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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 
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  谷江白石区長   富樫市民部長 

 高田 寛さん区長より表彰状 

 北東白石連合町内会総会開催 
平成２5年度の連合町内会代議員総会が4月２8日午

後４時より開催されました。 

 総会においては平成24年度の活動報告がなされ、

平成２５年度の活動計画、予算計画も了承されまし

た。又、役員においては会長、副会長など大きな変

更も無く前年

同様の構成と

なりました。 

 当日は午後

３時より定例

役員会が開催

され、総会終

了後は谷江白

石区長、富樫

市民部長をお

迎えしての懇

親会が行われました。 写真上 総会の様子 

池端所長 
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 札幌市では平成25年度の人事異動を発令し、４

月１日より新白石区長に谷江 篤氏（前区長堀口洋

一氏）が、また市民部長には富樫 晋氏（前市民部

長瀬良久夫氏）が就任致しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 谷江区長は職員部長から、富樫市民部長は手稲区

総務企画課長よりの異動です。 

 今回の区長、市民部長の人事は平成23年より2

年ぶりで、今回も両氏の同時人事となりました。 

 新区長による区長表彰式が、4月28日連合町内

会の終了後、懇親会の前行われ、区長とってこの表

彰が地域での最初の仕事となりました。 

 その後懇親会に市民部長と共に出席され、市民と

の対話、交流を深めておられました。上記写真もこ

の時撮らせて戴いたものです。今後とも区民の意見

も取り入れたなかでの区政の運営を期待いたしま

す。 

 尚、北東白石まちづくりセンター池端 宏所長に

ついては異動はありませんでしたが、新たに、白石

区保健福祉部北東白石地区福祉活動支援担当課長と

の兼務任命が発令され、札

幌市全体で福祉活動の支援

をしていくこととなりまし

た。 

 地域の福祉活動には種々

の問題もあり、官民一体と

なった活動が求められてお

ります。地域との懸け橋と

して、益々その役割が重視

されており、地域での期待

も深まります。 

 4月２８日

北都地区会館

において、町

内会活動に役

員として活躍

されてきた下

記の皆さんに

谷江白石区長

より表彰状並

びに感謝状が

授与されまし

た。 

 区長表彰状（役員歴２０年以上） 

   ・高田  寛 さん（東川下町内会） 

 区長感謝状（役員歴１０年以上） 

   ・上出 ハルミさん（川北町内会） 

   ・浅野 勉  さん（川北町内会） 

   ・水口 一雄 さん（東川下町内会） 

   ・工藤 正司 さん（東川下町内会） 

   ・市村 昭男 さん（東川下町内会） 

  以上の皆さんおめでとうございます。 

区長表彰の高田 寛 さん 



  ４０回になった北都小学校入学式 
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北東白石連合町内会とは？ 

 北東白石まちづくり協議会広報紙           き た の ご う り 

   各種団体代表者名簿 

 北東白石連合町内会とは 
 この会は昭和６１年に北白石連合町内会より分離独

立して設立され、北東白石地域の各町内会相互の連絡

を図り、この地域の振興発展と住民の親睦を図ること

を目的としています。 

  町内会単位では、北都町内会、川北町内会、東川

下町内会、東川下団地自治会、川下団地自治会、川下

町内会の６単位町内会で組織されており、各町内の加

入世帯数は別表の通りです（Ｈ25.１.1現在） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       

 連町にも活動部として次の各部があります。 

・総務部（諸会議の開催、調整、執行など） 

・厚生部（高齢者福祉、清掃、環境美化など） 

・青少年部（青少年の健全育成、など） 

・防犯防災部（防犯、防災訓練、避難所体験など） 

・交通安全部（交通安全街頭啓発、違法駐車ﾊﾟﾄﾛｰﾙ）  

・婦人部（白石区や連町の諸行事に参加。施設見学・   

  研修会なども実施） 

 以上連町は各部の活動の他に行政とのパイプ役も務

めており、地域に大切なことは回覧でまわしている。 

町内会名 世帯数 回覧数 

北都町内会 1980 210 

東川下町内会 1500 130 

川北町内会 1750 180 

東川下団地自治会 271  30 

川下団地自治会 265  27 

川下町内会 122  9 
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 北都小学校が開校40周年となる、節目の入学式が

さる４月８日に挙行されました。 

 新入学児童６６名が希望に胸を膨らませ、少し不

安な気持ちを持ちながら新たなる第一歩を歩みまし

た。 

 校長先生よ

り①朝は頑

張って一人で

起きよう②先

生のお話を目

で聞きましょ

う③交通事故

に気を付けま

しょうと三つ

のお願いを、

児童たちは元気な声で「は～い」と答えておりまし

た。「愛いっぱい・夢いっぱい・力いっぱい」の北都

小学校の一員として、健やかに育つことを希望致し

ます。 

北東白石まちづくり協議会とは 
  本会は北東白石地区の街づくりを継続的に考え

る場として設け、地域の人材を育成し、地域住民相

互の交流を活性化し、パートナーシップによるより

よい街づくりを進めることを目的としております。    

 本会の対象地域は北東白石連合町内会区域とし、

地域内の住民団体、事業者団体および地域関係団体

上記表１５団体（ＰＴＡ除く）をもって構成してい

ます。 

  現在具体的活動として、四つの委員会 を設置し

ております。 

△地域情報広報委員会（委員長島田信也） 

 地域の広報紙「北の郷里」を年６回偶数月の１日

に発行、今号で４９号となる。また、同じ名前で

ホームページも開設しています。 

 △世代間交流委員会（委員長伊東 信） 

 毎年８月７日の七夕にちなんで「七夕の集い」を

開催。北都、東川下、川北の三小学校体育館を２年

ごと変えて開催場所としております。今年は北都小 

△ 地域安全委員会（委員長繁泉将晴） 

 地域の安心・安全を願って防犯、防災、防火、交

通事故防止など多くの課題に挑戦しています。 

 △地域活性化委員会（委員長明日見敬一） 

 ｱｲｽｷｬﾝﾄﾞﾙでの「雪あかりのまち」、朝市など。 



 「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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北東白石地区合同防犯パトロール   北都町内会「壮年部」４０周年    
 

 

   
 北都町内会「壮年部」の創部40周年の祝賀会

が、５月１３日（月）午後５時より北都地区会館に

て開催されました。 

 発足当

初、部の名

前は「青年

部」であり

ましたが、

時代の変遷

と共に「成

年部」にな

り、そして

今の「壮年

部」となっております。 

 当日は来賓を含め４３名が出席されました。 

町内会長の祝辞の後、祝宴に入り、舞台では、芸達

者な部員の皆さんが日頃の練習成果を披露されまし

た。 

 ５月19日（日）9：30より北東白石地区合同防

犯パトロールの出発式がおこなわれ、啓発パレード

を行いました。 

自転車によるチャリパト

隊、（写真右上）犬の散

歩時にパトロールをして

もらうワンワンパト隊

（写真右下）を含め、今

年度の夜間パトロール隊

とともに、防犯パトロー

ルのデモ行進を２隊に分

かれて実施しました。 

 特にワンワンパト隊は登録

者が少ないので、犬の散歩に

行かれる方は散歩時に防犯、

防災などにも気を使っていた

だくと安心・安全なまちにな

ることができます。チャリパ

トもご協力をお願いします。 

 青色回転灯装備車決起大会 

   みんなで守ろう交通安全 
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 札幌日赤奉仕団北東白石分

団 （分団長嶌田美津江）は、

永年に渡って北海道赤十字血

液センターでの接待奉仕を続

けてまいりましたが、この度

同センターより永年の奉仕活

動に対し感謝状が贈られまし

た。 

皆さん、ご苦労様でした。 

 「交通安全はみんなの願い」多くの人がそう願っ

ています。車の事故も、スピードの出し過ぎだった

り、うっかりだったり、いらいらだったり、運転手

自身の精神状態に事故の原因があります。 

 事故は加害者と被害者に分かれますが、加害者も

被害者になりえますし、又、被害者もいつ加害者に

なるかわかりません。お互いに家庭があるのです。 

「交通安全は家庭から」先ず、自分の家庭で、余裕

を持って家族を送り出す。加害者にも被害者にもな

らない様

に。今日

も交通安

全を願っ

ての早朝

街頭啓発

に多くの

方が参加

して下さ

いまし

た。 

 東川下小学校の

運動会が５月２５日

他校にさきがけ実地

されました。今年は

例年の場所取りを抽

選方式に変えたため

父兄はゆっくりの様

子でした。写真は紅

白応援合戦の様子。 

 ５月16日（木）13時30

分より白石区内に登録されて

いる青色回転灯装備車６２台

と97名が集結し決起大会が

催されました。 

 青色回転灯は町内会などの

自主防犯組織での車に登録許

可されているものです。 

 北東白石では、川北町内会

３台、北都町内会２台、東川

下町内会１台が小学生の下校

時や夜間においての巡回パト

ロールに就いております。  

パトロール車〈上）と隊員（下） 
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 ①事例で学ぶワード・エクセル初級・中級講座 

 ②東川下シルバーサロン（おしゃべり会） 
①は原則土曜13：30～月２回。②は第3火曜日のみ 

13：30～月１回です。無料です。希望者は下記に 

「遊学館」北13条通.東川下バス停前（北側）の

遊学館（緑香ﾋﾞﾙ2F202号室）で行っております。 

 お問合せ先 地区社協 ℡873-8686 島田まで 

    ちょっといい話 

 

 北都地区会館改修工事の実施について 

 少年補導員永年功労者表彰 
 平成２５年5月16日下記の個人及び団体が平成２

５年度表彰を受けました。おめでとうございます。 

宮坂 敏さん： 札幌方面少年補導員功労者表彰 

白石警察署少年補導員連絡協議会北東白石支部： 

        札幌方面少年補導員団体表彰 

玉置富士夫さん：白石警察署少年補導員功労者表彰 

室谷 章さん： 白石警察署少年補導員功労者表彰 

 

清掃ボランティア実践者表彰 
 福田軍治さん： 5月23日（木）白石区区民セン

ターホールにて開

催された白石区ク

リーンさっぽろ衛

生推進協議会総会

において永年地域

の環境美化活動に

対して協議会より

清掃ボランティア

実践者として感謝

状と記念品が贈呈されました。 

 今年度北都地区会館は、会館２０年を迎え、大規

模な改修工事を実施することとなりました。 

 工事内容は、外壁などの改修工事及び各部屋の改

修、暖房、電気設備の改修、畳の取り替え、トイレ

の改修、厨房機器の入れ替えなどです。  

 工事期間は８月下旬から11月いっぱいまでを予定

しています。 

 このため、工事期間中は会館内及び駐車場につい

ても使用が制限されますので、ご利用にあたっては

事前に、まちづくりセンター（ＴＥＬ875-3077）

まで連絡しご確認ください。 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆早いもので新年度に入ってもう２か月が終わります

４月、５月は町内会、各種団体にとって総会シーズンで

実質５月はスタートの月。今年度も地域の為、住民、会

員のために何が出来るか、各団体の力量が問われる。 

◆長年に渡って行ってきたことを変えて行くのは、賛

否の中、変革の勇気もいる。東川下小学校の運動会での

場所取りは、グランドの外に前の日から父兄が並んでい

た。子の為孫の為場所が取り終るとお父さんは徹夜で目

は真っ赤。そんな状況が今年はシートを抱えてのんびり

と会場へ。今年は北都幼稚園を参考に、場所は3日前に抽

選で決めたのだそうだ。もちろん自由席もあります。事

前に枡決めや番号表示など多くの作業があってのこと。 

◆今年度もいろいろな行事が行われますが、主催者は

「誰のために」を考え、参加者も「ご苦労さん、ありが

とう、何かお手伝いしましょうか」そんな気持ちで参加

したら、きっと皆の気持ちが一つになった、「いい行

事」になるのではないでしょうか。私たちは先ず、楽し

く、参加することから始めませんか。 
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― 社協・ふれあい音楽会のお知らせ ― 

   ６月２9日（土）13：30開演 
    北都地区会館  開場13：00 

  社協・ふれあい音楽会 （入場無料） 

      みんなで歌を歌いましょう。 

 講師：うたごえ便よりみち 石澤佳子 さん 

 アコーディオンの伴奏で15：00まで楽しくみ

んなで歌いましょう。皆さん来てくださいネ。 
 この音楽会は赤い羽根共同募金の助成を受けて開催してお

ります。 

今年の白石区ふるさと祭りは７月６日、７日に   

 例年７月中旬、白石区役所駐車場において開催さ

れている「白石区ふるさと祭り」。 

 今年は参議院選挙が予定されているため、上旬に

変更、７月６日（土）、７月７日（日）の両日に開催

することとなりました。 

 今年は特に、雨降りの時は順延しないで中止とな

ります。お出かけの時は天気予報にもご注意。 


