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ぬくもりのあるまち・南平岸を目指して ～町連の新年度ス ート！～
町連総会

５月 12
12 日（土）に南平岸会館
において、
平成 30 年度 町連
町連定期
定期

総会を開催しました。
総会では、平成 29 年度の事業や決算の報告、平成 30
年度の事業計画案や予算案などについて
年度の事業計画案や予算案などについて
について決議しました
決議しました
決議しましたが、
が、
まず
まず冒頭
冒頭には
には
には、末廣
、末廣
、末廣町連
町連
町連会長から
会長から
会長から「
「会員同士の親睦と連携
会員同士の親睦と連携
を深め、ぬくもりのある生き生きとした
を深め、ぬくもりのある生き生きとした、心を高めあう
、心を高めあう
、心を高めあう地
地
域社会
域社会を築いていこう。」
を築いていこう。」とい
といった
といった挨拶がありました。
った挨拶がありました。
続いて行なわれた議事において、平成
続いて行なわれた議事において、平成 30 年度は、避難
所研修の実施や
研修の実施や町連オリジナル回覧板バインダーの増刷
町連オリジナル回覧板バインダーの増刷
増刷、
、
所研修の実施や町連オリジナル回覧板バインダーの
花苗の配布などを行っていくことが確認されました。
花苗の配布などを行っていくことが確認されました。
総会後には、懇親会が開かれ、西田豊平区長をはじめとするご来賓も参加し、和やかな
総会後には、懇親会が開かれ、西田豊平区長をはじめとするご来賓も参加し、和やかな雰囲気
雰囲気
のなかで親睦を深めました。

ウォーキング
南平岸
南平岸総会
総会
ウォーキング南平岸

4 月 26 日(木
に南平岸会館において
、「ウォーキング南
、「ウォーキング南
日 木))に南平岸会館において
に南平岸会館において、「
平岸
平岸」
」の平成
の平成 30 年度定期総会を
年度定期総会を開催
開催
しました
しました。
。
開催しました
当日は、今年もウォーキングの会を心待ちにしている会員
が大勢集いました。総会では、洞爺湖周辺コースなど、魅力
的なコースが盛りだくさんの行事
的なコースが盛りだくさんの行事
行事案が決定されました。
案が決定されました。
今年も心地よい汗を流せそうな予感です。
今年も心地よい汗を流せそうな予感です

「春の交通安全市民総ぐるみ運動 街頭啓発」を行いました！
4 月 9 日（月
）に平岸小学校付近交差点で「春の交通安全
日（月）に平岸小学校付近交差点で「春の交通安全
市民総ぐるみ運動 街頭啓発」を行いました。
当日は、
南平岸の各町内会の皆さんをはじめ、交通安全実
当日は、南平岸の各町内会の皆さんをはじめ、交通安全実
践会、交通安全母の会、平岸小、高台小 PTA の皆さんなど、
約 105
105 名もの方にお集まりいただき、道行く歩行者やドラ
イバーに対し、交通安全旗や横断幕をかざして
イバーに対し、交通安全旗や横断幕をかざして
交通安全を呼びかけました。
対し、交通安全旗や横断幕をかざして交通安全を呼びかけました。
今後も事故のないまちにしていきましょう。
参加された皆さん、ご協力
をいただき、ありがと
をいただき、ありがと
今後も事故のないまちにしていきましょう。参加された皆さん、ご協力
参加された皆さん、ご協力をいただき、
うございました！
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「第 38 回精進川清掃事業」を行いました！
4 月 29 日（土）
日（土）午前
午前 9 時 30 分から
分から毎年恒例の精進川清
毎年恒例の精進川清
掃を行いました。
掃を行いました。この活動は、
この活動は、精進川の環境美化や維持を目
この活動は、精進川の環境美化や維持を目
的として、平岸地区・中の島地区・南平岸地区の町内会連合
会が合同で実施しているもので、
会が合同で実施しているもので、今年 38 回目を迎えました。
今年も天気は快晴！好天に恵まれた
今年も天気は快晴！好天に恵まれた
好天に恵まれたぽかぽか陽気の
ぽかぽか陽気の
ぽかぽか陽気のこの日、
この日、
南平岸地区からは、
南平岸地区からは、精進川に隣接する南平岸天神山、南平岸
精進川に隣接する南平岸天神山、南平岸
第二及び南平岸中央の３町内会から
第二及び南平岸中央の３町内会から 100 名以上の方が参加
し、
し、河川敷や付近の歩道
河川敷や付近の歩道
河川敷や付近の歩道などから
などから
などから空き缶やペットボトル、枝
空き缶やペットボトル、枝
葉などを次々と収集
葉などを次々と収集しました。
しました。
ご協力をいただいた皆さん、大変
ご協力をいただいた皆さん、大変お疲れ様でした！
大変お疲れ様でした！

まちづくり会「いきいき南平岸」から
「定期総会
「定期総会」
定期総会」
、
「花いっぱい運動説明会
「花いっぱい運動説明会」
花いっぱい運動説明会」を開催しました！
を開催しました！
5 月 18 日（ ）に南平岸会館において、
）に南平岸会館において、平成
平成 30 年度の
年度の定期
定期
総会を開催しました。
総会を開催しました。
総会では前年度の活動報告や
総会では前年度の活動報告や、
前年度の活動報告や 平成 30 年度の天神山文化祭へ
年度の天神山文化祭へ
の協力（
の協力（9
9 月 22 日（土）予定）をはじめとする
日（土）予定）をはじめとする事業計画案など
予定）をはじめとする事業計画案など
を決議しました。
また、総会に先立って、
また、総会に先立って、「花いっぱい運動説明会」
「花いっぱい運動説明会」
「花いっぱい運動説明会」を開催しました。今年は６月７日
を開催しました。今年は６月７日（木）
を開催しました。今年は６月７日（木）に
（木）に
実施します（雨天決行）。ご協力をいただける皆さん、今年もよろしくお願いします！
まちづくり会「
いきいき南平岸」は、みんなが住みやすいまちを目指して活動をしています。
まちづくり会「いきいき南平岸」は、みんなが住みやすいまちを目指して活動をしています。
現在、会員を募集中（年会費 1,000 円）ですので、ご興味のある方は、南平岸まちづくりセン
ーまでお問い合わせください（
ーまでお問い合わせください（☎
☎ 814
814--1440
1440）
。
1440）。

南平岸まちづくりセン
南平岸
まちづくりセン ーから
「平岸庭球場
」がリニューアル
がリニューアル
がリニューアルオープン
オープン
オープンしました
しました！
しました！
「平岸庭球場
平岸庭球場」
平成 22 年に耐震改修工事のため一時閉場していた平岸庭球場（平
岸 5 条 19 丁目）が、４月 28 日（土）にリニューアルオープンしま
した。当日 10 時から開催された式典では、末廣町連会長や中山
時から開催された式典では、末廣町連会長や中山町連
町連
文化部部長、山崎平岸南町内会
文化部部長、山崎平岸南町内会会長ら
町内会会長らに
会長らに地区の代表として出席いただ
地区の代表として出席いただ
き、多くの皆さんで 8 年ぶりのリニューアルを祝いました。こ
年ぶりのリニューアルを祝いました。このテニ
のテニ
スコートは、オリンピックや全米オープンで採用されている国際大会
基準の「デコ ーフコート」
ーフコート」20
20 面を擁する大規模なもので、地下に
は、貯水容量約 10 万立方メートルの配水池があり、市民の水道水と
して提供されています。
テニスコートの
利用（
利用（1,500
1,500 円/1
円/1 面 1 時間（高校生以下半額））
時間（高校生以下半額））に当たっては
に当たっては
に当たっては、事前の
、事前の
、事前の予約
予約
テニスコートの利用
が必要となりますので、同施設窓口までお問い合わせください（
が必要となりますので、同施設窓口までお問い合わせください（☎
となりますので、同施設窓口までお問い合わせください（☎ 598598-6807
6807）。
6807）。

