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 世の中には今商品があふれています。新製品が

続々と世に出てきますが、商品には賞味期限があり

ます。特に食品には賞味期限が表示されていますが

食品以外にはそう表示されていません。しかし確実

に賞味期限があり、鮮度が落ちてくるのです。 

 例えば、カメラやパソコン、家電商品を取ってみ

ると、コンパクトカメラは約3か月、パソコンにつ

いても約4か月が鮮度期限で、それを過ぎると店頭

にも並んでいません。値崩れが起き売り上げが上が

らなくなり、新製品を出し売り上げを確保します。 

 会社に於いて賞味期限が切れた

らどうなるのでしょうか？、それはこの世から無く

なると言う事です。倒産であり、合併、吸収が行わ

れます。 

 近年でも三洋電機はパナソニックに吸収され社名

も無くなりました。最近ではシャープは台湾のホン

ハイに買収される予定、東芝は医療部門をキャノン

に、家電部門は中国の企業に売却し、半導体、原発

に傾注し会社が賞味期限切れになるのを防ごうとし

ています。 

 だが、東芝の場合は単なる賞味期限だけではあり

ません。不正経理問題が発覚、経営を大きく揺るが

したのです。五代先までの社長がその責任を遡及さ

れそうです。 フォルクスワーゲンも一時トヨタを

抜いて世界一と言ったとたん、排気ガスの不正が発

覚、売り上げを大きく落としました。 

 トップの責任はそれほど大きいのです。シャープ

やかっての三洋電機の社員もこんな会社に誰がした

と嘆くでしょう。パナソニックも三洋電機を吸収し

てから三洋で残ったのは冷凍ショーケースだけと言

われるくらい徹底的に合理化を進め体質改善中。 

 日立はもっと先から体質改善を進め、今は海外で

は時速360ｷﾛ低コスト車両で、高速鉄道を受注。 

 ソフトバンクは米国の大手通信会社を買収、 
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左図： 

デジタル一眼カメ

ラのアクセス回数

であるが、新製品

が出るたびにアク

セス回数がアップ

するが数ｶ月後に

は注目されず、売

り上げも無くな

る。 

 広報委員会で講師を招いて特別検討会 

サントリーも名門ジンビームを買収し世界のサ

ントリーを目指しています。ユニクロ、楽天も

勢いがありますし、地元企業のニトリやホー

マックも健闘しております。これらの企業に共

通したことはトップが先を見越して対策を打っ

てきた企業ということです。トップの責任と

リーダーシップが思い知らされます。 

 北東白石連合町内会も今年30年を迎えます。 

民児協も地区社協も同じく30年になります。単

町も40年、50年、70年以上の歴史があり、少

しづつ変革してまいりました。近年急速に高齢化

が進む中、今一度見直し、次代に対応して行かね

ばなりません。まちづくり協議会地域情報広報委

員会では、2月10日札幌市の「町内会アドバイ

ザー派遣」をお願いし

(株)ＫＩＴＡＢＡ社長

酒本宏氏を講師に招い

て特別検討会を開催い

たしました。 

 テーマは①町内会活

動を次代の人にどうつなげて行くか ②若い人の

発掘と参加育成 ③行事と各部門間の連携を 

 以上の三つでしたが、下記のような問題点も見

えてきました。より具体的な対策を勉強すべく、

第2回目は3月23日に開催しました。 

 町内会、各種団体、地域の皆様とともに次の時

代に引き継げる組織、活動を模索し残して行かね

ばなりません。又、当広報委員会も単なる結果の

広報のみならず、将来への夢と希望の持てる提案

型の広報委員会へと移り変わらねばと考えます。 
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   惜別の涙もあった卒業式    

  各小学校卒業証書授与式 

 川北小学校第35回卒

業式 3月18日(金) 

 冬の厳しさを乗り越

え、柔らかな日差しに

包まれる希望の春。川

北の大地にも春が訪

れ、卒業証書を手に喜

びに輝く卒業生148名は、春の光と式場いっぱい

の祝福に包まれて、未来へ向かって大きく羽ばた

いていきました。 
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新たな旅立ち・・・自立をめざし  

 北都中学校第37

回卒業式が平成28

年3月15日（火）

北都中学校体育館

で行われました。  

 今年の卒業生は

男子86名、女子

92名計178名で

した。 

 卒業証書授与が始まり、ほどなく、あちらこち

らで目に涙する生徒たち、先生との、仲間との惜

別か感謝か、仲間との最高の思い出が心をよぎっ

たのかもしれません。親にも感謝を忘れずに、少

し大人になる君に、また、きっと新たな出会いが

ありますことを。 

北都町内会青少年部主催室内スポレク（ミニ運動

会）大会が、２月１４日北都小学校体育館で開催

されました。「地域の子どもは地域で守り育

む」、子どもから大人まで参加で、友達・親子・

地域の皆さんとの「絆」を深めていくことを目的

で今年も開催です。（お豆の引つ越し・二人でヨ

チヨチ・しっぽおに・輸リレー・菓子食い競争

等）の種目を参加者全員で行なわれました。特

に、二人でヨチヨチリレーでは親子・子ども同

士・夫婦・役

員のパート

ナーで真剣・

マイペース等

でみものでし

た。最後の種

目は、恒例の

菓子食い競争

は弾ける笑顔

で終了しました。終了後、参加賞と豚汁とおにぎ

りの会食、その美味しさでお代わりの連続。また

準備の方には、早朝よりいつもありがとうこざい

ます。この力こそが地域の活性化に繋がるものと

確信しています。 

      室内スポレクで絆も深まる 

   北都なかよし子ども会主催 

     ひな祭り交流会開催 

東川下小学校第34回卒業式 

 東川下小学校は、男子２

２名、女子２５名、計４７

名が卒業しました、在校生

のよびかけと合唱「きみに

伝えたい」、次に卒業生に

よるよびかけと合唱

「虹」、最後に「旅立ちの

日に」を全校合唱し、とて

も素晴らしい歌声の卒業式でした。最近、卒業式で

は、男子の羽織袴、女子の袴姿が多く、大学の卒業

式か、成人式のような華やかさでした。 

 北都小学校第42回卒

業式が３月１８日に行

われました。男子４９

名 女 子 ３ ５ 名 計 ８ ４

名。一人一人がステー

ジの上で将来の夢を語

り校長先生から卒業証

書を受け取りました。小川ＰＴＡ会長さんからは

祝辞とサプライズのピアノ演奏がありました。  平成２７年度子ども会最後の事業ひな祭り会が

２月２１日に開催されました。インフルエンザに

も負けず９０数名の参加でした。 

育成さんの手で、ひな壇が２台ステージ上に飾ら

れ、その美しさに目が奪われました。 

 その後、子ども会・町内会・学校・まちづくり

センターの挨拶からゲームやレクダンスと進行

し、最後は恒例の子ども達の希望にそったディ

ナーショーです。桜餅・あんかけ焼きそば・ザン

ギ・卵焼きにミニおにぎり、フルーツポンチ・お

菓子など・・・育成会奨励部隊の安全な手作りに

は、いつも感謝です。会食での子ども達のはじけ

る輝やいた笑顔が印象的でした。来年度に向け

て、子

ども達

の抱負

を発表

しても

らい、

楽しい

一日を

終了し

まし

た。 

 
沢山の子ども達に話しをする小澤さん 



 「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 

北都の将来を考える・セミナー 

新入学予定児童をご招待 

「挨拶・見守り運動」強化事業  

 

               

 2月14日(日)第5回

「すこやか・ふれ愛コン

サート」が開催されまし

た。 

 悪天候の中を参加下さ

いました55名の皆様に

岩副会長の挨拶、 

「挨拶・見守り運動」の

経緯と現状についてをお

話をさせて頂き、ご理解

とご協力をお願い致しまし

た。後は、サックス奏者浜康之氏・ピアニスト石

澤佳子氏による演奏会が始り、「ユーレイズミ

アップ」「枯葉」「カルホルニアシャワ―」「情

熱大陸」等の演奏、石澤氏のアコーディオンに合

わせて「手のひらに太陽を」「上を向いて歩こ

う」の合唱を皆さんで楽しみ、和気藹々の演奏会

でした。 

 3月17日（木）18：30より北都地区会館２階

において、北都商店街主催で北都商店街の活性化

を図るためのセミナーが開催されました。 

 当日は札幌商工会議所より中小企業診断士が派

遣され講師を務めました。 

 まず、現在の地域、商店街の現状を再確認し、

街の現状から言える事、商店街が今やるべき事、 

この上に立って街の魅力を高める、街、地域内で

生きる施策を実行する。まず、ここから始めるな

ど提案がありました。 

 ・あなたはこの地域が街が商店街がどんな風な

ら魅力を感じますか。 

・住みやすいor住みたい街へどんな希望がありま

すか。 

 私達が住んでいるこの街が、もっと魅力ある街

に、永く住みたい街になって行くためには、この

街に住む人が必要な将来像を描く、そのコンセプ

トを作る推進体を作り、期日を決めた活動の開始

が望

まれ

る。 

 北都町内会は、初めての試みとして２月２８日

（日）１０時から北都地区会館に於いて、新入学

予定児童のお祝い会を実施しました。 

 北都小学校に新入学予定児童及びその父母をご

招待。 

「本物の音楽

をプレゼン

ト」と称して

札響のバイオ

リニストとピ

アノ演奏者を

お呼びし、

ディズニーメ

ドレーとか、

何と北都小学校校歌も演奏されました。 

 又、この機会に交通安全指導員から登下校時の

歩き方や信号の渡り方などもやさしく説明をしま

した。ただ残念ながら新入学予定児童の出席は少

なく、来年度に向け課題が残りました。 

第１２巻 第 ６６号 2016（Ｈ28）04.01. 

  川北町内会福祉部便り☃ 

【素晴らしい演奏にうっとり】  

【皆さんも参加して合唱】 

３月１３日（日）北都地区会館で、町内に住む

若い方々が集まり、町内会に対する要望、意見等

を聴く会を開きました。 

 これは、市のアドバイス事業の一環で、この

方々の指導の下に実施。 

 固苦しい雰囲気を避ける為、「おしゃべりサロ

ン」と名付け、子ども、子育ての事。地域とのか

かわり。町内会や地域活動への参加。をメイン

テーマに意見交換を行ないました。 

この日はちょっ

と少なかったで

すが若い女性７

名が集まりまし

た。 

 総務部長手作

りのケーキを食

べながら、多数

の意見が出まし

た。主なご意見

は、・町内会活動の参加は、平日は午後７時以降

だったら大丈夫。・日曜日は午前中が良いとの

事。・行事日程は、早く知らせてもらうと、休み

が取れ易い。・知らないメンバーの中に参加する

のは勇気がいるので、参加し易いイベントが有れ

ば良い。・これで少し顔見知りになれる。 

・例えば、「漬け物講習会」とか。終了後そのま

ま自宅で活用が出来る。等の大変参考になるお話

が出ておりました。 

北都町内会が「おしゃべりサロン」開催 

当日

会場

参加

者 
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       行 事 予 定 案 内 

北海道新幹線開業！Ｈ28.3.26. 

 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 －－－ 

◆あれから５年、３月１１日はあの震災を忘れず、今で

もまだ津波や原発で避難したままの人が居ることを。私

たちも災害を風化することなく自身も災害対策を◆札幌

でも平成２６年９月に大雨警報が発令されました。自然

災害は、いつ、どこで、誰の身に起きるか判りません。

今一度、気をひきしめ備えを見直しても良いのではない

でしょうか。◆北海道新幹線が開業しました。道内経済

はもとより、復興にも役立つといいですね◆今号の一面

は組織や活動の見直しを提案するものです。10年、20

年と地域内が変化している中で、組織や活動がどうその

変化を先取りして変革して来たのかが問われているので

す。川北町内会ではすでに組織検討委員会などを発足、

地区内で唯一の福祉部も時代に対応した部か。◆北東白

石まちづくりセンター阿部位江子所長が移動となりまし

た。初めての福祉関係の所長配置で、女性所長も初めて

の2年間でした。地域のためにお世話をいただきありが

とうございました。新所長は清田区の保健福祉課長で地

域の福祉にも明るく、継続して期待できる所長です。◆

もう街は春のきざし。雪が解けると気になるのが、ゴミ

ですよねぇー 皆様の家の周りはいかがでしょうか？ 

家の周りや、道路、公園などきれいにして新しい季節を

迎えたいものです。だって！春ですから～ 

・・「雪遊びフェスティバル」に北都中生徒が

ボランティアで協力・・ 

 ２月7日（日）川下公園において「雪遊び

フェスティバル」が開催されました。 

 前回より北都中生徒さんによるボランティア

が、この事業に協力しており、今回は１９名の

参加者がありました。 

 さすが中学生、子どもだちとのふれあいは上

手で、雪山すベり、かんじき遊び、雪だるま作

り、雪上ラフティング、みかん拾い、「しろっ

ぴー」の登場等、元気一杯に広い会場を盛り上

げてくれました。 

 引率して頂いた北都中の藤王教頭先生、一関

先生、また、子どもたちの様子を心配し、お越

し頂いた北都小の大石校長先生、川北小の大宮

教頭先生ありがとうございました。 

 参加した子どもたち、保護者の方々も、寒さ

を吹き飛ばす楽しい思い出になった事でしょ

う。この体験を通し、北都中生徒ボランティア

の皆さんが、継続して地域の方々とのふれあい

を大事に

し、協力し

てくれるの

を願ってい

ます。 

 平成28年3月26日北海道新幹線が開業。 

新函館北斗駅で上り東京行き、はやぶさ10号が

午前6時35分大勢の報道陣に囲まれ発車致しま

した。東京間は4時間2分で、1日10往復とな

ります。仙台までは2時間30分だそうです。 

 ちなみに札幌駅8：39発-東京駅17：04着

での料金は在来線乗継で26,820円～です。 

 平成17年青函の工事認可より11年、札幌延

伸までは2030年、あと15年です。 

 この新幹線により、北海道、東北の新しい経

済効果を望むことが期待されます。旅行会社も

いろいろな

プランを用

意している

ようです

よ。 

一度乗って

みたいで

す。 
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写真：開業を伝える民法ＴＶより 


