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 少子高齢化が言われて久しいが、先日５月９日

の新聞朝刊各紙は「896自治体消滅の恐れ」とか

「若年女性2040年半減」の見出しを付け2040

年の人口推計を報じていた。 

 又、総人口に占める６５歳以上の割合は２０年

には３割、６０年には４割に達する。「社会に支

えられる側」から「社会を支える側」へ。人口減

少社会は、高齢者の経験と知恵が大きな戦力とな

る社会でもある。 

 北東白石地区の人口統計もみてみよう。下記の

グラフをご覧ください。当地区でも平成10年から

平成26年で65歳人口は約倍になっている。が、

15歳～29歳人口は22.6%から13.4％へと減少

している。これは当地区だけの現象ではない。 

 益々高齢化する中で、健康で生きがいを持ち、

お互いに助け合える地域社会をめざし、皆で知恵

をだし、話し合わなくてはならない。 

 札幌市も各地区に保健師を割り当てたり、保健

師の所長を配属させたのも2040年への布石だ。 

 新所長を迎え、1年後、2年後何が出来たかが問

われる。町内会も、各種団体も、超少子高齢化に

対応すべく、話し合いを急がなくてはならない。 

  みなさまこんにちは。 

この４月から北東白石

まちづくりセンターに

着任した阿部位江子で

す。 

 職種は保健師ですの

で、「母子保健」や「介

護予防」「高齢福祉」と

言った得意分野を活か

しながら、まちづくり

に関わらせていただけ

ればと思っています。 

 どうぞよろしくお願

します。 

 さて、私の名前。そのまま「いえこ」と読みま

す。この由来についてもご説明しますので、いつで

もお気軽にまちづくりセンターにお立ち寄りくださ

い（^^） 
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   阿部位江子所長 

北東白石地区年齢層別人口数の推移（人） 

   北東白石地区 年令層別構成比 

  北の郷里（きたのごうり） 名前の由来 

 郷とは昔、郡内の一区画で数村をあわせたもの。郷里（ごうり）とはその最小単位をあらわしていて、小さな「むらざと」

を意味します。郷里（ごうり）は近代においては郷里（きょうり、ふるさと）と呼ばれています。 白石区には郷が三つあり

ます。南郷、本郷と北郷です。ここから「郷」を一字いただきました。北は白石区の北東、北海道の北の文字、日本の北を示

し、郷里は我が大地、むらざと、ふるさとを示します。地紋は郷土の稲穂です。 

 「北の郷里」は北郷を連想させる名でもありますが、「日本の北のふるさと」との大きな意味を持たせながら、地域にあっ

ては「ぬくもりと優しさに満ちたまちづくり」を目指します。 



  連合町内会定期総会の開催 
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 平成２６年度北東白石連合町内会定期総会が 

４月２７日（日）午後４時より北都地区会館で開

催されました。 

総会は代

議員制で、

定員総数

48名中出

席代議員

43名で総

会は成立開

会されまし

た。 

関会長挨

拶の後、上

原氏（北都）を議長に選出。議事録署名人と書記

を指名後議事が進行。 

報告第一号（２５年度事業報告）と議案第一号

（２５年度収支決算報告書）及び報告第二号（２

５年度会計監査報告）が説明されました。 

この後、石川代議員（川北）より助成金につい

て質問が有り、会計担当の高田副会長より説明

後、全会一致で承認されました。 

 続いて議案第二号（２６年度事業計画案）と議

案３号（２６年度収支予算書案）の議案。これに

ついては特に質問もなく承認されました。 

 議案第四号（２５年度簡易保険特別会計収支決

算報告書）、報告第三号（２５年度簡易保険特別

会計監査報告）、議案第五号（２６年度 簡易保険

特別会収支予算案）は一括審議され承認された。 

 最後に議案第六号（２６年度役員選出案）が木

立選考委員長より候補者を発表、審議され全会一

致で承認されました。 

 議長退任後、新役員の紹介と、関会長より挨拶

があり閉会となりました。 

 この後、会場をＡ・Ｂホールに移し札幌市より

区長表彰の授与式が行われました。 

 谷江 篤白石区長より、２０年以上貢献された

区長表彰状（東川下団地自治会・室谷氏）１名と

区長感謝状（１０年以上等）が１３名の方に手渡

されました。（4面に再記事あり）。 

 授与式の

終了後、懇

親会が開催

されまし

た。区長、

市民部長ほ

か来賓者、

各単町の新

役員など、

新旧役員を

交えての顔

合わせの場でもありました。 

 北東白石まちづくり協議会総会 
 さる5月9日19：00より北東白石まつづくりセ

ンターにおいて平成26年度の総会が開催されまし

た。関会長の挨拶の後、四つの委員会よりH25年

度の事業報告がありました。 

◆地域情報広報委員会（委員長：島田信也） 

◆世代間交流委員会（委員長：伊東 信） 

◆地域安全委員会（委員長：繁泉将晴） 

◆地域活性化委員会（委員長：明日見敬一） 

平成26年度事業計画についても各委員長より計画

案が出され、収支報告、収支予算についても承認

されました。各委員会の委員総数も105名となり 

今年一年の活動が期待されます。 
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第１０巻 第 ５５号   2014.06.01. 

 北東白石地区各種団体及び代表者一覧 

 懇親会会場にて 



 「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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 新学期、こどもに注意・交通安全 

  今年度も４月7日（月）より白石区交通安全

「早朝街頭啓発」が

始まりました。北東

白石地区は、札幌信

用金庫北都支店前を

皮切りに各月場所を

変えて行っていま

す。今年の北海道内

の交通事故死者数

は、昨年より２７日

も早く５月１５日

に、５０人に達した

との事です。皆様も

ゆとり、ゆずりあ

い、のマナーで事故

を起こさない、事故

に遭わない様にしま

しょう。 

 第2回白石区町内会川柳コンクール 

北東白石地区合同防犯パトロール 
 ５月１８日北東白石地区合同防犯パトロールの

出立式が９：３０より北都地区会館において行わ

れました。各町内会ごとに徒歩や自転車、青色回

転灯の車、犬の散歩がてらのパトロールなど、犯

罪の無い地域を目指します。 

小・中学校で入学式が執り行われる 

 ４月７日（日）小学校の入学式は、2年生～６年

生の始業式のあとに執り行われました。 

 東川下小学

校では、国歌

斉唱のあと新

校長先生は、

新１年生達

に、３つのお

約束事をお願

いしました。

その後、担任

紹介、２年生の歓迎の言葉と踊りが有り、和やか

な式典でした。 
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【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 ◆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 ◆北東白石地区体

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◆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 

将来のまちづくりの担い手である小学生を対象に

「町内会」をテーマにした川柳コンクールが開催

され、当地区より3名の入選がありました。 

 （広報さっぽろ4月号に掲載より） 

  「将来は 私も町内 支えてく」 

最優秀賞 北都小学校6年 安達颯子さん 

  「町内会みんなを守る地域の輪」 

優秀賞 川北小学校4年 石川雅登さん 

  「ぼくたちで築いていこうこの町を」 

優秀賞 北都小学校5年 荒木あかりさん 

 大人の川柳 サラリーマン川柳 より 

 ・「うちの嫁 後ろ姿は フナッシー」  

 ・もの忘れ べんりな言葉 「あれ」と「それ」 

 ・帰宅して うがい手洗い 皿洗い 

 ・「オレオレ」に 爺ちゃん一喝 「無礼者！」 

 北都町内会で枡花壇に植栽。 
 ５月２５日北都町内会で主要道路沿いの枡花壇

に可憐な花を植栽しました。 

 今年は業者での花の生育が遅れ、他の町内に先

駆けての植栽行事となりました。 

 当日、朝８時から町内会会員が一斉に植栽が出

来る様に、環境衛生部の主要メンバー１０人は朝

６時４０分北都地区会館に集合。 

 前日に運ばれてきていた「ペチュニア」１４４

０株をトラック２台に積み込み。枡花壇２８８ヶ

所に赤の花と白の花が交互に植えられる様に、指

定された株数を配布。 

 ８時前には終えましたが、早

い方は既に小スコップと水を用

意して私達を待っていました。 

今年も延べ約１２０名の方々が

一斉に作業をしてくれました。 

 ２５日は天候も良く、作業もしやすい環境にあ

りました。「ペチュニア」は秋まで可憐な花を咲

かせて町内を訪れる人たちに安らぎを与えてくれ

ることでしょう。 

北の郷里 
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     ちょっといい話 

 ◆区長表彰おめでとうございます◆ 

 4月27日北都地区会館において、札幌市より区

長表彰の授与式が行われ、谷江 篤白石区長より下

記の方々に表彰状及び感謝状が手渡されました。 

◆２０年以上貢献された方 

 区長表彰状 室谷 章さん（東川下団地自治会） 

 

◆10年以上貢献された方 区長感謝状授与  

   桜庭 皓一 さん（東川下町内会） 

   向  博  さん（東川下町内会） 

   近江 義文 さん（東川下町内会） 

   山岸 勝美 さん（川下町内会） 

   吉岡 俊明 さん（川下町内会） 

   岡 由美子 さん（川下町内会） 

   平松 一夫 さん（川北町内会） 

   嶽石 紀佐子さん（川北町内会） 

   井戸 英雄 さん（川北町内会） 

   大沢 千代子さん（川北町内会） 

   古田 順一 さん（川北町内会） 

   田宮 隆利 さん（川北町内会） 

   故 木村 守男さん（川北町内会） 

以上14名が町内会活動を推進してきた功を認めら

れ表彰された方々です。      ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆皆さん健康には十分注意をされている事と思い

ますが、最近、健康基準が２つ有る事を御存じで

しょうか？数値が高くても健康？ 新基準値を発

表したのが「日本人間ドック学会」です。人間

ドック受診者１５０万人から健康な１～１．５万

人のデータから算出した処、健康な人でも幅が有

る事が分かりました。 

 例えば、（最高血圧）現行基準値～１２９が新

基準値では８８～１４７。 肥満度を表す（ＢＭ

Ｉ・男性）現行基準値～２５が、新基準値では１

８．５～２７．７などです。今、国民の間では戸

惑いが広がっています。 

 ２つの健康基準値が同時に存在する訳です。 

今まで異常有りと言われていた人が正常に。果た

してどちらを信ずれば良いのか？ どうも新基準

を発表した本音は、健康な人を増やしたい事も有

る様です。 

 健康な人を増やすと国が助かる！？つまり日本

の医療費を抑えたいのが本音の様です。 

  まちづくりセンター新旧歓送迎会 

 社協 ふれあい音楽会のお知らせ      

 5月20日連合町内

会の会議終了後、ま

ちづくりセンター池

端前所長、事務の米

山さんと阿部位江子

新所長、事務職に新

しく配属になった猿

山和枝さんを迎え歓

送迎会が行われまし

た。（写真右上） 

 今年度からの新し

い3人です。 

窓口へ来られた時は

どうぞ宜しくお願い

します。 

       行 事 予 定 案 内 
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 写真右下左より 

高橋亜希、阿部位江子所長、猿山和枝の皆さん 

白
石
区
長
よ
り
表
彰
状
を 

授
与
さ
れ
る
室
谷 

章
さ
ん 

 期日  平成26年6月28日（土） 

 時間  13：30～15：00 北都地区会館 

 出演  アンサンブル・トリニティ 

  （フルート・ファゴット・ピアノの三重奏） 

    及び 北都中学校合唱団との二部構成 


