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 北都町内会が５０周年を迎えました。これを機会

に、北都・北郷の歴史を振り返ってみましょう。 

 当地区は明治35年頃より拓かれ同45年頃まで幌

内鉄道の株主北村栄一が所有し北村農場と称した。   

 大正の初期この地を伊藤佐一郎（伊藤条一現道議

の祖父）が購入、昭和７年約10万坪の水田作りを

始め、伊藤農場とした。 

 昭和２２年農地解放が発せられた後、１２戸の農

家がそれまで所属していた大谷地西農事組合から分

離して「北斗農事組合」を結成。この「ほくと」が

現「北都」の由来である。 

 昭和25年札幌郡白石村が札幌市に編入。札幌市

白石町北郷となる（この頃から急速に住宅地として

発展するようになった）昭和25年豪雨のため北

郷、東米里一帯が被災する。昭和37年札幌市営バ

ス「北郷線」「川下線」が大通から開通。（現在の

白23、白24系統） 

 昭和３０年頃から水田用水の確保が難しくなり、

同38年にはついに、水田耕作を断念、同39年には

地域の宅地化をめざし区画整理組合を設立する。 

 北郷1-4条・11-14丁目の北都団地は、白石町

大谷地及び厚別町川下地域であったが、札幌市北都

土地区画整理組合を結成し、昭和38年から昭和41

年の4年間の継続事業で宅地を造成した後、昭和42

年北郷に編入された。これは大規模農地を住宅地化

した北海道初の事業である。  

 又、昭和40年月寒川、翌年望月寒川改修に着

手。北郷西住宅組合が結成され、鉄道沿線沿いの北

側に面した水田地帯の宅地化が始まった。                                           

北都町内会の誕生 
 北都町内会は以前から加入していた大谷地自治会

より分離独立し昭和40年12月5日60名で設立総会

を行い200世帯200名余りの町内会として発足。 

 昭和47年（1972）政令指定都市へ移行、白石

区の誕生。札幌市白石区白石町北郷となる。後に白

石町が重複することから削除され、 札幌市白石区

北郷となる。昭和４９年北都小学校、北白石連絡所

開設、北白石連合町内会が出来これに加入す。昭和

５０年北都福祉会館内に町内会事務所を置く。 

昭和61年北白石より分離、北東白石連合町内会に

加入。平成5年現北都地区会館が完成。まちづくり

センターと共に町内会事務所もこの中にある。 
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札幌市白石区北郷３条１２丁目4－1 
          北都地区会館 
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 北都町内会創立５０周年記念式・祝賀会
は平成２７

年１１月８

日午前１１

時より北東

白石まちづ

くりセン

ター 北都

地区会館１

階ＡＢホー

ルに於いて

執り行われ

ました。 

 平岡泰典

町内会長の

式辞の後、

町内会功労

者表彰が執

り行なわ

れ、32名

を代表して

明日見相談

役に表彰状

と記念品が

贈られまし

た。 

可児白石区

長（写真

右）よりの

祝辞を戴き

祝賀会に移

りました。 

楽器演奏、

演劇など楽

しい企画も

あり、会場

内いっぱい

の参加者は

祝賀ムード

いっぱいで

した。 
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北都中学校区四校交歓音楽会 

 第29回北白石地区センター文化祭 

 平成27年度 第29回 北白石地区センター文

化祭、サークルが日ごろの成果を発表する場とし

て開館当初から始まった文化祭は今年で29回を迎

えました。 

文化の日にちなみ開催されるこの行事は、10月

31日のサークル展示発表、11月1日に子ども劇

場、サークル舞台発表、文化公演会の内容で2日

間に渡って開催されま

した。 

今年の文化公演会は

北海道警察音楽隊が出

演‼ 

おなじみの曲を交え

た素晴らしい演奏に加

え、華やかなカ

ラー・ガード隊

のパフォーマン

スと飲酒運転禁

止のお芝居を交

えたステージは

とても楽しく、

大きく会場が沸

いていました。 

北都中学校北都文化祭 

  

 平成27年10月15日（木）北東白石地区青少年

育成懇談会が東川下記念会館において開催されま

した。 前半は

「実態調査から見

た札幌市の子ども

の姿」をテーマに

市教育委員会の堀

口係長からの講演

をいただき、現在

の子どもたちの行

動や考え方への傾

向について学びました。後半は、学校や地域での

子どもの様子等意見交換を行いました。 

北都中学校区青少年健全育成推進会による四校

交歓音楽会が11月19日（木）北都中学校体育館

に於いて開催

されました。

地域の川北、

北都、東川下

の各小学校と

北都中の四校

が集まっての

交歓音楽会で

今年で３２回

になります。 

又、同時に健全育成の標語も募集し優秀作品に

は賞状と図書券が贈られました。ご紹介します。 

○あいさつは犯罪なくす第一歩〈三浦） 

○よい街にするには一人の思いやり〈渡部） 

○あぶないよながらスマホはキケンです（宮川） 

○思いやりやさしいきもち大切に（吉田） 

○あいさつは心のトビラ大切に（箕輪） 

○命にはみんなの愛がつまってる（高橋） 

○あなたのあいさつがいくつもの笑顔を増やして

いるよ（飯塚） 

○つたえようみんなの気持ちあいさつで（吉田） 

○交差点いっしゅんのすきみのがすな（大島） 

○あいさつをたくさんすればいい気持ち（阿部） 

○環境でみんなと一緒に町づくり（寺岡） 

○右左見てわったてるよお母さん（川口） 

○あいさつで君から笑顔つなげよう（小川） 

○その行動あなたの未来壊すかも（田中） 

○家族とは色々相談できる宝物（中村） 

○犯罪は自分の心で作るもの（差間） 

介護予防センター事務所東川下へ移転 

 北都中学

校の北都文

化祭が10月

23日（金）

8：50～よ

り開催され

ました。 

今年は、心

に響く感動

を求めての

クラス対抗合唱コンクールでした。 

 各学年それぞれのレベルはあっても、クラスで

よくまとまっての発表でした。 

 文化祭に参加した感想として、少しさびしく感

じたのは、以前は各教室や、廊下などにも、ポス

ターの作品があったり、壁新聞の作品があった

り、各クラスごとに企画展示やプラネタリウムの

作品があったりと、「おーすごい」と驚き、見せ

てもらった。生徒の豊かな発想が見れず残念。 

北東白石地区青少年育成懇談会 

 白石区川下にて平成9年より認知症対応型のディ

サービスなどを行ってきた「きさく苑」。  

 11月1日より川下４条6丁目に居宅介護を中心

とした「一般型ディサービスセンターきさく苑」

を新設オープン致しました。これに伴い、従来川

下のきさく苑にありました、「札幌市白石区介護

予防センター川下」もこの建物に移転し同日より

業務を開始しております。担当の三上さんも変

わっておりませんので、今後ともよろしくお願い

致します。名称：きさく苑ディサービスセンター 

  住所：札幌市白石区川下4条6丁目２－２３ 

 ＴＥＬ：011-875-8550、875-8875 
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    交通安全早朝街頭啓発 

北の郷里 

   11月11日(火）朝8時～。4月～11月まで場所

を変えながら早朝街頭啓発を行ってきましたが、 

今年度最後は札幌信金北都支店前でした。 

 最近のニュース等で、高齢者の運転する事故が

激増しているとの事、先日東川下町内で交通事故

を起こした人がいます。見通しの良い交差点なの

になぜなのか？。高齢者になると車が向かって来

るのが見えていても、認識するのに時間がかかっ

たり認識できない場合があるそうです。これから

冬期間、特に注意し、安全運転で事故ゼロを。 

地区社協・一日地域の茶の間 

地区社協・施設見学＆入浴ツアー 

北都商店街「ワンコイン笑店街」開催 

 北都なかよし子ども会バスツアー

 地区社協主催、地域の単身者を対象に、施設見

学を兼ね入浴ツアーを11月9日（月）バス２台で

行って来ました。パールライス工場見学後、シャ

トレーゼ・ガトーキングダムサッポロでの入浴で

リラック

スし、ビ

ンゴゲー

ム、カラ

オケなど

で楽しい

一日でし

た。 

東川下子ども会30周年記念キャンプ 

 東川下子ども会が３０周年を迎えます。 

記念行事として１０月３日～4日にかけて、札幌

市青少年山の家での記念キャンプを行いました。 

 出発当日は東川下記念会館より、小学生２３名 

ジュニアリーダー12名（小学生8名、中学生4名）育

成者10名の総勢45名での出発でした。バスの中

でのレク、キャンプ場での薪割やカレーの調理、

お鍋でのご飯炊き、テーブル作り等新しい発見の

連続。期待と挑戦にキラキラと目を輝かせ、胸を

ふくらます2日間でした。「また行きたい」の声に

育成者も次への力をもらったキャンプでした。 

  マイナンバー詐欺にご注意 
 国の政策で国民に全部個人番号を与え一元管理

をするのがマイナンバー制度です。 

 以前「住基カード」なる物がありましたが、全

く活用されず、破棄され、新しい制度が生まれま

した。税金のムダでした。今回皆さんの所に書留

で送られてきたのは１２ケタの個人番号の通知書

です。この番号は他人に知らせるものではありま

せんのでご注意。顔写真を付けて個人カードを作

りませんかの様に書いてありますが。会社に勤め

ている人以外は作る必要が無いでしょう。あわて

ずに、通知書はタンスに閉まっておきましょう。 

 「面倒なので作ってあげます」など変な電話が

来て個人の番号を知らせたり支払のないように。 

 第6回地区社協「一日地域の茶の間スペシャ

ル」を10月10日（土）10：00から北都地区会

館で開催致しました。 

 地域の

皆さんと

秋の一日

を楽しく

有意義に

過ごして

いただき

たく企画

致しまし

た。 

いもも

ち、おしるこ、カレーを食べながら演芸を見た

り、一緒に歌ったりとゆっくりした一日を過ごし

ました。 
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 平成27年10月11日（日）北都なかよし子ども

会では、子ども３９名、引率者１２名総勢５１名

で旭山動物園に行ってきました。当日の天候は晴

れ、子ども達は楽しみにしていたようで、行きの

バスの中からテンションＭＡＸ！、現地に着くと

今にも駆け出さんばかりの勢いでした。午前中は

グループ見学、午後は自由行動とし、昼食事に多

少雨に降られたものの各々思う存分、心行くまで

楽しみました。そんな子ども達の一番人気は「か

ば」さんに、ちょっと意外でした。 

北都商店街で「ワンコイン笑店街」が実施される

１０月１７日北都商店街振興組合主催の「ワンコ

イン笑店街」が２３店舗で実施されました。 

晴天の中、普段置いて無い商品を求めるお客様

で、１１時の開始前から行列の出来る店もあった

り、商店街は終始ご家族連れやお孫さんをお連れ

したお爺ちゃんお婆ちゃんで賑わっていました。 

 又、同時にスタンプラリーも実施され、５店舗

分のスタンプでガラポン抽選が１回出来ました

が、２年連続で１等を当てた方もおり、楽しい会

話が途切れる事はありませんでした。 

 来年も更に楽しめる様にとステップアップした

企画をこの時期に実施したいとの事です。 

届きましたかマイナンバー（個人番号） 
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       行 事 予 定 案 内  ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

◆白石川下局員特殊詐欺を阻止 
 先般、北郷２条郵便局での詐欺防止を載せま

したが、今回白石川下郵便局でも特殊詐欺を防

止することができました。振り込め詐欺も最近

は非常に巧妙になっています。今回は「息子が

女性を妊娠させたので示談金が必要、保険を解

約したい」との事で不審に思い窓口の木立さん

が１１０番通報し３００万円を守ることができ

ました。皆さんも誰かに相談して下さいね。 

◆北都明生会が全国表彰される！ 
 11月北都町内会老人部「北都明生会」が全国

老人クラブ連合会より本年度100万人会員増強

運動特別賞を受賞されました。 

 札幌市内では唯一の受賞です。全国的に会員 

が減る中、会員が107名と昨年より23名が増加

しました。増加した要因は、高齢者に直接会っ

て大勢で過ごす楽しさを伝えるのが勧誘のコツ

との事でした。 

 札幌全体では、98年度41,000人が現在25, 

000人と4割も減っています。 

 「北都明生会」の主な活動は、月2回の定例会

やサークル活動、年2回の研修旅行などで、親睦

を深めていますとのことです。益々のご活躍と

ご発展を期待しております。 

◆倉田利勝会長「社会教育功労者表彰」 
 北東白石地区体育振興会の倉田利勝会長がこ

の度、スポーツを通じて地域の世代間交流や健

康増進にご尽力された功績が認められ、札幌市

より「社会教育功労者表彰」が授与されまし

た。 

表彰式は11月26

日札幌パークホテ

ル で 行 わ れ ま し

た。 

今後もご活躍の程

を期待しておりま

す。 
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    －－－ 編集後記 －－－ 

◆１２月の声を聴くと今月でもう１年が終わるん

だと、何か一年が早く感じられますが、皆さんは

いかがお感じになりますか。◆エルニーニョ現 

象で暖冬との天気予報、そのせいか今年の降雪は

遅かった。北国に住む者は雪を見ないと季節を冬

と捉えられずに落ち着かなかったが、一挙に来ま

した大雪、これでやっと腰を据えて挑む体制が

整った。◆国に番号で管理されるなんて・・・「な

んと嫌な感じ」なんて思っている人はいません

か。とりあえず通知書は大切に保管し静観しま

しょう。◆無防備な市民の生命を狙い撃ちしたテ

ロ集団の蛮行は断じて許すことは出来ないと誰し

も思ったことでしょう。犠牲者の死を悼みます。

平和を望み暴力を否定する教育を受けて生活して

来た日本人として、不毛な報復合戦で事の解決は

望めないと思うがいかが。国連における日本の役

割も望めないのだろうか。世界が知恵を出さね

ば、テロは無くならないのではないか。◆相変わ

らず特殊詐欺被害が止まらない。増々巧妙になっ

て来たと聞く。これから年末、よいお正月を。 

◆小田俊雄さん長官表彰 
 本年３月、小田俊雄氏（札幌

市白石消防団北白石分団長）

が、消防庁長官から永年勤続功

労章が授与され表彰を受けまし

た。 

 これは、多年にわたり消防の

発展につとめ成績優秀であり、

かつ他の模範と認められた方だけが受章対象

で、小田さんは勤続４２年と永年にわたり、消

防活動に従事された功績が認められました。 

尚、平成２１年には、㈶日本消防協会の会長片

山虎之助さんより感謝状を受賞しております。 

  ニューイヤーコンサートのお知らせ 

平成２８年１月１６日（土）13：30～北都地区会館 

 ヴァイオリン演奏でクラシック音楽を 

毎年好評をいただいているニューイヤーコンサートで

す。どうぞみなさんお誘いあわせでお出かけください。 


