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   【片倉鉄砲隊】 

仙台藩白石城主片倉家よ

り伝わる火縄銃演武。 

【白石温麺】 

白石市に伝わる温麺 

ウーメンと呼びます。 

【北海道旬の野菜】 

写真は今年から出店の岩

見沢アンテナショップ 

手に持っているのはメロ

ンです。 

【音楽を伝える】 

川北小学校金管バンドと

白石高校吹奏楽部の皆さ

ん 

【歴史を伝える】 

人情味あふれるまち白石

区の「しろいし歴史写真

展」も開かれていた。 

 満員の会場、家族

で来られた方など、

思い思いに皆さん、

何を語り、何を伝え

ただろうか。 

 ビールで顔がほん

のり赤くなり、西日

が斜めに会場をさす 

頃、さわやかな風が会場を包み込んだ。 
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  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。 

 第39回の白石区ふるさとまつりが区役所駐車

場を会場に７月１

９日（前夜祭）と

２０日（本祭り）

の二日間にわたり

開催されました。 

 テーマは 

 ≪伝える≫ 

北の郷里でこのま

つりの≪伝える≫

テーマに沿って 

その一端をお伝えしよ

う。 写真上から・・ 

【20日の開会式】 

来賓の宮城県白石市風

間市長、登別市小笠原

市長、札幌市井上副市

長と開会挨拶の武藤ふ

るさと会会長。白石の

先祖が移住したことな

ども話された。 

【白石音頭】 

連合町内会婦人部の皆

さん。【札幌本陣太鼓】 

太鼓を今に

伝える 

【伝える】 

写真右 

左より、風

間白石市

長、谷江白

石区長、右

端、小笠原

登別市長 



   若者の歌声  地域に響く 
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札幌市水道記念館とアイヌ文化交流センター見学 

 ７月１３日、私たちの生活に欠かせない「水」

を学ぼう・アイヌ民族の生活や歴史、文化などを

楽しみながら学ぼうの目的で行われました。 

 天候に恵まれ、バス１台に乗車、水道記念館で

は札幌の水の歴史や浄水実験の体験、外での水遊

びを楽しみま

した。 

 アイヌ文化

セ ン タ ー で

は、イベン ト

が開催され、

昼 食後 は、野

外での自然の

里・歴史の 里

を 見学、ア イ

ヌの子ども遊

び（弓矢、輪投げ、縄跳び）を学び、室内では、

展示室見学（伝統衣装や民具）等の説明と手で触

れて学ぶことが出来、最後には、アイヌ民族古式

舞踊を見

学、そ の

後、舞 踊

体験を保

存会の人

たちと体

験時間を

忘れるほ

ど楽しみ

ました。 

 サッポ

ロピンカコタンとは、アイヌ語で「札幌の美しい

村」という意味だそうです。 
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 社協 ふれあい音楽会開催 

 平成２６年６月２８日（土）13：30より 

北都地区会館において、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。 

 この音楽会は「赤い羽根共同募金」の助成金を

戴き毎年６月と１月の年２回開催しております。 

 今回は「アンサンブル・トリニティ」と「北都

中学校合唱団」の皆さんを出演者に招き一部、二

部での開催でした。 

 第一部のアンサンブル・トリニティの演奏はフ

ルート、ファゴット、ピアノ〈連弾）による三位

一体で、まさにトリニティの名の様にアンサンブ

ルが好きな彼女たちは札幌大谷短大音楽科卒業の

同期生で、

現在さまざ

まの所で活

躍中の４人

の女性演奏

家の方々で

す。 

 曲目は

「ドラゴン

クエスト」

の「序曲の

テーマ」から始まり、メンデルスゾーンの曲があ

り、途中にはＮＨＫドラマ「あまちゃん」の主題

歌があったり、「風の谷のナウシカ」の曲が演奏

され曲に魅せられた時間でした。 

 第二部は北都中学校合唱部２６名による合唱で

した。 

 創部２年目ですが、太田尚代先生の指導でとて

も２年目とは思えない声量とハーモニー。 

 ウーンやっぱりいいなー。合唱って。 

若い人の合唱で、心も洗われるような清涼感。 

「手紙」も好かったですよ。 

 最後は、トリニティの皆さんが伴奏を付けてい

ただき１００人を超す会場の皆さん全員が一緒に

５曲ほどを歌い。楽しく、「ふれあい音楽会」が

終了致しました。 

 中学生の皆さん、演奏者の皆さんありがとう。

次回は来年１月１７日ですよ。 

 子ども会意見交換会 
 北東白石地区子ども会総会と意見交歓会 
６月５日に総会が行われ、20１３年度の総括と 

2014年度の審議が可決され、２０１４年がス

タートしました。 

 総会終了後は、来賓のみなさまと、テーマ 

｢子どものよいところ｣｢子ども達の現状｣｢地域力｣

につい

て、予

定時間

をこえ

るほど

活発に

話し合

われま

した。 
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青少年育成委員会 夏のレクバスツアー 
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 北都町内会 防災運動会 

 ６月２９日（日）北都町内会・第４２回（防災

１７回）防災運動会が朝９時から北都公園で開催

されました。 

 当日は、朝４時半から会場設営の為、役員の

方々が準備をし参加者の方を迎えました。 

 朝９時に始まり

ましたが、参加者

数は区長さん方の

御苦労もあり約２

５０名も参加され

ました。 

 この日は、少し

風が強く暑かった

のですが、運動会

は順調に進み予定

通りお昼前に終了しました。賞品には、保存の効

く缶詰なども有り、皆さん防災を意識されており

ました。 

地区社協主催 さわやか交流会 
 7月12日

(土）北東白

石地区の単

身世帯の方

を対象に

「さわやか

交流会」が

開催されま

した。 

 当日は招

待者９３名

スタッフ等合計で

１２８名となり、

午前中は歌と演

奏、踊りがあり、

昼食には手作りの

豚汁が作られおに

ぎりとあわせてい

ただきました。

「いい味ですね」、

「おいしいね」と

の声で会話も弾

み、午後からは

ゲームで楽しく過

ごしました。 

 北都、川北 歩こう会！ 

 北都町内会 壮年部主催 歩こう会 

 ６月２１日（土）北都町内会「壮年部」主催の

第５回歩こう会が開催されました。 

 これは毎年町内会会員の健康を願い「健康北

都」を目指し、約４ｋｍコースと３ｋｍコースに

分かれ北都地区会館

をスタート。 

 北郷２条８丁目か

ら千歳線を跨ぎ、平

和通りを東進。ＪＲ

平和駅の跨線橋を通

り、地区会館に戻っ

て来るコースです。 

 ５回目となった今年は、参加者が大幅に増え３

４名も参加してくれました。 

 天候は最初曇り空でしたが、昼食時には太陽が

照りつけ暑い位になりました。 

 バーベキューと樽生で大変盛り上がり、次回も

参加したいとの声が多い中、解散となりました。 
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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 

 川北歩こう会 発足！！ 
 会員の健康増進と楽しい仲間づくりのために 

川北歩こう会が発足、毎月第２日曜日と第4日曜

日の２回、午前９時に川北会館前に集合。 

 準備体操後、川北、川下、厚別周辺まで足を延

ばしております。 

 参加者は多いとき１５名～少ないときも５名位

の参加者があります。中学生以上の皆さんぜひご

参加ください。問合せ先はチームリーダー 鈴木

認さんまで、ＴＥＬ875-7385 です。 

北の郷里 

 先日、７月１９日夜９時頃、北都町内で泥棒が

侵入。玄関の不振な物音に気付いたため、自転車

で逃走する犯人を車で追いかけました。 

  騒がしい外の様子を見た近所の住民の方の協力

の甲斐あって、犯人（男）をパトカーが来る前に

取り押さえることが出来ました。 

  「戸締まりなど各個人で注意して生活するだけ

ではなく、地域の方々の連係と協力が、必要不可

欠であると実感しました」と当事者は語っており

ました。 

 皆さん、夏の暑い日、戸締りにも気を付けて、

ご近所のお付き合いも大切ですね。 

地域の協力で犯人逮捕 



上記予定表の通り三地区にわたり３回行います。 

社協・各町内会・介護予防センターなど合同主催

です。各町内会の役員の方や地域の方のご参加で

これからの高齢化社会のなかで、地域の支え合い

はどうあるべきか、皆で研鑽します。 
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     ちょっといい話 

 東川下小学校青少年赤十字加盟校に 

 平成２６年７月１日東川下体育館において 

青少年赤十字加盟校として青少年赤十字旗の授与

式が行われました。 

 赤十字旗は日本赤

十字北海道支部橋田

事業部長より手渡さ

れ、札幌市赤十字奉

仕団北東白石分団長

の嶌田さんより青少

年赤十字ワッペンの

贈呈があり、新しく青少年赤十字加盟校としての

活躍が期待されます。 

     ーーーー 編集後記 －－－－ 

◆今年の夏の天候も異常気象でしょうか。東京よ

りも気温が高くなったり、雨も少なく農作物にも

影響が及んでいるという。これも地球温暖化のせ

いでしょうか。 

◆安倍政権の第3の矢はどうしたんだろう、テレ

ビでは集団的自衛権ばかりが報道されているが、

私達の生活は（消費税、ガソリン代、物価高等）

益々厳しさが増している。年金生活にはつらい。 

◆少子化で町が崩壊する。衝撃的ニュースではあ

るが、今のままでは、超少子化、超高齢化はわか

りきったこと、日本の人口が８,０００万人になっ

たら、日本の国力は低下し小さな小国となる。だ

が今、手を打たなけれが小さな小国にも成れな

い。国会で変なヤジを飛ばさないで、真剣に、安

心して子供を産み育てることのできる社会を、会

社も地域も支え合える対策をいま考えないと、２

０年後、子どもは成人になりえない。◆これから

地域での夏祭り、盆踊り、ふるさとまつりなどイ

ベントが続きます。お子さん、孫さんをつれてど

うぞ積極的にご参加ください。戸締りを忘れずに。 

 第６４回社会を明るくする運動 

 地域ささえあい講座のお知らせ 
     

 社会を明るくする運動の白石区民大会も今回第３

９回目を迎えた。 

「心豊かな青少年をはぐくむ札幌市民運動」強調

月間として毎年７月１日に行われており、 

今年も午後２時

より白石区民セ

ンター３階区民

ホールにおいて

開催された。 

 講演の部では

家庭や地域で子

どもたちを守る

ために「知って

いますか？子ど

もの身の守り方」の講演があり、情報提供では、

白石警察署生活安全課長や札幌保護観察所の保護

観察官より「更生保護の取り組みについて」のお

話がありました。 

 更生保護は犯罪や非行をした人の立ち直りを社

会の中で見守り、地域のチカラで支えていく、保

護司会や更生保護女性会、更生保護施設。協力雇

用主など、多くのボランティアによって進められ

ています。 

       行 事 予 定 案 内 
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   ～元気になろう！心とからだ～ 
平成２６年９月１２日（金）13：00～15：30 

場所 東川下記念会館（川下３条５丁目3-25） 

ミニ講話「もの忘れについて」 

     講師 北東白石まちづくりセンター 

        所長 阿部 位江子 氏 

体験コーナー  

  体力測定、 健康チェック、チェックリスト 

  相談コーナー、 栄養コーナー、運動体験 

 どなたでも参加できます。ご自分の体力、健康

について一年に一度はチエックしてみましょう。 

 多くのご参加、おまちしています！！ 

平成２６年度北東白石 介護予防開催予告 


