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南平岸地区の状況
南平岸地区の状況(H3
3１.1.１現在
１現在)
世帯数；16,812
世帯数；16,812 世帯、人口；29,235
世帯、人口；
人

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

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。

大盛況！！
大盛況！！「第１回カル
第１回カル 交流会
交流会」
２月 16 日（土）午後１時から「第１回
午後１時から「第１回 みなみひらぎしカル
交流会」を開催しました。
この交流会は
この交流会は、町連
町連「元気なまちづくり
元気なまちづくり
元気なまちづくり実行委員会」が
実行委員会」が初めて
初めて
開催した取り組み
開催
取り組み。子どもと大人の部
子どもと大人の部、それぞれ３人
子どもと大人の部 それぞれ３人ずつチーム
それぞれ３人
チーム
をつくり、トーナメント形式で優勝を競い合いました。
を
、トーナメント形式で優勝を競い合いました。
、トーナメント形式で優勝を競い合いました。当日は、
参加者や応援に訪れた地域
参加者や応援に訪れた地域の皆さん
の皆さんなど、総勢
、総勢 100 名ほどが集
まり、会場は
まり、会場はストーブがいらないほどの
ストーブがいらないほどの熱気に包まれ
ストーブがいらないほどの熱気に包まれました。
熱気に包まれ
この大会で
この大会で用いたカル
カル は、豊平区が作成した「
は、豊平区が作成した「魅力発見
魅力発見 ほ～！へ～！カル 」。豊平区の
」。豊平区の
歴史やシンボルなど、まちの魅力をたくさん集めた「いろはカル 」です。
」です。
試合では、大人も子どもも読み手の声に耳を
大人も子どもも読み手の声に耳を
読み手の声に耳を澄ませながら夢
澄ませながら夢
中になって絵札を探してい
中になって絵札を探していました。
ました。
途中、
途中、南平岸地区の魅力を紹介したショート
南平岸地区の魅力を紹介したショート
南平岸地区の魅力を紹介したショート・ムービー
ムービー上映
上映
や人気絵札の発表
人気絵札の発表コーナーなども
コーナーなどもあり、南平岸駅
コーナーなどもあり、南平岸駅を詠んだ
を詠んだ絵札
絵札
が見事 1 位になるなど、大いに盛り上がりました。
なるなど、大いに盛り上がりました。
３時間近く
近くに及ぶ熱戦の結果、大人の部は「Ｂ
熱戦の結果、大人の部は「Ｂ
熱戦の結果、大人の部は「ＢＯＯ！ＨＯ
ＯＯ！ＨＯ
Ｏ！ＷＯＯ！（ブー・フー・ウー）」（南平岸中央町内会）、
子どもの部は「ＮＢ１（エヌ・ビー・ワン）」
子どもの部は「ＮＢ１（エヌ・ビー・ワン）」（平小・ミニ
（平小・ミニ
児グループ）
児グループ）が、それぞれ優勝の
が、それぞれ優勝の 冠を手にし
冠を手にし、優勝、準優
優勝、準優
勝チームには、末廣町連会長から豪華賞品が
勝チームには、末廣町連会長から豪華賞品が手渡され
手渡されました。
賞品の一部は
の一部は、南平岸商店街振興組合
、南平岸商店街振興組合様から提供をいただ
、南平岸商店街振興組合様から提供をいただ
きました。記念すべき第
きました。記念すべき第 1 回カル 交流会は
交流会は、大盛況
大盛況のうち
に幕を閉じました。
に
ました。

「生ごみ堆肥化セット」無料配布終了しました。
「生ごみ堆肥化セット」無料配布終了しました。
町連「きれいなまちづくり実行委員会
きれいなまちづくり実行委員会」
きれいなまちづくり実行委員会」では、平成
平成 19 年から、各家庭から出る生ごみの減量
年から、各家庭から出る生ごみの減量
化に向け、段ボールを利用した生ごみの堆肥化セットを希望する世帯にお渡し
化に向け、段ボールを利用した生ごみの堆肥化セットを希望する世帯にお渡ししていました。
いました。
しかしながら、
しかしながら、このたび
このたび、仕入れ先の生産
、仕入れ先の生産
、仕入れ先の生産・販売中止に伴い、
販売中止に伴い、無料配布を終了する運びとなり
販売中止に伴い、無料配布を終了する運びとなり
ました。堆肥化セットの入手も困難となっていることから、今後の配布も見通しも立たない状況
ました。堆肥化セットの入手も困難となっていることから、今後の配布も見通しも立たない状況
です。ご了承
です
了承いただくとともに、
いただくとともに、引き続き、
いただくとともに、引き続き、家庭でできるごみの減量化
家庭でできるごみの減量化へ
家庭でできるごみの減量化へのご協力をよろしくお
のご協力をよろしくお
願いします。
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町連文化部

「南平岸パークゴルフ愛好会・定期総会
「南平岸パークゴルフ愛好会・定期総会
南平岸パークゴルフ愛好会・定期総会」を開催
開催しました
しました！
２月 23 日（土）午後１時 30 分から南平岸会館
分
南平岸会館において、
において、
「南平岸パークゴルフ愛好会・定期総会」を開催しました。
「南平岸パークゴルフ愛好会・定期総会」を開催しました。
当日は 48 名の会員らが参加し、
の会員らが参加し、昨年度
の会員らが参加し、昨年度の例会を振り返
振り返る
とともに今年度の運営方針を決議しました。
とともに 年度の運営方針を決議しました。
また、「今年度も親睦を深めながら、会を盛り上げていこ
う。」とのお話が
う。」とのお話が、小田会長からありました。
小田会長からありました。
その後の懇親会では、
その後の懇親会では、メンバー
メンバー相互の交流を深め
交流を深め、和やかにひとときを過ごしました
、和やかにひとときを過ごしました
、和やかにひとときを過ごしました。

「南平岸パークゴルフ愛好会
「南平岸パークゴルフ愛好会」
南平岸パークゴルフ愛好会 、
「ウォーキング南平岸」会員募集中！
町連では、地域の
町連では、地域の皆さん
皆さんが親しく交流することを目指して、
が親しく交流することを目指して、
が親しく交流することを目指して、「南平岸パークゴルフ愛好会」
「南平岸パークゴルフ愛好会」
「南平岸パークゴルフ愛好会」と
「ウォーキング南平岸」
「ウォーキング南平岸」の活動を行なっています。
の活動を行なっています。
の活動を行なっています。「ウォーキング南平岸」で
「ウォーキング南平岸」で
「ウォーキング南平岸」では、現在、
は、現在、新規会
新規会
員を募集中！
員を募集中！（チラシ回覧中・
（チラシ回覧中・締め切り：４月
締め切り：４月 10 日）。また、
日）。また、「南平岸パークゴルフ愛好会」
「南平岸パークゴルフ愛好会」
でも随時新規
でも随時新規会員を募集しています。ご興味のある方
会員を募集しています。ご興味のある方
会員を募集しています。ご興味のある方は、事務局
は、事務局（南平岸まちづくりセン
南平岸まちづくりセン ー内
（☎814-1440
（☎
1440））まで
までお問い合わせください。
問い合わせください。
新しい季節。
新しい季節。新たな出会い・交流が、あなたを待っているかもしれません！
新たな出会い・交流が、あなたを待っているかもしれません！

まちづくり会「いきいき南平岸」から
「アイスキャンドル点灯式
「アイスキャンドル点灯式」を開催しました
アイスキャンドル点灯式
開催しました！
開催しました！
1 月３1
月３ 日（木）午後４時から、平岸小学校玄関前において、アイ
スキャンドルの点灯式が行われました。この点灯式は、南平岸商店街振
興組合が主催し、まちづくり会「いきいき南平岸」が共催、南平岸地区
町内会連合会の後援で開催されたもの。
町内会連合会の後援で開催されたもの
たくさんの子どもたちが
たくさんの子どもたちが、自分のつくった、
自分のつくった、
自分のつくった、ひとつひとつのキャン
ひとつひとつのキャン
ドルに点火し、
ドルに点火し、会場は、
会場は、やわらかい灯に包まれました。
やわらかい灯に包まれました。
点灯式後は、
点灯式後は、商店街振興組合コミュニティカフェ「こみか」で、
商店街振興組合コミュニティカフェ「こみか」で、商
商店街振興組合コミュニティカフェ「こみか」で、
店街やまちづくり会、町内会連合会のス
店街やまちづくり会、町内会連合会のス ッフが
ッフが手作り
手作りした豚汁
豚汁やジ
ンギスカンで暖をとり、ほっぺを真っ赤にした子どもたちのほっこり
ンギスカンで暖をとり、ほっぺを真っ赤にした子どもたちのほっこり
とした笑顔が見られました。
とした笑顔が見られました。

「福まち・いきいき
「福まち・いきいき合同研修会
福まち・いきいき合同研修会」
」を開催しました！
を開催しました！
２月 15 日（ ）
）13
13 時 30 分から南平岸会館において、平成
分から南平岸会館において、平成
30 年度第２回目
第２回目の「福まち・いきいき教室」を開催し
の「福まち・いきいき教室」を開催し
の「福まち・いきいき教室」を開催しました。
ました。
当日は、福まち推進員
、福まち推進員、まちづくり
、福まち推進員、まちづくり会「いきいき南平岸」会員
「いきいき南平岸」会員
「いきいき南平岸」会員、
町内会員の皆さんなど、
町内会員の皆さんなど、45 名の方が参加しました。
今回は、札幌市
今回は、札幌市保健福祉局から
保健福祉局から講師を招き、
保健福祉局から講師を招き、
「“おたがいさま”の気持ちで心地よく暮らすこと
“おたが さま”の気持ちで心地よく暮らすこと
のできるまちづくり」
のできるまちづくり」という
という イトルで研修を行ないました。参加者は、
イトルで研修を行ないました。参加者は、
研修を行ないました。参加者は、福祉のまち推進事業
福祉のまち推進事業
福祉のまち推進事業の
取組などについて、約 90 分間、熱心に講師の話に耳を傾けていました。

