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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 

ＦＡＸ011－８７５－７９６９ 

  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 

 

 

 

 「我が街をきれいにしょう」北東白石地区の各町

内会は4月に年度総会を行ない新年度がスタートしま

したが、その最初の行事として、町内の一斉清掃や

街路樹の花壇桝への花植を行なっております。 

 今回は、4月25日（日）春の新年度恒例行事となっ

ている、東川下町内会と両団地自治会との三町内合

同の様子をご紹介します。 

 町内がきれいになるばかりでなく、この時がまた

皆さんとのコミニケーションの場でもあります。 

 家族で参加の方も、子ども達が元気にお手伝いし

ておりました。尚、川北町内会は5月16日に実施し、

北都町内会では5月23日に実施致しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

街路樹の花壇桝に、「きれいなお花が咲きますように」 

 厚別川河川敷公園では「ばら」の手入れ 

 5月16日（日）

には、同じく三町

内の皆さんが、街

路樹の桝花壇の植

栽に、また、厚別

川河川敷公園で

は、ばらの剪定や

花壇の草取りなど 

 三町内の皆 

さんが共同作業 

 春の草取り 

だけけでなく、 

ばらの美しい花 

が咲いている間 

は草取りがかか 

せません。 

 写真上 

 町内各分区ごと

に集合しました 

 

 写真右 

公園内もみんなで

春の装い。お子さ

んも手伝いました 
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 連合町内会総会・表彰式 
 

 平成22年4月25日（日）15：00より4月の定

例役員会の後16：00より北東白石連合町内会の総

会が開催さ

れました。 

 総会終了

後、懇親会

の冒頭で白

石区長から

市長感謝

状、区長表

彰状および

区長感謝状

が授与され

ました。 

 受賞者は次の方です。 

※市長感謝状 

 ・関 紘一 さん（川北町内会） 

 ・小山 倬司さん（川下団地自治会） 

※区長表彰状（20年以上） 

 ・繁泉 将晴さん（東川下町内会） 

※区長感謝状（10年以上） 

 ・高野 大二さん（北都町内会） 

 ・小澤 光之さん（北都町内会） 

 ・藤岡 紀之さん（東川下団地自治会） 

 ・児玉 久雄さん（川下町内会） 

 ・佐藤 功さん （川下町内会） 

以上 おめでとうございます。 

 平成22年度 連町役員 
 

Ｈ22年度 各種団体代表者名簿 

北東白石まちづくり協議会総会 
 5月１３日

（木）19：00よ

りまちづくり協議

会の総会が開か

れ、地域情報広報

委員会、世代間交

流委員会、地域安

全委員会、地域活

性化委員会の四委員長より年間の報告があり、新年

度の活動方針などが示されました。 

 久しぶりに写真を撮りました。 

          欠席の方はごめんなさい 

小学校・中学校の校長先生・教頭先生を紹介します。

　　学　校　　 電　話 校長先生 教頭先生
北都中学校 ８７２－５２０１ 藤澤　博之 布見　道子

北都小学校 ８７４－３０１４ 遠藤　哲生 松田　潔明
東川下小学校 ８７５－７５３１ 中村　渡 斉藤　吉文
川北小学校 ８７２－５４２２ 西　　博志 安木　尚博

平成２2年度

所属団体 役職名 　 氏　名
北東白石地区まちづくり協議会　　  会　長 古屋　博二
北東白石連合町内会  会　長 古屋　博二
北都町内会  会　長 明日見敬一
東川下町内会  会　長 古屋　博二
川北町内会  会　長  関　　紘一
東川下団地自治会  会　長 藤岡　紀之
川下団地自治会  会　長 小山　倬司
川下町内会  会　長 児玉　久雄
北東白石地区民生・児童委員協議会  会　長 小池　睦郎
北東白石地区社会福祉協議会  会　長 島田　信也
北東白石地区福祉のまち推進センター  会　長 島田　信也
北東白石地区青少年育成委員会  会　長 繁泉　将晴
北東白石地区体育振興会  会　長 倉田　敏勝
北東白石地区交通安全実践会  会　長 鷹架　光一
北東白石地区交通安全母の会  会　長 嶌田美津江
日赤奉仕団北東白石分団 分団長 宮下　　アイ
白石区保護司会北東白石分区 分区長 小池　睦郎
北東白石地区子ども会連絡協議会  会　長 木立　秀行
北都明生会  会　長 佐藤　　透
東川下老人クラブ  会　長 山口　栄吉
川北老人クラブ長楽会  会　長 中野　　巌
川下老人クラブ  会　長 佐藤　園枝
北都中学校ＰＴＡ  会　長 豊間根一雄
北都小学校ＰＴＡ  会　長 林　浩志
東川下小学校ＰＴＡ  会　長
川北小学校ＰＴＡ  会　長 柳沢　賢次
北都商店街振興会 理事長 明日見敬一

北東白石地区各種団体および代表者名簿
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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 

  

                
   夏のレクレーションは 
 夏のリクリエーションは、川下公園でスタンプラ

リーを楽しもう！ 
日 時 平成２２年７月４日(日)  

    各地区ごとに９時２０分集合 
    参加費 １００円 
    参加対象者 小学生 
新鮮な空気をいっぱい吸って、お友だちとゲーム 

やスタンプラリーを楽しみましょう！昼食にブタ 

汁を用意します。詳しいことは、各小学校にチラシ

を配布しますのでご覧ください。 
 ・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 ・北東白石連合町内会 

 

   合同防犯パトロール出発式 
例年行なっている北東白石地区の合同防犯パト

ロールの出発式が5月23日（日）北都地区会館に

集合し出発式が行な

われた。 

各町内会ごとに、

今後どこかで毎日パ

トロールが実施され

ます。（地域安全委員会） 

  ゴミ収集カレンダーが変わります 
 10月以降の家庭ごみ収集カレンダーが大きくなり

ます。現在のＡ４版の倍のＡ３版と大きく見やすく

地区の範囲だけの記載に変わります。広報さっぽろ

の9月号と一緒に配布されます。 

 盛況だった「白石亭さくらまつり」 
 5月9日（日）「白石亭さくらまつり」は白石区

郷土館設立期成会の呼びかけで、白石亭を利用

している10団体や大谷地第一町内会の協力の下

「実行委員会」を立ち上げて行なわれました。 

 午前中で500人を超える来場があり一日では

4000名を越す来場者となったのではないかと

主催者の喜びの声。 

 会場の庭では昔遊び、金魚すくい、綿あめ、 

フォトコナーやフリーマーケットもあり、中庭

には食事も

出来る休憩

コーナー、

屋台もあり

ました。 

 白石亭内

での催しは

利用団体に

よるお茶の

振舞いや日本舞踊、ガウチョスの人形劇、二胡

の演奏や、民謡の会による歌など午前と午後の

プログラムにより行なわれました。 

 只、この白石亭は札幌市がこの秋に売却を予定し

ており、この地に「郷土館」をの願いは届かず、今

後の方向は6月13日（日）の期成会総会で検討され

ます。多くの方の参加、ご意見を期待します。 

 ライラックまつり・イン川下公園 

 1,700本のライラックが咲く園内で、イベントや

ライラックの苗木の配布などもあります。 

 5月30日 9：00～苗木配布のみ（先着100本） 

 6月6日 10：00～係り員の解説で園内案内 

 尚、両日は苗木の販売や、展示会なども有りま

す。何れも午後3時まで。詳細は879-5311まで。 

活性化委員会 朝市は毎月最終日曜日！ 
 地域活性化委員会で委託開催しております「朝

市」は毎月の最終日曜日、朝8時より開催されま

す。 

 場所は北郷3条通り、旧ラルズ店、現第一交通の

前です。当日チラシが入りますのでご覧下さい。 

 皆さんぜひご利用下さい。 

 「日赤社資」募集が始まります 
 今年も日赤の社資募集が始まります。社資とは企

業でいえば資本金にあたるもので、日赤の基本的な

運営資金です。500円以上からは出資の累計額に応

じて表彰制度などがあります。町内会費の納入時期

に近く出費の重なることと思いますがご協力を。 

 東川下記念会館は東川下地域が時代の要請に応

え、昭和47年より土地区

画整理事業が実施され、

約8年の歳月を経て、そ

の基盤整備が完了したこ

とを記念し、昭和55年

10月に竣工致しました。

以来30年の歳月を刻み、

町内の顔として歩んでま

いりました。ここに30周

年を祝し、平成22年5月16日（日）札幌シェラト

ンホテル31階にて、会館理事、評議委員、会館関

係者のみの会費制による記念祝賀会が催されまし

た。 今年度、法人解散、東川下町内会への贈与を

すすめており、町内会も受けざらとして、町内会の

法人化をすすめているところであります。 

 一抹の寂しさも残る祝賀会ではありましたが、新

時代への贈り物として町内会がしっかり先人の思い

を受け継ぎ、継承発展されますことを期待致しま

す。 

祝賀会で挨拶の中澤理事長 

 東川下記念会館30周年祝賀会 
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地域の情報発信元として、この広報紙も6年目を歩

みはじめました。地域の住民の皆様に情報を発信する

と言うと、何か格好よく聞こえるかもしれませんが、 

 この協議会の構成する、町内会や各種団体、商店街

の皆さんが何を考え、何をしたいかなど、住民の皆さ

んにお伝えする。そんなコミニケーションの一つの媒

体であると考えます。 

 一方インターネットの普及は2000年以降急激な伸

びを示しており、2006年統計で北海道は54.5％でし

たので2010年には70％に届きそうです。携帯も含め

ネットを利用する人は14歳～50歳特に女性の利用者

が多いのだそうです。この様な流れに対応すべく、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。今年の秋を

めどに準備を進めますのでご期待下さい。 

「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。 

  社協・福まちに御参加下さい 
 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来ましたが、新しく

「子育てサロン まぁる・まる」が誕生しました。 

 新年度を機会に既存のサロンの参加者を募集致し

ます。特に東川下シルバーサロン（第3火曜日）は

現在人数が少ないので、地域の皆さんおいで下さい 

 参加費は原則無料ですのでぜひ御参加下さい。 

 福まち「ふれあい音楽会」のお知らせ 
  6月26日（土）13：30～開演 
 

   北の郷里編集委員募集！ 
 新年度を迎えました。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

ましたが、今年度まちづくり協議会のホームページ

を立ち上げたいと思っておりますので、関連委員を

増員したいので推薦をお願い致します。自薦可。 

 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 

遊学館 FAX873-6183 

 白石区ふるさと会総会 
 白石区ふるさと会の総会が札幌フローラにおいて

5月12日16：00より開催され、白石区ふるさと祭

りも下記の様

に決定されま

した。 

 白石区ふる

さと会は白石

区を人情味あ

ふれるすばら

しいまちに育

てていくこと

を目的に昭和

51年3月に設

立されました。現在三つの委員会があります。 

 白石区ふるさと会には個人でも年会費1000円で

加入できます。申込事務局ＴＥＬ861-2400 

 白石区ふるさと祭り 
 7月17日（土）前夜祭 7月18日（日）本祭り 

となっております。 

 昨年は北東白石地区など函館本線以北の地区には

片道200円の往復シャトルバスが運行されました。 

 今年も運行予定ですが、乗る人が少ないと来年度

廃止になるかもしれません。今年会場に行く時は、

駐車場が有りませんので、このシャトルバスをご利

用下さい。 今年も元気に行きましょう！！ 

  敬老手帳が変わりました 

 65才以上の方はもうご存知だと思いますが、札

幌市の敬老手帳が変わっております。 

 敬老手帳として必要な事項が掲載されたブックに

なっておりますが、携帯用の個人カードが付いてお

り、手帳自体を持ち歩く事が無く、このカードだけ

を携帯すればよく、身元の確認にもなりますので、 

お財布の中などに入れて携帯すると安心です。 

 「命のバトン」の携帯版としても活用できます。 

皆さんぜひ、写真も貼ってご活用下さい。 

 総会の挨拶に立つ武藤会長 

行　　事 開催日 時間 場　所

初夏の大型街頭啓発 6月1日 10:00～ 南郷丘公園

早朝街頭啓発 6月7日 8:00～ ホクトスポーツ店前

よさこいソーラン

北海道神宮祭

社協「音楽会｝ 6月26日 13:30:～ 北都地区会館

北都防災運動会 6月27日 9;00～
北都公園（雨天中止の

場合７月に順延）

青少年育成委員会夏レク 7月4日 9:20～ 川下公園

早朝街頭啓発 7月16日 8:00～ 札信前

福まち(さわやか交流会) 7月16日 10:00:～ 北都地区会館

7月17日 17:00～ 区駐車場　雨天中止）

7月18日 10:00～ 〃（雨天中止19日順延）

川下団地自治会夏祭り 8月1日 13:00:～ 川下団地内公園

早朝街頭啓発 8月2日 8:00～ 市民生協前

七夕の集い 8月7日 9:30～ 川北小学校

北都商店街・町内会夏祭り 8月7日 11:00～ 北都公園

8月7日 12:00:～ 川北なのはな公園

8月8日 12:00～ 　　　　〃

川下町内会夏祭り 8月8日 13:00～ 川下会館

東川下団地夏まつり 8月8日 13:00～ 東川下団地内公園

白石区ふるさと祭り

川北ふるさと祭り

6月9日～6月13日

6月14日～6月16日


