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南平岸地区の状況
南平岸地区の状況(H30
30.1.１現在
１現在)
世帯数；1
世帯数；16,500 世帯、人口；28,857
世帯、人口；
人

南平岸地区町内会連合会
まちづくり会「いきいき南平岸」
南平岸まちづくりセン ー
平岸 2 条 14 丁目 1-26(

南平岸地区
地区 町内会連合会から

第 51 号

814-1440
1440)

この広報紙は、三
この広報紙は、三者による共同発行です
者による共同発行です
者による共同発行です。

「新任理事勉強会
「新任理事勉強会」を開催しました！
新任理事勉強会」を開催しました！
7 月６日(( )午後５時から
午後５時から、南平岸会館で、
、南平岸会館で、
、南平岸会館で、今年から新たに町
から新たに町
内会の会長となった方々を対象に開催しました。
内会の会長となった方々を対象に開催しました。
これは、町内会長同士が連携して町内会や地域の課題に取り組
めるように毎年行なっているもので、今年は 13 名が参加し、町
名が参加し、町
連の目的や会の組織体制、
各種助成 制度などについて理解と
制度などについて理解と親睦
親睦を深めながら
ながら、
交流しました
交流しました。

「夏の交通安全市民総ぐるみ運動
「 の交通安全市民総ぐるみ運動 街頭啓発」を行いました！
7 月 11 日（
日（水）午前
午前 10 時から、JA
時から、JA 平岸支店前の交
差点で「夏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、南平岸地区の各町内会の皆さんをはじめ、
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
交通安全実践会、交通安全母の会、平岸小、高台小関係者
関係者
など、140 名近い方々にお集まりいただき、道行く歩行者
やドライバーに交通安全を呼びかけました。
やドライバーに交通安全を呼びかけました。参加された皆さん、日差しの強い中、ご協力をいた
参加された皆さん、日差しの強い中、ご協力をいた
だき、ありがとうございました
だき、ありがとうございました！
！
次回は９月 21 日（ ）10
）
時から平岸プール前で啓発
時から平岸プール前で啓発を行ないます
を行ないます。
。皆さんで交通安全を呼
皆さんで交通安全を呼
びかけましょう！

平成 30 年度町連避難所研修に向けて！
７月２日（
日（月）と 26 日（木）、南平岸会館で
日（木） 南平岸会館で「安心・安全コ
「安心・安全コ
ア会議」及び「避難所合同ミーティング
ア会議」及び「避難所合同ミーティング」を
議」及び「避難所合同ミーティング」をそれぞれ開催しまし
それぞれ開催しまし
た。町連では、平成
た
では、平成 24 年から地域の４つの小中学校と連携し
年から地域の４つの小中学校と連携して
避難所体験や避難所運営
避難所体験や避難所運営を考える研修を続けています
体験や避難所運営 考える研修を続けています
考える研修を続けています。
今年度も秋頃に避難所開設研修を実施する
今年度も秋頃に避難所開設研修を実施することが決まりました。
ことが決まりました。詳細は、
ことが決まりました。詳細は、回覧板など
回覧板などを通して
を通して
皆さんにお知らせ
皆さんにお知らせします
しますので、ぜひご参加ください
ぜひご参加ください
ぜひご参加ください！
！

町連文化部
町連文化部「ウォーキング
「ウォーキング南平岸」
「ウォーキング
」
毎月活発に
に会を開催し、
会を開催し、盛り上がりを見せている「ウォーキング南平岸」。
今年度２回目となる 6 月 11 日（月）に
日（月）には、67 名の方が参加し、バスを
名の方が参加し、バスを
利用して、小樽運河・手宮公園まで足を延しました。
利用し 、小樽運河・手宮公園まで足を延しました。
、小樽運河・手宮公園まで足を延しました。小樽運河もきれいに
小樽運河もきれいに
小樽運河もきれいに見
え、青空と新緑の中で過ごす絶好のウォーキング日和となるなど、とてもす
がすがしい初夏の一日となりました。
がすがしい初夏の一日となりました
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まちづくり会「いきいき南平岸」から
「天神山マップ活用事業
「
山マップ活用事業」を行ないました
山マップ活用事業
行ないました！
行ないました
5 月 25 日（ ）
、天神山において、
天神山において、
天神山において、天神山マップ活用事業
天神山マップ活用事業
を行いました。
ました。この事業は、
この事業は、まちづくり会「いきいき南平岸」
まちづくり会「いきいき南平岸」
が連携・協力
連携・協力し、豊平区が作成した「天神山マップ」を用いて
豊平区が作成した「天神山マップ」を用いて
掲載された史跡などを巡るもので、
今年、新たに企画したもの。
新たに企画したもの。
新たに企画したもの。後半
後半では、今
今
年も見事に咲いた天神藤
見事に咲いた天神藤
見事に咲いた天神藤棚を鑑賞
鑑賞し、先人
先人
たちが培った
たちが培った苦労や郷土の
郷土の歴史に思いを馳せる
歴史に思いを馳せる
歴史に思いを馳せる場面も。
場面も。とても充
充
実した春の一日となりました
実した
一日となりました
一日となりました。

「花いっぱい運動
「花いっぱい運動」を開催しました！
花いっぱい運動 を開催しました！
6 月 7 日（木）、南平岸地区をたくさんの
南平岸地区をたくさんの花で彩る
彩る「花いっぱい運動」
を展開しました。この取組は、南平岸地区町内会連合会をはじめとする
展開しました。この取組は、南平岸地区町内会連合会をはじめとする
様々な地域団体の協力を得て、毎年、
様々な地域団体の協力を得て、毎年、まちづくり会「いきいき南平岸」
まちづくり会「いきいき南平岸」
が実施しているものです。
しているものです。
しているものです。当日は、平岸小、平岸西小、平岸高台
当日は、平岸小、平岸西小、平岸高台
当日は、平岸小、平岸西小、平岸高台小、平
、平
岸中の児童・生徒を
岸中の児童・生徒
岸中の児童・生徒を交えた約
約 1,300 名の方が参加し、
名の方が参加し、17,000 株以上
のペチュニアやマリーゴールドといった色とりどりの花を植えました。植
栽中は、汗ばむほどの快晴
栽中は、汗ばむほどの快晴に。そして夕方か
。そして夕方か
。そして夕方からは、花にとって恵みの雨と
花にとって恵みの雨と
なるなど、今年は天気にも恵まれました。

「黄色いレシート贈呈式
「黄色いレシート贈呈式」が開催されました
黄色いレシート贈呈式 が開催されました！
が開催されました！
マックスバリュ平岸店
マックスバリュ平岸店で毎月
で毎月 11 日に発行される
日に発行される黄色いレシートを応
レシートを応
援したい団体の投函ボックスへ入れていただくと、レシート 額の１％
が商品としてその団体に
が商品としてその団体に寄贈され
寄贈されるのは
るのは、ご存じでしたか？
ご存じでしたか？
「いきいき南平岸」も
「いきいき南平岸」もこの
この団体として
として登録しており、
登録しており、今年は、
今年は、約 4 万
5 千円の寄贈
千円の寄贈をいただ
をいただくことになりました
くことになりました。
くことになりました。今回の寄贈分
の寄贈分は、
「お米」として
「
として受け取り、
受け取り、その贈呈
贈呈
式が６月
式
26 日(火)、同店で
同店で開催されました
開催されました
開催されました。
このお米は、「いきいき南平岸」の商店街グループが、
「いきいき南平岸」の商店街グループが、南平岸商店街振興組合が
南平岸商店街振興組合が
南平岸商店街振興組合が運営する
運営する「子
「子
ども食堂」において大切に利用して行く予定です
ども食堂」において大切に利用して行く予定です
において大切に利用して行く予定です。この食堂を立ち上げた商店街振興組合の
この食堂を立ち上げた商店街振興組合の
この食堂を立ち上げた商店街振興組合の理念
理念
が、しっかりと地域に根付いていけるよう、
が、しっかりと地域に根付いてい
よう、引き続き、まちづくり会として
引き続き、まちづくり会として
引き続き、まちづくり会としても応援していきたい
応援していきたい
と考えています。
と考えています。皆さんも応援をよろしくお願いします！
皆さんも応援をよろしくお願いします！

「商店街夏まつり
「商店街夏まつり」に参加・
参加・協力し
協力しました
ました！
毎年、多くの皆さんが参加される南平岸商店街振興組合主催の夏ま
つり。第５回となる今年は、
つり。第５回となる今年は、7 月 21 日（土）、
日（土）、22
22 日（日）の２日
（日）の２日
間に渡り、平岸ひよっこ公園で
間に渡り、平岸ひよっこ公園で開催され
渡り、平岸ひよっこ公園で開催されました。「いきいき南平岸」
ました。「いきいき南平岸」
でも当日の受付や販売
でも当日の受付や販売などに協力し、
当日の受付や販売などに協力し、まつりを盛り上げました
まつりを盛り上げました。
まつりを盛り上げました。
まちづくり会「いきいき南平岸」では、
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
みんなが住みやすいまちを目指し
みんなが住みやすいまちを目指して、地域の様々な行
地域の様々な行
事に協力するなど、
事に協力するなど、精力的
精力的な活動を
な活動を展開しています。
展開しています。ご興味のある方は、南平岸まちづくりセン
展開しています。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--1440）。
。

