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 皆さん 明けましておめでとうございます。 

北の郷里も１２回目の新年を迎える事が出来まし

た。ありがとうございます。 

 今年は猿年、「さる」と言えば日光東照宮の「見

ざる、聞かざる、言わざる」が思い浮かびますが、

今年の仕事始めに札幌市の秋元市長は職員を前に、

「この猿の反対を心がけよ」と訓示した。 

１月４日の白石区の新年会でも市長はこのことを披

露した。即ち、よく見て、よく聞き、よく情報発信

せよ、市民との対話も重要であるとの意味である。 

 市長の言った趣旨に似た猿が埼玉県の秩父神社に

ある「三猿」。「お元気三猿」をご紹介しよう。 

 三猿といえば日光東照宮が有名ですが、同じ徳川

家縁の神社である秩父神社、社殿西側にある三猿は

日光とは全く違った表情の彫刻です。 

 日光が古来の庚申信仰にちなんで「見ざる・言わ

ざる・聞かざる」をモチーフとした３匹の猿の彫刻

に対し、秩父神社の三猿の彫刻は日光とは逆で「よ

く見・よく聞いて・よく話そう」ということがテー

マです。日光とは正反対ですね。 

 これが「お元気三猿」と言われる由縁です。猿た

ち顔もウキウキしています。 

 日光の猿は人生の８場面の一つで幼少と成人とで

取る意味が異なります。大人は戒めです。でも、情

報化社会の現代においては「お元気三猿」の教訓の

方が時代に則しているのかもしれません。 

 今年一年、ただ、よく見、よく聞きではなく、 

よ～く見て、よ～く聞いて、よく話しましょう。 
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 平成２８年１月４日アサヒビール園に於いて新

年初の、白

石区新年互

礼会が開催

されまし

た。 

（写真、挨

拶に立つ秋

元札幌市

長） 

 主催は白石区町内連合会連絡協議会で山中会長

の主催者あいさつのあと来賓祝辞として秋元克弘

札幌市長の祝辞がありました。猿の話しでの職員

訓示を紹介後、「今年は躍進の年にしたい」と２年

目の抱負を力強く語られました。また、白石区の

可児敏章区長は、１１月７日に白石区の新庁舎が

オープンする事、１階には白石郷土館が作られる

ことも紹介し、期待に応えて行政を行うとの挨拶

の後乾杯となり、懇談に入りました。 

１月２４

日に行わ

れた、北

東白石連

合町内会

新年互礼

会。今年

は東川下

記念会館

を会場とした。写真：上左.可児区長と関連町会長 

第１２巻 第 ６５号  2016（Ｈ28）02.01. 



Page      2 

 北東白石まちづくり協議会広報紙         き た の ご う り 

       年 頭 の ご 挨 拶 

             北東白石連合町内会 

             北東白石まちづくり協議会 

         会 長  関  紘 一 

 

 2016年の初春 皆様には希望に

満ちた輝かしい新年をお迎えになら

れたことと心からお慶び申し上げます。あわせて 

北東白石連合町内会並びに北東白石まちづくり協

議会に対し温かいご支援ご協力を賜りますことに

深く感謝申し上げます。 

 さて、戦後７０年の昨年は難しい世相のなかで

安全保障関連法が成立、そしてマイナンバー法が

施行されるなど大きな動きがありました。そのな

かで２名のノーベル賞学者の誕生とラグビーＷ杯

をはじめとするスポーツ界より大きな喜びと感動

をもらいました。 

 一方では関東東北地方を襲った集中豪雨と火山

噴火などの自然災害、又飲酒運転による交通事故

の多発など厳しい出来事がありました。 

 このようななかで、この地域としても合同防災

訓練をはじめ防犯パトロール・交通安全街頭啓発

などの啓蒙活動、又、高齢社会における地域支え

合い講座、介護予防講座などの見守り活動に取り

組んだところです。 

 また、「七夕の集い」・「パークゴルフ会」・

「雪あかりのまち」などの住民交流、そして地域

の情報を掲載した「北の郷里」の発行と多岐にわ

たる活動をしてまいりました。 

  本年も行政をはじめ各町内会と自治会、関係団

体と連携を密にし地域の活性化を図り、安全安心

のまちづくりに努めてまいりますので一層のご指

導ご鞭捷を賜りますようお願いを申し上げます。  

 むすびに地域住民皆様のご健勝ご多幸を心から

ご祈念申し上げご挨拶といたします。 川下町内会 
１月１０日川下会館

にて新年の祝賀会を開催いたしました。 

 みなさん昔からの古い仲間たち、互いの健康と

新年のお祝いを致しました。 

  各町内会も新年会を開催 
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東川下団地自治会 
 １月１６日（土）

18：00～東川下団地

自治会は誠寿司での開

催でした。 

川下団地自治会 
１月１１日川下団地自

治会の新年会は朝より

バスに乗りユンニの湯

で行いました。ゆっく

りお風呂に入りビンゴ

やじゃんけん大会な

ど、当たった人達は帰

りは重くても今年は良い事が有りそうと喜んで下

さいました。 

東川下町内会 
 １月１０日（日）12：00～東川下記念会館に

於いて、東川下町内会の新年会が開催されまし

た。この日は三町内が時間差で新年会を開催予定

で、その最初でした。（写真：下左、多くの来

賓、来場者を前に高田会長、下右満席の会場 

北都町内会新年会 
北都町内会の新年会が１月１０日（日）午後２時

より北都地区会館に於いて７４名が出席され開催

されました。 

 今年は、開式の前に「北都なかよし子供会」に

よるハンドベル演奏があり、和らいだ雰囲気を醸

し出しておりました。 

また、祝杯に入る前には、津留壮年部長による

「剣舞」の披露があり、荘厳な雰囲気も漂いまし

た。 

余興は、プロのマジッシャンによるマジックで、

その鮮やかさで

皆さん目を丸く

していました。 

そして締めは、

皆さん期待のビ

ンゴゲームで、

最後まで盛り上

がった新年会で

した。 

川北町内会新年

会 
１月１７日（日）

川北会館において

13：00より開

催。参加91名。

「ジャンル和太

鼓」の演奏、豪華な

お刺身、和気あいあ

いのなか盛大に終了

致しました。 

写真右上：関会長 



 「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php  北の郷里 検索 
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北の郷里 

  

 札信前での本部テントでは甘酒やホットココ

ア、カルピスが無料提供され、白石区のしろっ

ぴーも参加。1000個の紙コップも無くなる盛況

でした。札信前交差点から平和駅までの両サイド

450個のアイスキャンドルが灯り、平和駅南口で

も白石東地区の皆さんによる同時開催です。 

 アイスキャンドルの氷作りは１０日も前から始

まり、ローソクも手作りで、準備致しました。 

 当日は６０人を超すスタッフの人が、設置から

解 体 ま で、

また消えた

灯の保守と

寒 い 中、あ

りがとうご

ざ い ま し

た。  

 青少年部主催三世代交流餅つき大会開催 

平成２８年 白石区成人式 

盛況だった 第９回雪あかりのまち 

 
 

 恒例の第16回北都町内会青少年部主催三世代交

流餅つき大会が12月６日北都地区会館で定員 

１５０名をオーバーし２３０名の参加で開催され

ました。 

 毎回、参加者

に６つの体験を

して戴くことを

重点で行なわれ

ました。 

◆古来からの木

ウスでつく餅つ

き体験 ◆自分

で作るあんこ餅

づくり体験◆学ぼう・餅つき・アンコ餅づくり◆

深めよう、地域の皆さんとの「絆」◆学ぼう・引

き継ごう・頑張れ次世代◆出来たての餅を会食

（雑煮・キナコ）の体験から、参加者の弾ける笑

顔が印象に残りました。 

 役員・協力員の皆さんにいつも感謝です。２５

０人分のアンコ丸め、米洗い米蒸す、雑煮作り、

機材・用具の準備、会場セッテングなどへの準備

と体験を通じて次世代への後継作りや町内会事業

への関心と加入に少しでも役にたっていることと

自負しております。 

 当日会場でのすてきな写真を募集！ 
  募集要項 

1、雪あかり当日のスナップ写真 Ｌ版～ 

  何枚でも結構です 

2、優秀写真は来年の雪あかりポスターに採用 

  させていただきます。まちセンにも展示。 

3、応募者には粗品あり、作品は返却しません。 

4、応募期間：平成２８年２月末まで 

  北東白石まちづくりセンターまでお届け下さ   

  い。ＴＥＬ８７５－３０７７ 

社協恒例ニューイヤーコンサート 
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 １月１６日（土）13：30～北都地区会館に於

いてニューイヤーコンサートが開催されました。 

 ヴァイオリニスト浜島泰子弦楽四重奏で、前半

はヨハン・シュトラウスの春の声、美しく青きド

ナウなどクラシッ

クの名曲を、後半

は、映画音楽から

シャル・ウイ・ダ

ンスやディズニー

映画からの曲など

弦の調べに魅了さ

れました。 

 １月１１日は成

人式。コンベン

ションセンターに

約1000人の新成

人が集った。今年

から、１８才から

選挙権が与えられ

たので、成人式も１８才へと変わって行くのだろ

うか。なお一層の成人への自覚が求められる。 

 １月29日第９回の雪あかりのまちが開催されま

した。午後５時～８時までの3時間でしたが、夏

の花火大会と共に冬の雪あかりと、あちこちでも

開催されるようになってきました。 

 アイスキャンドルの幻想的なローソクの灯火は 

なぜか私達

の心に情緒

的な潤いを

与えてくれ

ました。 

皆さんの心

には、どう

お感じにな

りました

か。 
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       行 事 予 定 案 内 

川北町内会防犯講習会・夜間パトロール開催 

 連町年末防犯パトロール出発式 

 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

    －－－ 編集後記 －－－ 

◆今シーズン降雪量について１２月に入ってから大

雪は１回程度で、今シーズンは町内会の排雪はしな

くても良いナぁ～と思い、排雪が無かったら１シー

ズン分の費用（約５４０万円）が全部でなくとも半

分程度は浮くのではないかと密かに目論んでいた。

しかし何という事はない、１月の中・下旬にまと

まって降ってきた。だが、今年は少し変だ、降った

翌日は日中気温が高く１３条通はびしゃびしゃアス

ファルトが出ている。暖冬と言われる年の降雪量は

多いと言われているが、全国的には九州でも雪が

降ったりしているのに、ここ白石区は札幌でも降雪

量が少ないようだ。４００万も５００万もの圧雪道

路の排雪費用をかけるかどうか、今年は悩める年に

成ってきた。◆昨年は企業のトップの責任が問われ

た年だったのではなかろうか。タカタのエアバッ

ク、ＶＷの排気ガス、東芝の不正会計、シャープの

経営不振、などなど、特に東芝は歴代の社長に３２

億の損害賠償を請求するのだそうだ。一方日立やパ

ナソニック、サントリーは企業体質を変えた。最近

は安倍総理の強気に党内で誰も異を唱える人がいな

いのは危険水域。あらまあ甘利大臣も辞任だって。 

◆東川下子ども会創立３０周年を迎えて 

 昭和６０年５月５日に創立した東川下子ども

会が、３０周年を迎え、昨年１２月６日(日)に式

典・祝賀会を開催いたしました。 

 式典で

は、3団

体と１４

名の個人

の方への

感謝状贈

呈が執り

行われま

した。 

 

 ｢１０年間の歩み｣のスライドを場面ごとに

リーダー（子ども）がお話しをしてくれまし

た。（写真右下の子ども達） 

 式典の後の祝賀

会では、５０名余

りの皆様にご出席

いただき、テーブ

ルスピーチを戴き

ました。 

 尚、今年のリー

ダー登録は、２０

名でリーダー研修を受講し、学んだ事を東川下

子ども会活動に活かしてくれています。育成者

(大人)は、安全面、時間調整、などリーダーが動

きやすく活動できるよう助言、準備、見守りを

おこなっております。 

 子ども達の輝く笑顔をみたいと活動してきた

３０年！これからも、地域の皆様、リーダーの

卒業生・育成者の方々の協力、助言、応援を頂

き、地域の子ども達みんなの笑顔を作っていき

たいと、気持ちも新たに活動していきたいと

思っています。 
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１２月１５日、各

町内会より６０名

余の参加で北都地

区会館に集合、白

石警察署より注意

事項が有り、各町

内会へパトロール

をしながら帰路に

着きました。 

 川北町内会では１２月１９日(土)１９：００

～「防犯講習会」を川北会館で行い、３４名の

参加がありました。 

日頃より気を付けた

い防犯対策として、

泥棒の侵入手口、冬

に向けての対策、特

殊詐欺の手口等につ

いての講義がありま

した。その後、拍子

木を鳴らし「戸締り確認、火の用心」と呼びか

けてパトロールを行いました。 

 タイヤ、除雪機の盗難が増える時期なので充

分注意致しましよう。 


