり、大人の方も沢山の参加

申込みがありましたが、子ども対象の為にお断りを

した方が

おり、大

変ご迷惑

をおかけ

しました

事お詫び

申し上げ

ます。 

  北東白石児童会館 子育てサロン 

お店屋さんごっこ ～ともっち商店街～ 
 北東白石児童会館「子育てサロン」の年度最終回

の３月１２日（金）はボランティアさんや老人クラ

ブさん協力のもと、お店屋さんごっこを行いまし

た。 

 今年もボ

ランティア

さんやお母

さんたち、

小・中学・

高校生が

作った素晴

らしい商品

をお買い物

して楽しみました。最後はボランティアの方のバ

ルーンショーがあり、大変盛り上がりました。 

 新年度の子育てサロンは４月１６日（金）１０：

３０からスタートです。学校長期休業期間以外は毎

週金曜１０：３０～１２：００まで行っていますの

で、乳幼児

さんと保護

者の方はお

気軽に参加

してくださ

い。 
 

北東白石 

児童会館館長 

平木 宏朋 

 

 「子ども１１０番の家」ステッカー 

     掲示のお願い  

 子どもたちがトラブルに巻き込まれそうになった

時に、このステッカーの家に駆け込み、助けを求め

ることができるようにしたものです。 

 子どもたちを犯罪から守り被害を最小限に止めよ

うとするものですので、ぜひ、地域の皆様に「子ど

も１１０番の家」ステッカーの掲示をお願いした

く、ご希望のご家庭を募っています。 

 ご協力いただける方は、北東白石まちづくりセン

ター 電話８７５－３０７７へご連絡願います。 

 北東白石まちづくり協議会  地域安全委員会 

   スクールガード制度 
市内の小学校、幼稚園、特別支援学校を対象に、

児童の登下校時などに見守り活動を行っていただく

ボランティアの方々をスクールガードとして登録し

ています。 

 近年は、児童等を狙った事件が大きな問題となっ

ています。札幌市教育委員会では、このような状況

を踏まえ、子どもたちが安心して学校に通えるよ

う、地域での子どもの見守り活動を推進するため、

北都では平成１8年度から「地域ぐるみの学校安全

体制整備推進事業」（スクールガード事業）を実施

し、スクールガードの登録を行っています。 

 現在北東白石地区の小学校三校には各校4名～5

名のスクールガードが登録され活動しております。 

 腕章などをつけ、学校や通学路付近を巡回してい

ただくことによって、犯罪を抑止するとともに、子

どもたちに安

心感を与え、

学校と地域の

連携による安

全・安心なま

ちづくりを推

進するねらい

があります。  
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     ーーーー 編集後記 －－－－ 
寒いながらも春めいてきました。新しい生活に胸と

きめかせる人も多いことでしょう。入学・転校・転任

と、人との新しい出会いもありますし、新しい事に

チャレンジしてみるのもいいですね。冬季オリンピッ

クに続きパラリンピックも素晴らしかったです。みな

さんガンバッテるなーと脱帽です。春の風受け、健康

第一に、何か一歩踏み出しましょう。 

 社協・福まちの新規参加募集記事もありますので、 

皆さん、何かに参加してみてはいかがですか。 

 北の郷里も２００５年６月創刊でしたので、今回の

号で３０号となり満５歳となりました。 

 「継続は力なり」。委員方々にも無理を言ったり、プ

レッシャーをかけたり、皆さんの協力の賜物です。 

 新年度は委員のパソコンの練習も行ないながら、 

北の郷里のホームページも作って、インターネットの

世界へも発信し、お店の紹介や人との係わりなど、地

域の活性化にもお役に立てるよう挑戦致します。 

「遊学館」北13条通.東川下バス停前（北側）

の遊学館（緑香ﾋﾞﾙ2F202号室）では初心者から

中級者までパソコン教室を行っております。 

ご参加希望者は  ℡873-8686 島田まで 

    ちょっといい話 

春の町内清掃。自宅まわりの清掃で、きれいな町内にご協力下さい。 

 

    北都地区会館トイレ 

 暖房便座・ウオッシュレットに取替え 
 冬季間の寒さや便座の冷たさで不便をおかけして

おりましたが、今回洋トイレ全部に暖房便座付きの

ウオッシュレットに取替えが完了しております。障

がい者の皆さんの利用にも専用トイレでご利用いた

だけます。       北都地区会館より 

  社協・福まちに御参加下さい 

 新年度・サロン参加者募集！！ 
 北東白石地区社会福祉協議会・福まちでは 

１０ヵ所でのサロン活動を行なっていますが、新年

度を機会に新規にサロン参加者を募集します。 

 参加費は原則無料ですのでぜひ御参加下さい。 

   車上あらしにご注意を 
 ２月21日北東白石地区会館でお通夜があり、 

駐車場及び会館前に停めてあった車2台のガラスが割

られた事件がありました。 

 お通夜の最中の事件でありましたが、皆さん車を駐

車する時は、外から室内を物色されてもいい様にバッ

クなどを外から見える状態で置かないなど、犯罪を未

然に防ぐように、ご注意下さい。 

   北の郷里編集委員募集 
 新年度を迎えます。従来通り、町内会、各種団

体よりの推薦で地域情報広報委員会の委員が決ま

りますが。委員を増員したいので推薦をお願い致

します。 

 増員の委員にはパソコン操作の出来る方を是非

お願い致します。 

 又、ボランティアで編集に参加下さる方がおり

ましたら、お電話下さい。TEL875-3077 

 

 

 

・東川下シルバーサロン 

 第3火曜10時～12時 

 東川下遊学館 

参加者でおしゃべりを楽し

んでいる。写真右 

・いきいきサロン 

   おしゃべり会 

 第1・第3木曜日 

 13：30～15：30 

 北都地区会館 

おしゃべりが中心ですが、 

川北・東川下と合同で忘年

会をしたり、バス旅行など

も行なっています。右写真 

・東川下、パソコン教室 

 第1・第3土曜日 

 13：30～15：30 

 東川下バス停前遊学館 

パソコンの初歩、ワード、

エクセルの初級から中級ま

で。4月17日より新講座 

はじめての方はこの日より

お申し込みご参加下さい。 

・東川下料理サロン 
 第1・第3土曜日 

 18：00～20：00 

 東川下バス停前遊学館 

ソバ打ち＋一品料理を作る 

手打ちのソバと一品料理と

軽くビールを一口。 

 材料費として500円掛か

ります。ここだけ有料です。 

 上記、問い合わせ、参加

申込は TEL873-8686 

 島田までお電話下さい。 

遊学館 FAX873-6183 

行　　事 開催日 時間 場　所

育成委員会総会 3月29日 19:00～ 北都地区会館

早朝街頭啓発 4月6日 8：00～ 札信前

小学校入学式 4月6日 10：00～ 各小学校

北都中学校入学式 4月7日 10：00～ 北都中

川下町内会総会 4月11日 13：00～ 川下会館

川下団地自治会 4月17日 19：00～ 川下団地集会室

東川下団地自治会 4月18日 13:00～ 自治会集会室

北都町内会総会 4月18日 13：00～ 北都地区会館

川北町内会総会 4月18日 13：00～ 川北会館

東川下町内会総会 4月18日 13：30～ 東川下記念会館

連町定期総会 4月25日 16:00～ 北都地区会館

まちづくり協議会総会 5月13日 19:00～ 北都地区会館

社協・福まち総会 5月14日 18：30～ 北都地区会館

日石分団総会 5月20日 10：00～ 北都地区会館


