
  白石区複合新庁舎１１月７日業務開始 
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新年度に入って、各町内会、各種団体とも、４月

～５月にかけて総会も終了し、新たな活動へと歩ま

れたことと思います。 

一年一年の積み重ねではありますが、北東白石連

合町内会も今年度３０周年の節目を迎えます。 

北白石連町から分かれての発足で、同時に北東白

石地区の社会福祉協議会や地区民児協も３０周年に

なります。 

この節目の年を、過去を振り返り、また新たなも

のを取り入れ、変革し、積み上げて行く、そんな年

度でありたいと願います。 
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 初めまして。４月１日付で北

東白石まちづくりセンターに着

任しました増田到（ますだいた

る）です。 

 ゴールデンウィークも終わっ

て着任後ひと月が経過しまし

た。  

 この間、連町の総会、北都地

区会館運営委員会総会、まちづ

くり協議会総会等々慌ただしく

日々が過ぎていきました。 

まだひと月ですが感じたことがあります。それ

は、「役」を担っている方々の昼夜をいとわず地

域のために働く熱い心です。この姿勢には本当に

驚嘆です。 

私が普段何気なく日々を過ごしていた生活の中

に実はこうした方々の日々の影の努力があったこ

とを改めて感じました。 

この熱い思いは自分達が住んでいるこの街が本

当に好きで、好きだからこそ、もっと住みよい街

にしていきたいとの強い思いが原動力となって、

それぞれの方々が地域活動を続けていけるのだろ

うと感じました。 

しかしその一方で１人の方が複数の団体を掛け

持ち一人二役あるいは三役、四役を担い、このた

め担い手の特定化や新たな担い手不足など課題は

ありそうです。 

北東白石地区に住みこの街が好きな方はおそら

く沢山いることと思うのですが、なかなか地域活

動への担い手に参画するには壁があるのかもしれ

ません。私は少しづつであっても、この壁を低く

し、どうすることで、より多くの方々が自分達の

まちづくりに参画できるかを共に考え、その為に

まちづくりセンターとしてどんな援助ができるか

を考え努力していこうと思います。 

 増田 到 新所長よりのメッセージ 
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北東白石まちづくりセ

ンター 増田 到所長 

白石区市民部長に「鈴木和弥」氏就任 

 今年度、札幌市の人事異動に

於いて、４月１日付で白石区の

市民部長に鈴木和弥氏が就任し

ております。 

富樫 晋前市民部長は平成２５

年度より３年間、市民のため地

域のため活躍されました。 

 鈴木市民部長にも大いに期待

いたします。 

 現在建設中の白石区の複合新庁舎が１１月７日

（月）にオープンし業務開始となります。 

 地下鉄白石駅直結ビルとなり、保健センター、

子ども図書館などがあり、1階入り口には白石郷

土館も同日オープンの運びと成っております。 

 「過去を知れば今が楽しくなる」歴史に興味の

ない方も是非白石の歴史に興味を持ってもらい、

郷土館の解説ボランティアをしてみませんか。 

 せっかくの新庁舎ですが、私たちの地域からは

遠くなり、中央バスと地下鉄の乗り換えが必要で

す。交通費増もあり、白２５番の終点を南郷７丁

目から新庁舎前までの延伸を望みます。 

 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。地紋は郷土の稲穂です。 

 「北の郷里」は北郷を連想させる名でもありますが、「日本の北のふるさと」との大きな意味を持たせながら、地域にあって

は「ぬくもりと優しさに満ちたまちづくり」を目指します。 
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 ご来賓の白石区長・市民部長 

   北東白石連合町内会総会 

札幌市長表彰・白石区長表彰   

 

 ４月２４日（日）16：00より北都地区会館に

おいて、北東白石連合町内会の平成２８年度総会

が開催されました。 

 特に平成２８年度の計画には、北東白石連合町

内会が今期３０周年になることで、１１月１２日

（土）に３０

周年の行事を

行うことが決

議されまし

た。詳細につ

いては今後詰

めて行くこと

になります。 

 

 連合町内会の総会後、懇親会の前に以下の表彰

状が可児白石区長より授与されました。 

 市長表彰状 高田    寛 様（東川下町内会） 

 区長表彰状 （２０年以上） 

         島田 信也 様（東川下町内会） 

 区長感謝状 （１０年以上） 

       伊東  信 様（東川下町内会） 

       田湯 孝幸 様（東川下町内会） 

       山本 誠一 様（川下町内会） 

       照井 秀治 様（川下町内会） 

 北東白石まちづくり協議会総会 
 さる5月9日

19：00より北都

地区会館において

平成28年度の総

会が開催されまし

た。関会長の挨拶

の後、四つの委員

会よりＨ27年度

の事業報告があり

ました。 

◆地域情報広報委員会（委員長：島田信也） 

◆世代間交流委員会 （委員長：伊東 信） 

◆地域安全委員会  （委員長：繁泉将晴） 

◆地域活性化委員会（委員長：明日見敬一） 

平成28年度事業計画についても各委員長より計

画案が出され、事業計画、収支予算について、い

づれも承認されました。 

 尚、今年度の各委員会の委員長は、新年度開催

の各委員会の互選で決められます。 

記念行事の多い中、今年一年の活動が期待されま

す。 
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 北東白石地区各種団体及び代表者一覧 

 連合町内会終了後の懇親会には多くのご来賓に

おいでいただきました。特に鈴木市民部長はこの

日、地域

への初の

顔出しと

なりまし

た。 

 今後と

もどうぞ

宜しくお

願いしま

す。 

写真：可児白石区長（右）と鈴木市民部長（左）



 「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 

守っていますか、ゴミの出し方を 

交通安全指導員のみなさんありがとう 

 北東白石まちづくり協議会（地域安全委員会）

では、安心・安全なまちづくりのため、住民が徒

歩での防犯パトロール、自転車でお出かけの時に

パトロール（見守り）をする「チャリパト隊」、

犬の散歩にあわせて、

ついでにパトロール

（見守り）をする「わ

んわんパト隊」の合同

パトロールの出立式を

２８年５月１５日

（金）9：30北都地

区会館に於いて執り行

いまし

た。 

その後、

「ワンワ

ンパト

隊」を先

頭に各町

内へと出

立しまし

た。 

 最近ゴミステーションに曜日の異なる日に 

出されたゴミが残されています。 

ルールを守って気持ちの良い街にしましょう。 

 

  合同防犯パトロール 
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近石 隆雄さん 

幸正 征治さん 

南部 勇吉 会長 

鷹架 光一 さん 

室谷 章さん 

稲垣 曻さん 

平野正義さん 

竹本 茂さん 

鈴木 文博さん 福田 軍治さん 

増井 英次さん 穂積 隆男 さん

 毎朝、交差点に立ち、子どもたちの通学の安

全に、横断歩道を安全に渡りきるまでと、気を

使って指導をしていただい

ている、北東白石交通安全

実践会の皆さんです。 

 今年もどうぞよろしくお

願いいたします。 

 写真：早朝街頭啓発、 

合同パトロール時に撮影致

しました。   

 尚、北東白石地区には 

交通安全母の会の皆さんも 

交通安全早朝街頭啓発など 

で活躍しております。   



写真左より 

  猿山和枝さん、増田到所長、吉水佐葉子さん 

 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。 

 女子職員も佐々木さんにかわり吉水佐葉子さん

が就任しております。どうぞ宜しくお願いしま

す。 
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       行 事 予 定 案 内 

北東白石まちづくりセンターより 

 ・・・ ちょっといい話 ・・・ 

     －－－ 編集後記 －－－ 

◆４月１４日、熊本地震発生。震度7の地震を２度観

測した状況は、報道されている通り甚大です。地震後

１か月半を経過しましたが、先の見えない避難生活を 

している方々の心情を察すると、早期の復興を願うば

かりです。◆東日本大震災の復興も未だ中、熊本地震

は津波の被害は無かったが、震度7が２度、これも想

定外なのでしょうか。私たちはもっと大きい東海トラ

フの大地震を想定しなければなりません。備えあれば

憂いなしと言いますが、どこまで備えられるでしょう

か急がれます。白石も安全では無いのです◆伊勢志摩

サミット終了後の、５月２７日、オバマ大統領の広島

への歴史的訪問が実現しました。「核のない世界」を

目指し、哀悼の意を捧げる一歩となりました。新聞各

紙も「核廃絶目指す勇気を」と一面に大きな見出し、

核無き世界の平和を願います◆各町内会、連町等の総

会も終了し、新活動がスタートしました。前号で、地

域での組織活動見直しの、特集を載せましたが、今年

は北東白石３０周年の年、若い人も組織にどんどん

入ってきて活性化し、次の子や孫たちが住んで良かっ

たと思える「まちづくり」をしていきたいですね。 

 平成２８年５月２６日（木）白石区クリーン

さっぽろ衛生推進協議会の総会に於いて、北都

町内会の野村利勝様が長きにわたり地域の道路

清掃や除草、ゴ

ミステーション

の清掃等の活動

貢献に対し同協

議会より感謝状

及び記念品が授

与されました。 
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 社協・ふれあい音楽会 

      「ハープとフルートの調べ」 
 出演 ハープ   鏡  由香理 

    フルート  工藤 由真 

日時：平成２８年６月２５日（土） 北都地区会館 

      開場13：00、開演13：30 

  沢山の御来場 お待ちしています。 

子ども１１０番の家へのご協力を 

 従来から、当地区では、子どもが登下校時な

どに「不審者からの声かけ、痴漢、付きまとい

行為」等の被害を受け、身の危険を感じた時

に、避難場所としての駆け込み、一時的に保護

するとともに、警察に１１０番通報するための

場所である「子ども110番の家」の取り組みを

行ってきました。 

 この度札幌市ではこの取り組みを支援し「子

ども110番の家」に登録した家で物的・人的被

害が発生した時見舞金を支払う「見舞金保証制

度（要登録）」を作り支援します。 

 

写真：ＳＯＳ 

新ステッカー 


