
Page  1 

 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 第８巻第 ４４号   2012.08.01. 

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 

さて、本祭りは平成24年7月15日10：20分よ

り、白石郷土芸能 札幌本陣太鼓で幕開けとな

り、宮城県白石市の風間市長や登別市長をお招き

しての開会式が行われ、続いて、白石区の連合町

内会女性部の皆さん、参加小学生による、「白石

音頭」が会場を二周し祭りムードへと入って行き

ました。 

 昨年登場しました、宮城県白石市よりの「片倉

鉄砲隊と甲冑武者」が今年も白石区に見参！、当

時の火縄

銃の作法

を披露し

てくれま

した。 

 出店も

多くの店

があり、

そのなか

で、白石

市の物産

もテントを張りＰＲしておりました。 

 ステージも白陵高校や川北小学校のバンド演奏

やコンサドールズユースによるチアダンスなど楽

しい企画が続き、最後のステージは、おなじみ

「ダンディ・フォー」による男性コーラスで楽し

い一日が終わりました。 

川北小 金管バンド演奏 

 「伝える～つなげる笑顔で輝く未来～」のテー

マで始まった第37回「白石区ふるさとまつり」。 

 平成24年7月14日の前夜祭と15日の本祭りの

二日間、区役所駐車場会場いっぱいのお客様で、

多くの笑顔で埋め尽くされた二日間でした。 

 昨年は一

部、雨にた

たられまし

たが、今年

は前夜祭、

本祭りの両

日に渡って

晴天に恵ま

れ会場は

1,800の

席が満席、

この席、一日何回転したのか判りませんが、来場

者数では「過去の記録にはない」と思うほどの数

でした。 

 私たち各単位町内会などでも、テーマを決めて

夏祭りや、ふるさと祭りを行っていますが、「白

石区ふるさとまつり」は昨年も「伝える」がテー

マでありました。昨年はこの「伝える」に「がん

ばれ東北 がんばれ白石」を加えたものでした。 

 今年もテーマは「伝える」ですが、この中に、

「笑顔を伝える、

つなげる」を加え

たテーマでした。 

 昨年の大震災か

らの復興へと立ち

上がり、「笑顔を

取り戻し、未来へ

向かって笑顔をつ

ないでいって欲し

い」そんな応援メッセージも感じることのできる

テーマだと思いました。 

 みんなの「笑顔」のために！。設営や、出店に

携わった人たちもみな、この「笑顔」の為にと、

心に思いながら、二日間頑張ってくれたのではな

いかと感謝いたします。 

宮城県白石市より風間市長 

今年もそろった白石音頭 

宮城県白石市より片倉鉄砲隊 
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東川下町内会 防災訓練実施 

 青少年レクで滝野公園へ 

北東白石地区青少年育成委員会主催夏季レク開催    

  滝野すずらん丘陵公園ガイドツアー 

 

7月８日、育成委員会主催の滝野すずらん丘陵公

園・ガイドツアーが  北都・東川下・川北小学校の

生徒８６名・引率者２０名，計１０６名が参加。  

出発式では、関連合町内会会長の挨拶を戴き、

８班に分かれバス２台で一路滝野森ゾーンに到

着、森の情報館でガイドさん８名が待ち受け、子

ども達が元気に挨拶し、説明を受けツアーに出発

しました。 

 ウグイスのさ

えずりが聞こえ

る自然の森のな

か、さまざまな

樹木（ツリアジ

サイ・ほうの

木・おおばゆ

り）昆虫の名前

（サッポロまい

まい）を学び、スタンプラリーを楽しみました。  

 最後にガイドさんにお礼を言い森の情報館を後

にしました。  

 この後、次の目的地「こどもの谷」に到着、心

地よい疲れと空腹のなか楽しい昼食で、食後は自

由行動となりました。「あり塚の塔・オレジエッ

グ・フワフワエッグ・森のせせらぎ」等で、子ど

も達は汗びっしょりになり楽しんでいました。 

 引率者は、子ども達を見守りながら園内を巡回

しました。 

 楽しい夏季レ

クレーションも

終わり、冷たい

水とおやつを貰

い午後３時に滝

野を後にしまし

た。午後４時に

は北都地区会館

に到着、解散式

の後子どもたちを父母に引き渡し、無事終了する

ことが出来ました。 

 平成24年７月22日(日）朝９時に町内一斉に

「呼子が」鳴り防災訓練の始まりです。 

 各分区ごとに近くの第一次避難所の公園に集結

し、そこより隊列を組んで東川下公園の訓練場所

まで避難します。 

 全町内からの

避難誘導訓練を

兼ねての集結に

２５分かかりま

した。避難者名

簿の提出後全員

に軍手が支給さ

れました。避難

者１８６名ス

タッフを加える

と２００名の参加者となりました。 

 菅野社会部長の開会宣言、高田町内会長の挨拶

があり訓練開始です。 

 先ず、町内会での備蓄資材の紹介と取り扱いの

説明が行われ、今年購入の発電機もエンジンをか

け、灯光器の電気が点くのを確かめました。 

 訓練はバケツでの消化訓練、消火器による消火

訓練、ＡＥＤの使い方、人工呼吸の仕方、担架の

組み立て救出、倒壊家屋からの救出訓練など、実

際に体験しての訓練でした。 

東川下町内

会防災訓練 

 
四か所に分

かれての訓

練場所で、

順繰りに体

験しまし

た。 

６月２４日（日）北都町内会第４０回防災運動

会がありました。 

 少し風がありましたが好天に恵まれ、手伝いを

含め約４００名の参加が有り全種目予定通り実施

出来ました。 

 北都町内会は約２,０００世帯の会員がおります

大きな組織ですので、どうしても告知等が行き届

かず防災の意識が薄くなる感じは否めません。 

  今年の役員会では昨年の３・１１の大震災もあり

改めて防災の重要性を再認識した企画での運動会

となりました。 

 特に賞品につ

いては例年通り

の一律品ではな

く、今年は非常

食の乾パン等、

災害時に役立つ

賞品も取り入れ

ました。 

 終了後の反省

会では、来年度

が更に良くなる為の意見も沢山出て嬉しい形でお

開きとなりました。 
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社協：施設見学＆入浴ツアー 

講談社 お話隊がやって来た 社協：「ふれあい音楽会」開催 

 6月２3日（金）北都地区会館において13時30

分より、北東白石地区社会福祉協議会主催の「ふれ

あい音楽会」が開催されました。 

 今回は「北の風男声合唱団」「ブルンネンコール

藤」の二つ

の合唱団を

招いての音

楽会で、男

声、女声、

混声と三つ

の唄声を堪

能しまし

た。 

社協：民児協との合同会議を開催 

 

ともっちコンサート 

 楽しかったです。 

 

 

       東日本被災地に夢と希望を！ 復興支援にあなたのエールを！ 

第８巻第  44号   2012.08.01. 

 平成24年6月9日（土）午後、講談社さんの

「本と遊ぼう全国訪問お話し隊」によるキャラバ

ンカーにステキな絵本をいっぱい載せて、北東白

石児童会館にやってきました。 

 この日は「ともっち」サンクスＤＡＹ 

駐車場に止めたキャラバンカーに入り、最新版の

絵本を手に取り、食い入るように見たり、友達に

話しかけた

り、会館内で

は（読み聞か

せボランティ

アグループ）

ペパーミント

さんの絵本読

み聞かせ、平

木館長の絵本

読み聞かせ、

隊長さんの紙芝居等があり、たのしいおはなしを

たくさん聞けて楽しんだ一日でした。 

  児童会館音楽会 

 平成24年７月６日北東白石地区社会福祉協議会

の推進委員と民生・児童委員との合同会議が開催さ

れました。 

 日頃、一人暮らしの高齢者への見守り活動など、

共通した活動

において、同

じ町内の担当

区域を持つ担

当者同士が顔

を合わせ、問

題や課題を話

し合うまたと

ない機会でし

た。 

 例年行っている単身高齢者対象の入浴ツアーです

が、今年度より少し変わりました。 

 今年は、宮の森病院のお迎えバスにて、同病院

「円」の施設見学を行い、その後「定山渓花もみ

じ」で食事と入浴をして帰ってまいりました。 

 バスが一台のため7月13日のＡ班（北都、東川

下）と１１月2日の

Ｂ班（川北、ＮＳ

団地、川下）の２

班に地域分けをし

て行いました。 

 Ｂ班はもう少し

お待ちください

ネ。 
 

 北東白石児童会館にて「ふれ♡まるともっちコ

ンサート」が開催されました、 

 ピアノ佐藤歌織さん、マリンバ豊澤明子さん、

子どもも楽しめるミッキーマウスマーチや子犬の

ワルツ等々。マリンバ教室の生徒さん、末奈さん

と裕梨さん姉妹との合同演奏もありました。 

 途中リズム遊びを行うなどし、大変盛り上がり

ました。乳幼児から小学生、お父さん、お母さ

ん、おじいちゃん、おばあちゃんと、まさに3世

代の方々が聴きに来て、楽しいコンサートになり

ました。豊澤さんは西区でマリンバクラブという

マリンバの教室を開いていますので、興味のある

方は、出向いてみてください。 



「北の郷里」ホームページ URL  http://kitanogouri.com/index.php 北の郷里 で検索すると出ます 
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    ちょっと いい話 

今年度の広報委員です どうぞ宜しく 

第８巻 第 44号   2012.08.01 

行  事  の  予  告 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆今年の夏も猛暑に見舞われそう、熱中対策や節電等の

対策が必要、個々の責任で乗り切って行かねばなりませ

ん。◆地球温暖化のせいか、年々本州でとれる魚や野菜

が北へ・北へと北上している。対策はあるのか自然の脅

威に委ねるのか・・。◆今、いじめが社会的な問題に

なっています。どうすれば減少するのか、学校・親・地

域、関係する団体等で考えていかねばならないと思いま

す。◆子どもが、卒業した学校・先生を誇りに想う学校

作りで、子どもの心に永久に残る事を節に望みます。 

◆８月９月は夏祭りやふるさと祭りなど行事が沢山、上

記行事予定表をよく見てご参加ください。遠足や凧揚げ

会もありますよ、親子で秋の一日楽しんでください。 

◆ロンドンオリンピックが始まります。日本の代表選手

に期待し、応援します。◆先般、北の郷里に貴重なご意

見を戴きました。今後も内容をわかりやすく、読みやす

い紙面作りを行っていきます。 

   

社協・市民講座 

  8月24日13：30～ 北都地区会館 

 演題：高齢者、障がい者などへの地域の支え合

い、・・・孤立化させない地域をめざしての講演で

すので皆さんぜひご参加ください。 

   詳細は後日町内回覧で。 

 

北東白石介護予防講座  

  9月２８日13：00～ 北都地区会館 

   ——元気になろう心とからだ——- 

第一部 講演「心とからだのつながり」 

第二部 体力測定「試してみよう体力と健康」 

 主催：介護予防センター川下・第一包括支援セ   

     ンター 

 共催・協力：連町、民児協、社協など。 

 

 

    おめでとうございます 

  次のお二人が表彰されました。 
 

川北町内会長 関 紘一 氏  
 

 平成24年6月18日川北町内会長の関 紘一氏

が北海道警察本部長・北海道防犯協会連合会理事

長連名の表彰を受けられました。 

 この表彰は永年にわたり地域安全活動を積極的

に推進し犯罪の無い、安全、安心な地域づくりに

貢献された功労に対しての表彰でした。 

 

北都町内会長 明日見 敬一 氏 
 

 平成24年6月５日北都町内会会長 明日見敬一

氏が地域における犯罪の防止や少年の非行防止活

動に献身的に取り組まれ明るい街づくりに貢献さ

れた功労に対し札幌方面白石警察署長・札幌白石

防犯協会会長より表彰を受けられました。 

 横沢、眞田、志賀、嶌田、芦田、小澤、石岡、福原、近江 

 丸山副委員長 岩副委員長 島田委員長 小澤副委員長 
   写真の各人名前です 

  

   写真欠席者 川村 菅野 中野 合計１６名のメンバーです 


