
第２回の食事風景です 福祉協力員も含めて 100名の参

加者でゲームなどを楽しんで盛り上がりました 

第１回のうたごえ風景。アコーディオンに合わせてみな

さんだんだん大声で歌ってました。 

 

惜しまれながら事業が終了した「ゆにーくサービ

ス」に変わり、今年度３回の「いきいきサロン」

が計画されております。 

７月10日と８月21日に１回目と２回目のい

きいきサロンが開催されました。 

第１回ではうたごえサークル「よりみち」さん

によるみんなで声を出すことが楽しむこと、のほ

か、ゆにーくサービスでお世話になった大泉さん

の健康体操を楽しんだ後、みんなで食事をし、楽

しい一日を過ごしました。 

３回目は 12 月４日に北大落研の落語や食生

活改善委員さんのレシピによる昼食などを予定

しています。ふるってご参加ください(内容を変更

する場合がありますのでご了承ください。) 

６月 19 日（水）午後１時から栄 42 条会館で

開催されました。 

介護予防センター栄町の職員の指導のもと、み

んなでストレッチをしたあと、フォークダンスや

日本舞踊、ひょっとこ踊りを観劇し、東区保健福

祉部の保健師の小澤さん、佐々木さんなどから生

活機能チェックリストで体と心の健康状態のチ

ェックを行いました。 

みなさん、とても楽しそうに体を動かしていま

した。 

次回は、10 月 22 日 10 時から行います。 

いきいきサロン 

65 歳以上の方の集いの場 

いきいき健康教室 

元気なうちから介護予防 

    

札幌市東区民ホームページでも栄西地区の地域ニュースがご覧いただけます。札幌市東区民ホームページでも栄西地区の地域ニュースがご覧いただけます。札幌市東区民ホームページでも栄西地区の地域ニュースがご覧いただけます。札幌市東区民ホームページでも栄西地区の地域ニュースがご覧いただけます。    

http://www.city.sapporo.jp/higashi/about/maphttp://www.city.sapporo.jp/higashi/about/maphttp://www.city.sapporo.jp/higashi/about/maphttp://www.city.sapporo.jp/higashi/about/map----sakaenishi.htmlsakaenishi.htmlsakaenishi.htmlsakaenishi.html    

 

 

 

社協賛助会員の募集 

 

この地区の「福まち」活動基金になります。 

 

 今年度も、多くの方々からのご賛同を得て、７月末現

在で 397,000 円の賛助金をいただきました。 

 皆さんのお力添えで、地域の福祉活動の充実が図られ

ます。今後とも、よろしくお願いいたします。 

    

加入方法加入方法加入方法加入方法    栄西まちづくりセンターへ現金を添えて申し込んで下さい。    

年会費年会費年会費年会費      個人     (1 口)   1,000 円  

団体・法人  (1 口)  10,000 円 

お問い合わせはお問い合わせはお問い合わせはお問い合わせは                栄西地区社会福祉協議会（栄西まちづくりセンター内） 

                                   ☎７５２－９５３６    

地域ネット栄西 

～住み良いまちを目指して～ 

№２2 

2013.8.29 

編集 栄西地区まちづくり協議会 

栄西地区社会福祉協議会 

栄西地区福祉のまち推進センター 

栄西連合町内会 ほか加盟全 15 団体 

  栄西まちづくりセンター内 ☎７５２－９５３６ 



【【【【災害訓練災害訓練災害訓練災害訓練】】】】    

連町防火防災部連町防火防災部連町防火防災部連町防火防災部 

７月 22 日、28 日の２回、連町防災訓練が行わ

れました。消防署の指導で消火訓練、蘇生訓練、防

災資機材取り扱い訓練を実施しました。 

両日で約９０名の方が参加され、毛布を使って簡

易担架を作り実際に参加者を乗せて持ち上げてみた

り、心臓マッサージを行うなど、実体験を中心とし

た内容で行いました。 

【【【【防火キャンペーン・ごみゼロ防火キャンペーン・ごみゼロ防火キャンペーン・ごみゼロ防火キャンペーン・ごみゼロの日啓発の日啓発の日啓発の日啓発】】】】    

連町連町連町連町防火防災部防火防災部防火防災部防火防災部・環境部・環境部・環境部・環境部 

４月 23 日にラッキー北 49 条店駐車場で防火キ

ャンペーンの一環として啓発活動を行いました。 

また５月 30 日の「ごみゼロの日」に合わせて東

区役所前駅で啓発活動を行いました(啓発風景のデ

レビ放送では栄西地区の皆さんが大写しで放映!!)。 

テレビカメラでの取材を受

けたごみゼロキャンペーン 

８月 19 日９:00 に栄 42 条会館に集合しみんな

でラジオ体操をしてから、百合が原公園までの 2.5

㎞を参加者 50 名で歩きました。 

７月 2６日 10 時から、福祉協力員研修会を参加

者約 50 名で開催しました。 

講師には札幌市消費者協会消費者被害防止ネット

ワーク専門推進員の星原さんを迎え、主に高齢者を

対象とした消費者被害のビデオを見た後、実際に電

話が掛ってきた音声を録音した生々しい勧誘の手口

などを学びました。 

健脚ぞろい? 10:30 には百合が原公園に到着。

ゲームや昼食で和気あいあいの会となりました。 

３チームに分かれてゲーム大会

優勝の白チームには豪華?景品も 

お昼は、初めて食べてもなぜか懐

かしい味のおにぎり弁当!! 

「”この電話は録音してますから”と言うと電話が

いきなり切れました」など、しつこい勧誘の断り方

や、参加した福祉協力員からも実際に電話などを受

けたことがある悪徳商法の手口やオレオレ詐欺など

に「私も引っかかりそうになった」という話も飛び

出すなど、ただ聞くだけではない研修となりました。 

講師の方から、しつこいくらい(失礼)の「あやしい

と思ったら消費者協会 728-8300 へ」には参加者

から笑いが漏れる場面も…。 

実際の勧誘手口を録音したもの

を聞く参加者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 男子の部 女子の部 

優勝 倉  秀明 46 池田 恵美子 49 

準優勝 佐々木 隆雄 48 倉 久美子 50 

第３位 宮尾 忠勝 49 上野 百貴子 50 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【栄西栄西栄西栄西連町連町連町連町パークゴルフ大会パークゴルフ大会パークゴルフ大会パークゴルフ大会】】】】    

連町青少年体育部連町青少年体育部連町青少年体育部連町青少年体育部    

連町創立 20 周年を記念して第１回が行われたパ

ークゴルフ大会も、今年第 11 回目が開催されまし

た。男女合わせて 80 名が参加し、気温にも負けな

い熱い戦いの末、男子の部は倉秀明さん(栄町北)が

２連覇、女子の部は池田さん(新栄)が見事初優勝し

ました。おめでとうございます。 

栄 西 連 合 町 内 会 か ら 
みんなで歩こう会 

健康づくり活動で元気に 

福祉協力員研修会 

高齢者を狙った悪徳商法の実態



栄西地区では、みんなで楽しみながら子育てをし

たりお友達をつくったり、子どもと安心して遊べる

居場所として「子育てサロン」をひらいています。  

ちょっと遊びに行こうかな～ 誰かとおしゃべり

したいな～ 子どもの友達が欲しいなぁ～ と思っ

たら、是非のぞきに来てくださいね。 

手遊びや親子体操、折り紙など楽しい遊びがいっ

ぱいあります。 

 
※会場 北３６条会館 

 (北 36 条東５丁目) 

９/５ お店屋さんごっこの準備 

９/19 収穫祭 

10/３ お店屋さんごっこ 

10/17 運動会 

10/31 ハロウィン 

11/７ 手型を作ろう 

11/21 保健師のミニ講演 

12/５ 飾って遊ぼう 

12/19 クリスマス会 

１/16 風船で遊ぼう 

１/30 豆まき 

 

※毎月第２・４月曜日 

(祝日の場合、翌日の火曜日)

９：３０～１１：３０ 

 
９/９ パネルシアター 

９/19(木) 絵本講演会(栄西小で開催) 

９/24(火) おやつを作ろう！（栄養士） 

10/15(火) ハロウィンお面づくり 

10/28 ハロウィン・魔女登場 

11/11 スキンシップあそび(子育て支援) 

11/25 クリスマス飾り 

12/９ ママの健康相談(保健センター) 

12/16 クリスマス会・サンタさん 

１/14(火) パネルシアター(子育て支援) 

１/27 豆まきごっこ・鬼退治 

※毎月第１・３・５木曜日 

(祝日の場合は、休み) 

１０：００～１１：３０ 

 

【【【【さわやか健康まつりさわやか健康まつりさわやか健康まつりさわやか健康まつり】】】】    

連町総務部連町総務部連町総務部連町総務部 

７月６日(土)にモエレ沼公園で開催され、栄西地

区からも約８０名の方が参加し、グランドゴルフや

パン食い競争などに出場しました。 

毎年行われている連町対抗競技ではムカデ競争と

子ども玉入れの総合点で競われ、栄西連町は準優勝

となりました。 

夏の街頭啓発 春の街頭啓発 

【【【【大通夏まつり大通夏まつり大通夏まつり大通夏まつり】】】】    

連町連町連町連町女性女性女性女性部部部部 

大通西２丁目会場で 

開催される盆踊り。 

今年も連町女性部が 

最初の輪づくり支援の 

ため、他地区の方々と 

一緒に参加しました。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 育 て サ ロ ン 

ぬくもり 

※会場 栄西児童会館 

 (北 46 条東 5 丁目) 

タンポポ・ 

キッズの会 

【【【【合同パトロール合同パトロール合同パトロール合同パトロール】】】】    

少年補導員栄西分会・連町交通防犯部合同少年補導員栄西分会・連町交通防犯部合同少年補導員栄西分会・連町交通防犯部合同少年補導員栄西分会・連町交通防犯部合同    

７月 25 日、８月 22 日の２回、延べ 35 名で地

区内の公園などを中心に、警察の指導のもと夜間パ

トロールを実施しま 

した。 

９月にも地域の子 

どもたちの安全と健 

全育成のために実施 

する予定です。 

【【【【交通安全運動交通安全運動交通安全運動交通安全運動】】】】    

交通安全運動推進委員会交通安全運動推進委員会交通安全運動推進委員会交通安全運動推進委員会((((交通安全協会・交通指導員・交通安全協会・交通指導員・交通安全協会・交通指導員・交通安全協会・交通指導員・

交交交交通安全母の会通安全母の会通安全母の会通安全母の会))))、連町交通防犯部合同、連町交通防犯部合同、連町交通防犯部合同、連町交通防犯部合同    

春(４月６～15 日)、夏(7 月 10～19 日)の交通安

全市民総ぐるみ運動に合わせて、各運動期間の初日

にドンキ・ホーテ前で延べ 108 名で旗波啓発を行

い、交通安全を呼びかけました。 

栄西地区は、8 月 31 日現在 3,370 日交通事故死

ゼロを継続中です。 

 



 

 

 

 

 

 

９月 

１日 

 

 

 

17 日 

18 日 

 

 

21 日 

 

 

 

24 日 

第第第第８８８８回三世代交流回三世代交流回三世代交流回三世代交流のののの集集集集いいいい(主催;栄西地区まちづくり協議会) 

 子供から高齢者までが集い交流する場として、地域の関係団

体の方々が色々な催しを「すべて無料」で提供します 

 

高齢者昼食懇談会高齢者昼食懇談会高齢者昼食懇談会高齢者昼食懇談会((((１１１１・・・・２２２２分区分区分区分区))))(主催;福祉のまち推進センター) 

高齢者昼食懇談会高齢者昼食懇談会高齢者昼食懇談会高齢者昼食懇談会((((３３３３・・・・４４４４分区分区分区分区))))(主催;福祉のまち推進センター) 

 敬老の日のちなみ高齢者が昼食を囲んでの茶話会です 

 

カイジュウ・ショーカイジュウ・ショーカイジュウ・ショーカイジュウ・ショー(?)(?)(?)(?)をををを見見見見にににに行行行行こうこうこうこう********    

(主催; 栄西地区まちづくり協議会・青少年育成委員会) 

 地域の子ども達と大人がふれあう場として実施します 

 

秋秋秋秋のののの交通安全運動該当啓発交通安全運動該当啓発交通安全運動該当啓発交通安全運動該当啓発(主催;交通安全運動推進委員会)    

栄 42 条会館・栄 42条公

園で 10 時から開催 

 

 

栄 42 条会館 

申し込みは福祉協力員

か各町内会へ 

 

おたる水族館 

お申し込み 8/25 で終了 

 

 

ドンキ・ホーテ前 

 

 

 

 

 

 

10 月 

1 日

～ 

 

 

14 日 

 

 

 

 

 

22 日 

赤赤赤赤いいいい羽根共同募金羽根共同募金羽根共同募金羽根共同募金    街頭募金街頭募金街頭募金街頭募金    

(協力(24 年度);連町女性部、民生委員児童委員協議会、老人クラブ、 

ボーイスカウト、栄中学校) 

    

歩歩歩歩き・き・き・き・遊遊遊遊びびびび自然自然自然自然とととと親親親親しむしむしむしむ運動運動運動運動(主催;連合町内会青少年体育部) 

 連町の会員相互の親睦を深める事業です 今年はマリンパー

クニクス見学とすき焼き食べ放題 その後は虎杖浜温泉へ 

 

 

 

いきいきいきいきいきいきいきいき健康教室健康教室健康教室健康教室(主催;福祉のまち推進センター) 

 (詳細は１ページでご紹介(ただし内容は変更となります)) 

地区内のスーパーマー

ケット前などで実施し

ます 

 

登別マリンパークニク

ス・湯元ほくよう 

お申し込みは 9/18 まで

に各町内会へ 

大人3,000円(小人1,000円) 

 

栄 42 条会館 

詳細は 10 月初めの町内

会回覧でお知らせ 

 

 

11 月 

１日 

 

 

20 日 

福祉協力員研修会福祉協力員研修会福祉協力員研修会福祉協力員研修会(主催;福祉のまち推進センター) 

 (詳細は２ページでご紹介(ただし内容は変更となります)) 

 

健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの集集集集いいいい(主催;福祉のまち推進センター) 

 健康づくりに関する講演会です 

 

栄 42 条会館 

福祉協力員が対象です 

 

詳細は 11 月初めの町内

会回覧でお知らせ 

 

12 月 

４日 いきいきサロンいきいきサロンいきいきサロンいきいきサロン(主催;福祉のまち推進センター) 

(詳細は１ページでご紹介) 

栄 42 条会館 

詳細は 11 月初めの町内

会回覧でお知らせ 

 

１月 

17 日 連合町内会創立連合町内会創立連合町内会創立連合町内会創立 30303030 周年記念祝賀会周年記念祝賀会周年記念祝賀会周年記念祝賀会(主催;連合町内会)    

  

札幌サンプラザ 

参加者は各町内会で取

りまとめる予定です 

 

２月 

５日 介護予防研修会介護予防研修会介護予防研修会介護予防研修会(主催;福祉のまち推進センター) 

 詳細は未定です。 

栄 42 条会館 

詳細は1月初めの町内会

回覧でお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼▼▼▼まちづくりセンターからのおまちづくりセンターからのおまちづくりセンターからのおまちづくりセンターからのお知知知知らせらせらせらせ▼▼▼▼ 

◎◎◎◎札幌市内札幌市内札幌市内札幌市内でででで最近最近最近最近頻繁頻繁頻繁頻繁にににに起起起起きているきているきているきている詐欺詐欺詐欺詐欺のののの手口手口手口手口をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介。。。。十分十分十分十分にごにごにごにご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。    

事例１ 「町内会で看板を建てることになったので一口 5,000 円で協力してほしい」と主にコンビニや病

院、お寺などが寄付を求められ、実際に支払ってしまった詐欺が、南円山と中の島地区で発生し

ています。知らない人から寄付を求められた場合は、しっかり確認を取りましょう。 

事例２ 「北海道庁(市役所や区役所)の保険係ですが、還付されるお金がある。ATM で手続きが出来るの

で銀行へ行って 000-0000 番へ電話してほしい」と言われ、000-0000 番へ電話し、その人の電話

操作に従ったら 00万円振り込んでしまった。 

よく聞く手口ですが、札幌市内でも毎週のように被害や未遂が発生しています。ATM を操作し

ても他の口座からお金が入ることはありません。 

◎◎◎◎現在現在現在現在「「「「住宅住宅住宅住宅・・・・土地統計調査土地統計調査土地統計調査土地統計調査」」」」がががが実施実施実施実施されていますされていますされていますされています。。。。調査員調査員調査員調査員がおがおがおがお尋尋尋尋ねのねのねのねの際際際際にはごにはごにはごにはご協力協力協力協力をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします!!!!!!!!    

今後の行事カレンダー 


