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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 第８巻第 ４５号   2012.10.01. 

 平成24年度の札幌市総合防災訓練は今年は白石

区で行われ、東米里の白石清掃工場の南側、東部

水再生プラザ北側の空地を訓練会場に、開催され

ました。 

 平成24年8月31日(金）午前9時30分頃、市内

北東部を震源としたマグニチュード7.3の直下型地

震が発生。家屋の倒壊、火災など随所で発生ライ

フライン機能も停止したとの想定で、札幌市、白

石区はこれらに対応すべく、災害対策本部を設

置。 

 「地域住民が自主避難を開始し、自主防災組織

により被災者の救助、応急救援などを実施する。」

と言うものであり、私たち、北東白石からも、発

災対応型訓練、市民参加体験型訓練として参加し

ました。 

 会場には札幌市の他、参加・協力団体は56にお

よび、訓練の主会場には、来賓のテントや一般市

民の見学テントもあり、訓練状況は衛星通信を通

して本部や野外の大型スクリーンに映し出されて

おりました。 

 ヘリコプターも清掃工場の屋上に避難した人の

救出にと参加、緊張感が高まります。 

 昨年の東日本大震災や8月29日に発表された南

海トラフ大地震による死者32万人との地震被害想

定の新聞記事が出た後でもあり、訓練にも力が入

りました。 

 白石区の連合町内会は8地区あり北東白石は隣の

北白石連合町内会の皆さんと協力し、①住宅浸水

防止訓練（土嚢を積んで浸水を防ぐ）、②担架作成

訓練（毛布などで担架を作る）、③応急救護訓練

（人口呼吸及び心臓マッサージ）、④発災対応型訓

練（防災資材を使用した、疑似倒壊家屋からの救

出訓練など四つの訓練を行った。 

 また、日赤北東白石分団からは、非常食の炊き

出し訓練に参加し、非常食を配っておりました。 

 第2会場周辺には、地震の体験車が来て震度体験

が出来ました。発電機、無線機などの展示ブース

もありました。上白石小の皆さんは消火訓練にも

参加しておりました。備えあれば憂いなし。9月1

日は防災の日。家族で再度話し合いましょう。 

上写真：広い第一会場。 

左、避難者救出のヘリ 

下写真：第2会場にての訓練

風景、中四コマ写真：訓練①

～④ 

下写真：日赤での非常食配

布と地震体験車 
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 各町内会 敬老会や敬老の祝 
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第８巻 第 45号 2012.10.01. 

 

社協：「さわやか交流会」を開催 

 北 都 夏 祭 り 

 ８月４日（土）５日（日）北都夏祭りが北都公

園で開催されました。 

 今年も北都商店街組合と北都町内会が一緒にな

り運営、椅子席は約５００席用意され、一日約１

０００人の方々が楽しんでくれました。 

特にビンゴゲームは二日間実施し毎回カードを５

００枚用意しましたが、毎回完売で大変な盛り上

がりでした。 

 今年は両日共途中で雨が降りましたが、ボラン

ティアの皆さん方は、ごみ袋をカッパに改造し、

やるべき務めを

しっかり果たさ

れました。 

 物販は、氷水

などは昨年より

少し売り上げが

少なかったよう

ですが、焼き

鳥、焼きそば、

おでんなどは昨

年並みに売れたそうです。 

  北都秋祭りが開催されました 

 ９月１６日（日）北都町内会主催の北都秋祭り

（こどもみこし）が開催されました。 

北都町内会として町内にお住まいのお子さん方に

日本の良き伝統のお祭りを伝えていこうとの主旨

で参加型のお祭りにしております。 

この日は、約５０名の小学生以下の子供達が集ま

りました。半纏、豆絞り、鈴などで着飾り、いざ

出発となりましたが、突然雨が降り出して来まし

た。 

 皆さん気を揉みましたが、スタート前の子供達

の掛け声が大きかったからでしょう１２時半、山

車のスタート時には止んでくれました。 

 途中、「みこし」を担いで練り上げた処、町内

の皆様方から大きな声援を受けました。 

こうして約２時間掛けて町内を練り歩きました。 

「北都地区会館」に到着後は、お楽しみ会として

「かき氷」を食べ、バルンアートを楽しみ父母も

参加してのビンゴ大会も開催し解散となりまし

た。 

  川北ふるさと祭り 
  川北ふるさと祭りが8月4、5日。なのはな公園で

開催されました。町内各区から売店が出店し、余

興は、北都中学吹奏楽、白石高校祥雲龍祥の舞、

南京玉すだれ、ひょっとこ踊り、子供ジュース早

飲み大会、杉尾聖二歌謡ショー、子供盆踊り、最

後の抽選会に入ると雨が降り出し、雨の中の抽選

会となりましたが無事に終了しました。 

 ５日はＮ団地、川下町内会も夏祭りでした。 

 地区社協では毎年、単身世帯の高齢者の方をお招

きして、「さわやか交流会」を開催しています。 

 今年は9月7日（金）10時より北都地区会館にお

いて開催いたしま

した。 

 「殿様がお風呂

に入るために」介

護保険を使うため

には殿様でも手続

きをふまねば、・・

と、寸劇で面白

く、わかりやい劇

でした。オカリナ演奏で皆さんと歌ったり、バルー

ンで白鳥や犬を作って楽しみました。 

 昼食会ではお弁当と豚汁を美味しく食べながらの

語らいに満足していただき、午後からもゲームなど

で盛り上がり楽しいひと時を過ごしていただきまし

た。 

 

 東川下町内会では、75歳以上の方々をご招

待、第３２回

敬老会を東川

下記念会館で

開催しまし

た。７０名の

参加で、日本

舞踊、ﾌﾗﾀﾞﾝ

ｽ、ﾏｼﾞｯｸｼｮｳ

等で、十分に

楽しんでいた

ようです。当

日都合により出席出来ない方々には、後日記念の

品を配りました。 

 川北町内会では、75歳以上の方男性150名、

女性230名計380名の方々に記念品（お米券）と

川北内科循環器科病院理事長よりお祝い品（タオ

ル）を各人に、お届けさしていただきました。 

 

 北都町内会では、80歳（傘寿）4５名、88歳

（米寿）14名、99歳（白寿）１名、の該当者の

方々に記念品を贈呈いたしました。 

 川下団地自治会では、９月１７日駒岡保養所

で敬老会（７０才以上）を開催しました。 

 東川下団地自治会では、定山渓ホテルの送迎

バスで団地集会所前より大型バスに乗りホテルで

の敬老会（７０才以上）を開催。入浴、ゲーム、

カラオケなど楽しい敬老会でした。 

 川下町内会では、７２才以上の対象者全員に記

念品を贈呈いたしました。 
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知っていますか・・青少年を見守る店 

     社協：「市民講座」を開催 
 8月２4日（金）13：30分より北都地区会館に

おいて「市民講座」を開催。 

 「高齢者・障がい者への地域の支え合い」がテー

マでした。 今、私たちに出来ること？ 

 地域での人と人との絆づくりの第一歩として「あ

いさつ」、町内、地域での見守り活動のなか、

ちょっとした声掛け、ちょっとした心遣いが「地域

の絆」になることを学びました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       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  45号   2012.10.01. 

北東白石遠足＆凧あげ会開催 

 北東白石地区青少年育成委員会及び中学校区青

少年健全育成推進会と連携し、心豊かな青少年を

はぐくむ運動を北東白石地区で行っています！！ 

 青少年を見守

る店とは・・・ 

 買い物などで

訪れた子供たち

に暖かく声をか

ける、子供たちに悪く影響を及ぼすものは「売ら

ない」「見せない」など。子供たちが健やかに安

心して暮らせるまちづくりにご協力していただく

店です。 

 ９月８日に上記団体皆さんがが核となり、青少

年を見守る店へのご協力と登録推進活動を行って

きました。現在110数件のお店が登録されていま

す。小さな犯罪は大きな犯罪の引き金。 

 各家庭で今一度話し合ってみませんか。 

 北東白石連合町内会ＰＧ大会開催 

 第１４回北東白石連合町内会会長杯パークゴル

フ大会が９月22日東川下ＰＧ場において開催さ

れました。 

 連合町内会、関

会長の挨拶の後２

０組７９名が１８

ホールでの競技が

開始されました。 

 男女別で、男性

優勝田中茂美さん

準優勝八田芳明さ

ん、女性優勝関谷ナミさん、準優勝村中宏子さ

ん。競技大会は午前中で無事終了致しました。 

 防災お泊り会 感想 

 １年～６年の子ども達５０名の参加で、第８回

防災体験お泊り会を

９月１日、２日に行

いました。防災衣

（消防服）を着た

り、煙体験や119番

通報・防災クイズ等

楽しみながら取り組

みました。ローソク

の明かりだけで過ご

した時間では、炎の暖かさや大切さを感じ優しい

気持ちになりました。 

 一人ひとりが学んだ体験は素敵な思い出になる

ことでしょう。 

 晴天に恵まれた９月２２日

この日は土曜日でしたが秋分

の日で祭日となり、他の行事

もあったようですが、１０時

に北都地区会館を出発、川下

公園までの遠足（写真右上） 

 １０時３０分に開会式を行

い、午前中は連だこの開発者

田中光夫さんを招いての凧作

りを行いました。（写真右） 

 子供たちは自分の好きな絵

を上手に描いておりました。 

出来上がった凧は

午後から連凧にし

て揚げ（写真右）

さらに個々にばら

して揚げることが

出来ました。 

 お昼は豚汁が出

され１３０人以上

の親子でにぎわい

ました。 連凧が大空に高く揚がりました 

     ８月７日は「七夕の集い」 

 伝統的な行事

が少なくなって

いる中で８月７

日は道内では

「七夕の日」。

北東白石まちづ

くり協議会でも

世代間交流委員

会が毎年この日

と定めて「七夕の集い」を開催している。今年の会

場は東川下小学校体育館で、会場には大きな七夕の

ツリーが三本用意され、飾りを作ったり、願い事を

書いたり、会場の各ブースをスタンプラリーで楽し

み、帰りにはお土産のお菓子をいただきました。 
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    ちょっと いい話 

第８巻 第 45号   2012.10.01 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆ロンドン・オリンピックが、7月27日～8月12日迄

開催されました。204の国と地域から11,000人の参

加、我が日本からも518名の選手・役員が参加。金ﾒﾀﾞﾙ

７、銀ﾏﾀﾞﾙ14．銅ﾒﾀﾞﾙ17、ﾒﾀﾞﾙ合計38、４位5、5位

15、6位7、7位8、8位7、入賞合計42の素晴らしい活

躍でした。あと一歩でﾒﾀﾞﾙに手が届かずに悔し泣きの選

手、次回に期待し、皆様も応援で寝不足気味だったので

は、8月20日には、ﾒﾀﾞﾘｽﾄ71名による銀座ﾊﾟﾚｰﾄﾞ、沿

道に詰めかけた、およそ50万人の大観衆の声援に応え

ているのを、テレビで見ていて大興奮しました。 

  

 

 一日「地域の茶の間」スペシャル版が今年も下記

の日付で開催されます。地域の皆さん誘い合って遊

びに来てください。 

開催日： 平成24年10月20日（土） 

時 間： 10：00～15：30 
内 容： サークルの発表、合唱、演芸、バンド演  

      奏など楽しみいろいろです。 

売 店： カレーライス、イモもち、おしるこ 有 

対 象： 誰でも可、家族ずれ大歓迎 入場無料 

    おめでとうございます 
  北都町内会「ます花壇優良製作者」に 

去る９月６日（木）に札幌市内のホテルにて札

幌市環境局みどりの推進部より北都町内会が札幌

市「第３６回 ます花壇優良製作者」の表彰を受

賞されました。 

 これは、地域緑化活動の一環である歩道美化運

動を通じ、街路樹の愛護とます花壇の造成等で豊

かな環境の育成を図る為、昭和５２年度より市内

各所で実施されております。 

 今年度は、１，０４５団体の方々の手により、

６２，３３７ヶ所の植樹ますと６２，３３７ｍの

植樹帯等に花壇が造成され、この中から特に尽力

があった１３団体が表彰を受けられました。 

「全国中学校ソフトボール大会」が、栃木県那須

塩原市で8月18日～21日迄開催されました。北

都中学校女子ソフトボール部が出場しましたが、

惜しくも２回戦でさよなら負けしました。 

 現地入り後選手10名と学校関係者、保護者ら

13名の計23名が食中毒に罹りましたが、幸いに

も軽症で済んだとの事でした。札幌でのＯ１５７

事件も有る事ですので、皆様方も十二分に気をつ

け食中毒に罹らないようにしましょう。 

  北都中ソフトボール部全国大会へ 

北東白石社協：広報紙３年連続審査員特別賞 

 平成２４年度「地域福祉市民活動フォーラム」

が今年も９月１９日かでる2・7１階かでるホー

ルにおいて開催されました。 

 基調講演の始まる前に社協・福まちの活動写

真、広報紙コンクール

の表彰式が行われ、北

東白石地区社協の広報

紙「さわやか社協」が

３年連続で入賞、審査

委員特別賞を受賞致し

ました。 

社協：一日「地域の茶の間」のお知らせ 

訃報 故 尾西義夫氏（83才）Ｈ24.9.18逝去 

 北東白石連合町内会会長（北都町内会会長）とし

て永らく地域に貢献され、札幌市自治振興功労者表

彰も受けられました。 

 ご冥福をお祈りいたします。 

落書き消しに北都中テニス部１２名がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ体験参加 

 平成２４年８月２５日（土）午前10時より道

警少年係、ＪＵＮ

Ｐ、日本塗装工業会

その他札幌市、白石

区土木の協力のもと

川下橋の落書き消し

に参加しました。暑

い中ご苦労様さまで

した。 


