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  日頃から顔の見える関係を・住んでてよかったとのまちづくり 

 年 頭 の ご 挨 拶 
      北東白石連合町内会 

      北東白石まちづくり協議会 

      会長 関 紘一 
 平成２５年の初春、皆様には希

望に満ちた輝かしい新年を迎えら

れたことと、心からお慶び申し上

げます。 

 あわせて、連合町内会並びにまちづくり協議会の

活動に御支援御協力を賜りますことに深く感謝申し

上げます。 

 昨年はロンドンオリンピックなどスポーツ界から

多くの感動と山中教授のノーベル賞などで大きな喜

びがありました。一方では景気が低迷するなかで、

遅々として進まない震災復興、また、記録的な大

雪・集中豪雨・猛暑などによる自然災害、そして少

子高齢社会における「いじめ」、孤独死など暗い 
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ニュースも多々あったところであります。 

 このようななかで、地域としても防災訓練と初

めての避難所体験会を実施、また、防犯パトロー

ル・交通安全などの啓蒙啓発活動、関係団体と連

携した高齢者の見守り活動、パークゴルフ大会・

七夕の集い・アイスキャンドルなどの住民交流事

業、そして行政はじめ地域の情報を掲載した「北

の郷里」の発行と多岐にわたる活動をしてまいり

ました。 

 本年も師走総選挙で誕生した新政権に大きな期

待をするなかで、行政をはじめ各町内会・関係団

体と連携を密にし、地域の活性化を図り、安全安

心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。 

 

 結びに皆様のご健勝ご多幸と地域の益々のご発

展を心からご祈念申し上げご挨拶といたします。 

 平成25年の北東白石連合町内会新年互礼会が１

月２７日（日）１２時より東川下記念会館において

開催されました。 

 毎年三地区の廻り当番で開催しており、今年度は

東川下町内会の当番で１１時より定例役員会を２階

の松竹梅で行い、１２時より１階の大ホールにて多

くのご来賓のご出席をいただき開催されました。 

 関 紘一会長の開会挨拶（写真上左）にはじま

り、来賓を代表して堀口洋一白石区長より（写真上

右）の祝辞をいただきました。 

 特に区長からは、日頃から顔の見える関係を、そ

して住んでてよかったとのまちづくりを進めて行き

たいとの挨拶がありました。 

 各種団体、各町内会の役員も含め総勢１００人近

く、新年の思いも語り合いながら、宴も進み、余興

では、サックスとキーボードの演奏にはじまり、ハ

ンドベル、フラダンス、日本舞踊や東川下雑技団に

よる喜芸、珍芸があり会場を沸かせておりました。 

 瀬良久夫市民部長による納杯で２時間にわたる会

を閉じていただきました。 

  写真右 

 

連町新年互礼会 

 

東川下記念会館 

会場風景 

  白石区新年互礼会開催 

 例年、役所の仕事始めにあわせての白石区の

新年互礼会。今年は１月4日（金）にアサヒビー

ル園において開催。主催は白石区町内連合会連

絡協議会（写真上・山田政雄会長挨拶） 



 

 

  各町内会新年会開催される 
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 北東白石地区

の各老人クラブ

においても新年

会を催し、大い

に交流を深め楽

しんでおりまし

た。 

 やはり、健康

が第一。新年会

ばかりでなく、普段

の会合にも積極的に参加し、元気で、仲良く、楽し

くお過ごしください。 

 

 

白石区成人式挙行・新成人おめでとう 

 平成25年 白石区成人式が１月14日（月・祝成

人の日）札幌コンベンションセンターにおいて午後

２時より行われ、開会前のイベントに続き、開会、

国歌斉唱、市民憲章朗読（新成人代表）後、主催者

の挨拶、お祝いのことば、新成人のことば（新成人

代表）があり、閉式と式典が終了しました。 

式典終了後は、はたちの同窓会会場で皆さん懇談し

ておりました。新成人の方おめでとう！。 
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式典会場内・女性はほとんどが和服でした 

  北都明生会新年交礼会 

東川下老人クラブ新年会    川下老人クラブ新年会 

 北東白石地区 

 社会福祉協議会 

 新年交礼会 

１月17日（木） 

北都地区会館にて 

北都町内会新年交礼会 

東川下町内会新年交礼会 

上記写真にはございませんが、 

１月６日（日）10：00バス出発で川下団地自  

   治会では駒岡保養所にて新年会を開催。 

１月６日（日）13：00～川下町内会では川下  

  会館において新年会を開催しております。 

川北町内会新年互礼会 

東川下団地自治会新年互礼会 

一
月
六
日
（
日
） 

一
月
六
日
（
日
） 

一
月
六
日
（
日
） 

一
月
二
十
日
（
日
） 
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   社協：「ニューイﾔーコンサート」開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       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！ 

お餅つき・北都もちつき大会 

    川北クリスマス会 

 川北クリスマス会が12月9日（日）午前10時から

川北会館１階にて小学生43名、幼児14名保護者11名

+スタッフ合計約90人の参加を頂きちょっと早いクリ

スマス会を行いました。 

 昨年同様に、長楽会の皆さんと共にゲームを楽しん

だり、6人一組になってケーキを作ってみんなで仲良

く食べました。長楽会の皆さんから子ども達にむけて

暖かなやさしい歌声のコーラスで２曲歌っていただき

ました。 

 最後には、サ

ンタさんからプ

レゼントをもら

い、足取りも軽

く元気に帰って

いきました。参

加を頂いた多く

の皆さん、あり

がとうございま

した。 

 函館本線平和駅建設促進期成会総会 

 平成24年函館本線平和駅建設促進期成会総会が

平成24年１２月11日北都地区会館において開催さ

れました。 

 本会の目的は、地域住民の総意の基に、平和駅を

函館本線停車乗降駅舎として、建設を促進するた

め、公的機関に善処を要請し、実現を指向するため

並びに、実効性を期した事業を展開するものであり

ます。 

 このため平成２５年度においても早期の実現を目

指して、公的機関及びＪＲ関係機関への要望、陳

情、請願

等の実行

を予定し

ておりま

す。 

 地域住

民の皆様

も息の長

い運動にご支援下さい。（総会時写真） 
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 恒例の北都町内会青少

年部主催の北都町内三世

代交流餅つき大会が、12

月2日北都地区会館で

250名参加で開催されま

した。 

 餅つき大会を通じて、

親子・友達・学校・地域

との「絆」や青少年の健

全育成、安心・安全な街

づくり、古来からの伝統

文化餅つきの継承を目的に行われました。木ウス

3台で、もち米80ｷﾛでの餅つき体験、全員でのあ

んこ餅づくり、白餅づくりをし、雑煮・キナコ餅

の会食を通じて交流を深め合いました。 

「社協」ふれあい音楽会・ニューイﾔーコンサート 

が１月１２日（土）13：30～北都地区会館におい

て開催されました。 

 毎年恒例になっている、北東白石地区社会福祉協

議会（社協）主催のふれあい音楽会。 

 特に新年は「ニューイﾔーコンサート」として開

催、今回は９２名の方に来ていただきました。 

 今年もヴァイオリニスト浜島泰子・弦楽四重奏で

「美しき青きドナウ」の演奏から始まり、前半は

Ｊ・シュトラウスの名曲が続き、ヴァイオリン・

ヴィオラ・チェロから奏でる音色に癒され、後半は

「太陽がいっぱい」などの映画音楽や「冬のソナ

タ」「坂本九メドレー」など、どれも心に響き渡っ

て、音楽をゆっくり楽しんだ、ひとときを過ごしま

した。 

「おもち」について・この北東白石の地域はお餅とは

切っても切れない地である。それはこの地が糯米の改

良地であり、八太郎糯として、やがてそれが厚別糯と

して広く道内に広がった発祥の地でもあるからです。 

 明治26年中澤八太郎、國雄、親子が川下に入植、

暗渠排水や米の品種改良にも取り組み、糯米は八太郎

糯(ﾓﾁ）として広がったのです。 

 現在は広く一面の水田地帯も無く、都市化された地

域として変わりましたが、東川下小学校では毎年５年

生がＰＴＡや老人クラブの皆さんと一緒にお餅つきを

しております。北都町内のもちつき大会や地域各地で

この様なお餅つきが行われておりますが、歴史を知る

と今が楽しくなります。 

 お子さんにも、誇りをもってこの地域の歴史を伝え

ていただくと、お餅の味わいも変わるかもしれませ

ん。親子のスキンシップも深まることでしょう。 



 

 

「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 

    ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆昨年11月14日の野田総理と安倍総裁との迫力の

ある党首討論で、衆議院解散となり、12月16日投

開票、結果民主党から自民党に政権交代となりまし

た。景気回復につながる事を切に願っています。 

 ロンドンオリンピックが終わったばかりなのに、

2020年のオリンピックを東京に招致しようと、詳

細な開催計画をまとめたファイルを１月８日に公表

した、前回の招致で落選した点などを改め再度の挑

戦だ。今度こそは当選してほしい。 

◆昨年11月に襲った暴風雪で登別市の鉄塔が倒壊

し登別市と周辺地域で大規模の停電が発生しまし

た。４日間も電気の無い生活を送った人達は、皆電

気のありがたみを強く感じたそうです。北海道や北

電では、今冬の節電協力を７パーセント以上と言っ

ていますが、健康・体調を崩さない程度に協力しま

しょう。 

◆ 平成２５年２月２２日（金）13：30～ 

             北都地区会館 

 演題 「いつもの付き合いがもしもに生きる」 

 あなたの周りにもしものことが起こったら 

    あなたはどうしますか。 

どなたでも興味のある方は直接ご参加ください。

もちろん参加無料です。北東白石地区社協の主催

で今回は市民講座Ⅲです。 

 
   

 

。 
 東川下記念会館・バリアフリー化に改装 

 社協：市民講座・講演会のお知らせ 

 札幌市優良青少年育成者表彰 

札幌市優良青少年育成者表彰 

 平成２４年１１月１０日、かでる２・７に於い

て、札幌市青少年育成大会が行われました。その

中で、札幌市優良青少年育成者として、北東白石

地区青少年育成者の市村美和子さんが、表彰され

ました。市村さんには、今後も青少年の健全育成

活動に活躍されることを、期待いたします。 
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 東川下町内会の町内会館「東川下記念会館」が

昨年10月より工

事をしていまし

たが、１２月に

玄関前のスロー

プ及び多目的ト

イレが完成いた

しました。 

 車いすで出入

り出来るように

外階段脇にス

ロープを設け風

除室に入る事が

出来ます。多目

的トイレは、身

体障がい者・オ

ストメイト・乳

幼児用の設備を

備えた広く立派

なトイレです。

一般の方も一度

は使用されて見て

は、いかがでしょうか。 

 川下町内会「市長表彰」 

玄関屋外スロープ、楽に入れます 

 多目的トイレの内部 

 クリーンさっぽろ実践模範地区として実践してこ

られた川下町内会が１２月１日札幌市民ホールでの

研修会・表彰式で「市長表彰」を受賞致しました。 

 今後も実践模範地区としてきれいな町内であり続

けることでしょう。 

 歳末特別警戒パトロールの実施 
北東白石連町防犯防災部及び各町内のパトロール隊

の出発式（８５名）を１２月１２日午後７時より北

都地区会館で行い、各町内とも年末の特別警戒パト

ロールを実施致しました。 

 尚、連町交通安全部においては違法駐車防止パト

ロールを1/8、2/7の２回実施致します。 


