
Page 1 

 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 第１4巻 第 77号 2018（Ｈ30）02.03. 

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   白石区新年互礼会（１月４日） 

  【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 ◆東川下老人クラブ親和会◆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 

   平成３０年１月４

日（木）アサヒビー

ル園はまなす館1階 
において、白石区町

内連合会連絡協議会

（町連協）主催の新

年互礼会が開催され

ました。  主催者を代表して

関紘一会長（写真

上）が開会の挨拶を

行い、秋元札幌市長

より祝辞を戴きまし

た。蔀白石区長の祝

杯で会が進むと、  お正月の三が日を

過ぎたばかりなので、同じ町内の方、町内以外の

方々等新年になって初めての顔合わせ、あちらこち

らで、ご挨拶の様子が見られ、まさに新年互礼会の

風景でした。この互礼会、まさに新年の始めにあた

り、一年の計を語り合う場でもありました。 
皆さんの年計、目標はいかがだったでしょうか。   

 北東白石連合町内会    会長 関 紘一   ２０１８年の初春 新年明け

ましておめでとうございます。

皆様には、すがすがしく新春を

お迎え、心からお喜びを申し上

げます。また、北東白石連合町内会及び北東白石

まちづくり協議会に対し日頃から温かいご支援を

賜りますことに深く感謝申し上げます。  さて、昨年を振り返りますと、昨年の世相を表

す漢字は「北」が選ばれました。北朝鮮のミサイ

ルが北海道上空を通過し、Ｊアラートが作動し、

怒りや不安が広がり、道民の生活にも影響を及ぼ

しました。  一方、冬季アジア札幌大会が開催され雪と氷の

精鋭たちが64種目で熱い戦いを繰り広げたのをは

じめ、北海道日本ハムの大谷選手の大リーグ挑

戦、清宮選手の入団、そして北海道コンサドーレ

札幌の１６年ぶりのＪ1残留等スポーツ界から大

きな感動や喜びをもらった年でもございました。  さらに、北東白石地区内では、白石区のふるさ

とまつり会場が川下公園に移しての初めての年で

ございました。２日目は残念ながら豪雨による中

止となりましたが、初日は猛暑にもかかわらず１

万2千人の来場があり、本年以降にも大いに期待

の持てる内容でありました。また、当地区内で

の、交通死亡事故ゼロ連続２,０００日を１２月１

１日に達成し、白石区長からの表彰がございまし

た。 本年も行政をはじめ、各町内会・自治会、

関係団体とさらに連携を密にし、地域の活性化を

図り、安心安全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撻を賜りますようお願い申

し上げます。結びに、本年が地域住民皆様にとっ

て更なる飛躍の年となりますこと、ご健勝ご多幸

をご祈念申し上げ新年のご挨拶とさせていただき

ます。 
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北都町内会新年交礼会が、１月１４日

（日）に開催されました。余興のオープニング

は、箏と尺八でお正月

らしく「春の海」の演

奏、そして民謡や津軽

三味線でさらに盛り上

がりました。 

その後ゲーム（笑形文

字クイズ・ペーパー綱

引き・ビンゴ等々）な

どを会場の皆さんと一

緒に楽しみ「和やか

で、たのしかった」と

嬉しいお言葉もたくさ

ん頂きました。 

 

川北町内会新年互

礼会は１月21日（日）13時より川北会館で開

催されました。昨年５０周年を迎えた川北町内会  関会長（写真）の厳粛な新年の挨拶に始まり、

会場いっぱ

いに響き渡

る太鼓の演

奏や演芸が

披露されま

し た。役 員

の皆さんも

ご苦労様で

した。  
東川下町内会の新年会が、１月１４日

（日）１３時より東川下記念会館東雲の間で開催

されました。余興

では、日頃より東

川下記念会館で練

習を重ねているハ

ンドベルの会北東

白石ＭＢＣクラブ

の演奏、フラダン

ス会ロぜラニの披

露があり、 
「安木節」に初笑

い、三波春夫～俵星玄蕃に合わ

せた踊りは、息をのみ見入るほ

どの凜々しさ･･･ 「自称えい

ちゃん」のギターと歌に聞き入

りました。ワクワクドキドキく

じ引きに運を任せてのビンゴ。

会場いっぱいの笑顔で会が終了

しました。  
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  東川下団地自治会の新年会は、１月１３日

（土）つぼ八清田店で開催されました。雪が降る

中、集会所に集合、お迎えのバスに乗りちょっと

遠出をしました。  ビンゴ大会で盛上

がり景品を頂きまし

た。お楽しみはつづ

き、鈴木会長と出席

者全員のジャンケン

大会など、あっとい

う間の楽しい時間を

過ごしました。   連合町内会新年会 

 北東白石地区・各町内会・連合町内会・各種団体で新年会 

 連合町内会の新年互礼会は平成３０年１月２８

日、1月最後の日曜日川北会館にて行われまし

た。会場はいつも持ち回りで、今年の当番は川北

町内会が担当でした。  例年、連町の新年会には白石区長が出席して下

さる。北東白石が2,000日交

通死亡事故無事故達成のお祝

いを述べた後、二つの安心と

三つの宿題のお話をされた。 
二つの安心とは防犯と市民の

見守りを話され、三つの宿題

の一つとして、区役所旧庁舎

跡地の利用で、今はまだ白紙

だそうです。皆さんの意見も

お聞かせください。 
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川下団地自治会の新年会は１月８日駒岡保養

所にて新年会を行い

ました。  その年の年男の方

に記念品が渡され、

その後のゲームでは

お米が渡ったり、役

員の方とのジャンケ

ンして今年の運試し

など、楽しい一日を過ごして今年１年良い事があ

ることを願って終える事が出来ました。 
川下町内会新年会は1月7日（日）に連町内

では最初に新年会が開催されました。 



 「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php  北の郷里 検索 
   ニューイヤーコンサート        
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北の郷里 
 北都町内会青少年部主催の三世代餅つき大会が

12月3日行われました。  平成12年に北都町内会機構改革による、体育

部・少年部の合併で青少年部となり、以降18回の

餅つき大会を、古来からの伝統の「木うす」で続

けることが出来ました。  子どものはじける笑顔、親子の絆、世代への引

き継ぎ等、世代を超えて、地域の交流を行うこと

が出来ました。今後も、この輪の継承を続けて町

内会の素晴らしさを認識して頂ければ幸いです。  ‘18新春 北東白石「社協」主催の恒例

ニューイヤーコンサートが1月13日（土）13：

30から北都地区会館で開催されました。 
ヴァイオリンとギターの三重奏でスタンド・バ

イ・ミー、一青窈のハナミズキ、風のとおり道な

ど15曲の演奏で、心和む素敵なひとときを過ご

しました。  １２月１７日（日）東川下町内会でも、餅つき

大会が再開催されました。  開催に先立ち１１月中旬の回覧で町内会員にお

知らせしたのですが反応は鈍く主催者の思惑を試

される中でのスタートでした。しかし、開会式が

終わってからも参加者が来場し、結果的には２０

０名の参加となり

ました。子どもさ

んも８４名、お手

伝いも44名と、

60キロのお餅を

つきあげ、今後の

活動に期待できる

楽しい餅つきでし

た。 
 第11回になる「雪あかりのまち」今年は、 
2月2日（金）17:00よりの開催でした。  開催のきっかけは「平和駅の北口より北13条通

の間が暗くて何とかならないか」との声があり、

これがきっかけで今日の「雪あかりのまち」とな

りました。今は防犯カメラも設置され歩道も明る

くなりました。南口も共催で初めて7年になりま

した。皆さん年々浸透したのか、本日の来場者？

は、本部での甘酒などの配付個数で1,000個を超

えました。後は写真で雰囲気は感じてください。 

 北都町内会三世代交流餅つき大会  第11回「雪あかりのまち」開催  東川下町内会餅つき大会 第１4巻 第 77号 2018（Ｈ30）02.03. 

 私もつきまし
た（写真上）   
おもちを丸める

のも、お母さん

たちが、教えて

くれました（写

真左） 
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   北東白石まちづくり協議会広報紙          き た の ご う り        行 事 予 定 案 内  地区社協主催 市民講座開催予告！  ・・・ ちょっといい話 ・・・ 
     －－－ 編集後記 －－－ 
◆札幌の年末年始はおだやかな天気に恵まれ雪国の

正月にしては珍しく小雪で初詣もスムースにお参り

でき幸先に期待が持てる年の始まりでした。暮らし

の中のささやかな出来事に一喜一憂しながら体験、

経験の積み重ねで越して老境に入るのか◆人生の節

目は幾度とある、昔は一人前の大人となる元服なる

ものがあった。現代においては成人式であろう。そ

の晴れの日の振袖騒動、「はれのひ」の営業停止よ

り当日着る振袖が受け取れなかった人が出て、社長

は行方不明、雲隠れ。せっかくの成人式を台無しに

してしまった。誠にけしからん。もっと前から破産

状態はわかっていたのに、若者の夢も砕いてしまっ

た。◆仮想通貨なるものが世間を騒がせている。

580億もの金が流出したと言う。流出と報道するば

かり。ネットの犯罪はもっと重いはず。報道の仕方

もどうなのか浮かれすぎ◆火山列島で暮らす我々は

地震だ噴火だと、とみに起こる自然災害の下では、

支え合い協力できる人達、美徳な国民として称賛さ

れびっくりした23年前の阪神淡路の大震災・衝撃を

受け又大きな学びとなった契機でもありました。

「人に優しく、祈りと善意を心がけ元気に過ご

す。」皆様の目標も定まりましたでしょうか。 

  北東白石児童会館30周年記念式典 

さ 

期日：平成３０年２月１５日13：30～ 
場所 北都地区会館 
内容 町内会の高齢化に伴う  平常時の孤立対策と災害時の避難支援について 

 ２０１８年 白石区成人式開催  1月8日コンベンションセンターで行われた

今年の成人式、参加者は男性578人、女性

500人合計1,078名の参加でした。  オープニングイベ

ントは札幌本陣太鼓

で始まり、国歌斉唱

の後、市民憲章朗唱

で、今年は東川下町

内会より新成人代表

として、水口凌慎さ

んと児玉安里沙さん

のお二人（写真右）

が朗唱を行った。  成人代表として初

めての大役を務めた

二人、これからの人

生に幸多かれと。 第１4巻 第 77号 2018（Ｈ30）02.03. 

教育振興に貢献。北都中富川校長が受章  市内の教育振興に貢献した教職員に対し札幌

市教育委員会は１月２６日教育実践功績表彰と

して、北都中学富川浩校長ら５人と１校を表彰

しました。受賞おめでとうございます。  北東白石児童会館が３０周年になりました。 
外観の色も新しく 
「うぐいす」色に塗り

替えられ、新しい子ど

もの達の会館として生

まれ変わりました。  この３０周年を記念

して、平成２９年１２

月２日（土）会館にお

いて、子ども達と、地

域の来賓を招いて、記

念式典が行われまし

た。手の込んだ会場

や、子ども達の演芸や演出（写真下左）を楽し

く拝見しました。最後に空から土産をお腹に一

杯入れたカメが泳いで来て（写真下右）お腹の

中からお菓子が降ってきました。土産をもらい

子ども達も楽しく記念となった一日でした。 


