
料理をふるまっていただいた食生活改善委員さん 

 

12 月３日、今年度３回目の「いきいきサロン」

が開催されました。 

今回は「お母さん助けてサギ」のビデオを見た後、

北大落語研究会による落語や栄西地区食生活改

善委員さんによる豚肉とごぼうのカレー煮がふ

るまわれるなど、パラエティーに富んだ内容とな

りました。 

今年最高の 155 名もの方々が参加され、明るい

笑顔の輪が広がりました。 

２月５日に栄 42 条会館で開催されました。 

禎心会病院の院長から最新の認知症治療のお話や、自

分の認知度を図る指先遊びなどのほか、介護予防セン

ター栄町の職員による講演や、体の反応が鈍っていな

いかのチェックを行いました。 

第３回いきいきサロン 介護予防講演会 

認知症を考える 

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    

 

 

 

地域ネット栄西 

～住み良いまちを目指して～ 

№２4 

2014.３.27 

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 

アンケート調査報告会 

地域の支え合いモデル事業 

３月 13 日、栄西地区の健康福祉に関するアンケート

調査結果報告会が開かれました。  

3,099 世帯に配布し回答数は 919 通と、３割近い方

から回答をいただきました。ご協力ありがとうございま

した。その結果、「えっ？」と思うような結果もありまし

たので、少し報告します。 

【子どもに関する意識】 

 子どもの健康福祉に関しての問題点を聞いた設問で

は、子どもが居る家庭では「不審者や犯罪被害」「交通事

故」など子供に対する外での危険を挙げる方が多い一方、

子どもが居ない世帯では「外で遊ぶ子供が少ない」こと

を問題としている方が多くみられました。 

【高齢者の見守りに関する意識】 

・見守り活動の認知度の設問では「見守り活動が行われ

ていることを知らない」と回答した方が 65 歳以上で

55％、75 歳以上でも 46％にも上りました 

・孤立死について「対策が必要」を選択した方は 20～

30 代が 61％と年代別で一番高い一方、65～74 歳では

「必要」とした方は 40％と一番低く、「必要ない・やむ

を得ない・わからない」との回答が６割近くでした。 

・見守り活動への参加意欲に関する設問では５割以上の

方が、自分のできる範囲内で協力しても良いとする項目

を選択されています。 



            

           

 

３月２日(日)青少年育成委員会の企画による「わくわくディキ

ャンプ」が実施されました。栄西・栄北小の 74 名がコンサド

ーレバス・ファイターズバスに分乗して滝野自然学園へ。 

チューブ滑りや自作の米袋ソリで雪ま

みれになっても子どもたちは寒さ知ら

ずで元気いっぱい！ 

冬山ハイキングでは、雪が固いためスノ

ーシューを使わずに歩きましたが、雪の

柔らかいところでは太ももまで埋まり

悪戦苦闘。途中、雪面に残るウサギやリ

スの足跡を育成委員から説明を受けな

がら 50 分掛けてコースを一周しまし

た。 

お昼は育成委員が作った豚汁とおにぎりをほおばり、

早々に「おかわり ありますか～。」 

午後は森の木の材料を使ってクラフト作り。 

女の子はアクセサリーなどですが、男の子は飛行機や

車、ロボットなど。中にはだんだんと大きくなって、「リ

ュックに入らなくなったぁ～。」 

最後は宝探し。右へ左への大騒ぎ、滑って転ぶ子も…

“蜂の巣”状態です。 

帰りの車中でも疲れを知らない子ども達のパワーを見

せつけられました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連合町内会から 

【【【【さっぽろ雪まつりつ・どーむ会場さっぽろ雪まつりつ・どーむ会場さっぽろ雪まつりつ・どーむ会場さっぽろ雪まつりつ・どーむ会場】】】】    

連町総務部・女性部連町総務部・女性部連町総務部・女性部連町総務部・女性部    

２月５日から開催されたさっぽろ雪まつりつ・どー

む会場を盛り上げるための支援を行いました。 

【【【【栄西市民パトロール隊研修会栄西市民パトロール隊研修会栄西市民パトロール隊研修会栄西市民パトロール隊研修会】】】】    

連町交通防犯部連町交通防犯部連町交通防犯部連町交通防犯部    

２月 27 日、栄西市民パト

ロール隊員を対象とした研

修会を実施しました。 

約 50 名の参加を得て、東

警察署生活安全課井村係長

のご講演のほか、各小中学

校からの近況報告などがあ

りました。 

【【【【栄西クリーンさっぽろ研修会栄西クリーンさっぽろ研修会栄西クリーンさっぽろ研修会栄西クリーンさっぽろ研修会】】】】    

連町連町連町連町環境環境環境環境部部部部    

２月 19 日、クリーンさっぽろ研修会が約 30 名出席

で開催されました。 

東清掃事務所から「ごみの

仕分け」についての説明の

後、栄 3・4 丁目町内会の

窪さんから「ごみステーシ

ョン立哨３時間３か月」と

題した講演を行いました。 

【【【【東区グラウンドゴルフ大会東区グラウンドゴルフ大会東区グラウンドゴルフ大会東区グラウンドゴルフ大会】】】】    

連町連町連町連町青少年体育部青少年体育部青少年体育部青少年体育部    

３月７日つ・どーむで東区グラウンドゴルフ大会が

開催され、連合町内会からも２チーム 12 名のほか、

老人クラブや個人での参加がありました。 

上位入賞はなりませんでし

たが、グラウンドゴルフが初

めての方もおり「やってみる

と結構楽しい」との感想が聞

かれました。 



 

※毎月第２・４月曜日 

(祝日の場合、翌日の火曜日) 

９：３０～１１：３０ 

会場（26 年度から変更があります） 

毎月第２月曜日は○北３６条会館 

第４月曜日は△栄西小学校 

４/14 ○スキンシップ遊び 

４/28 △こどもの日折り紙･かぶと･こいのぼり 

５/12 ○小麦粉粘土・保健師さん健康相談 

５/26 △エプロンシアター 

６/９ ○歯磨き指導・歯科衛生士さんが来ます！ 

６/23 △パネルシアター 

７/14 ○水遊びグッズを作ろう 

７/28 公園でアソボ！(40 条東公園) 

８/４ ○わらべうた遊び 

８/25 △シャボン玉遊び(水遊び) 

９/８ ○おやつを作ろう！ 

９/22 △ペープサートであそぼう！ 

９/27(土) △友愛フェスタ（栄西小） 

 

※毎月第１・３・５木曜日 

(祝日の場合は、休み) 

１０：００～１１：３０ 

 

４/17 名札を作ろう 

５/１ こいのぼり 

５/15 小麦粉粘土 

５/29 風船で遊ぼう 

６/５ 作って遊ぼう 

６/19 保健師ミニ講演会・育児相談 

７/３ 夏を飾ろう 

７/17 七夕祭り 

７/24 おひさまサロン 水遊び 

８/21 シャボン玉 

９/４ 講演会 

９/18 収穫祭 

10/２ お店屋さんごっこ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北 36 条会館で実施している子育てサロン「タンポ

ポキッズの会」では、１月 27 日、会場を栄西小学

校に移し、小学６年生との交流を持ちました。 

幼児たちとママゴトで遊んでくれたり、楽器の演

奏や紙芝居の披露、その後は豆まきで鬼退治と６年

生には大変頑張ってもらいました。 

３月６日、栄西児童会館を会場に行われている子育

てサロン「ぬくもり」では、毎年恒例の餅つき大会

が行われました。 

子ども達も杵をも

って餅つきに参加 

突いた餅は、あんこ

やきなこにまぶし

て、みんなでおいし

くいただきました。 

ぬくもり・タンポポキッズの会 

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 



 

 

 

 

 

※日程や事業内容は現時点での予定であり、変更・中止・追加となる場合がありますのでご了承ください。 

 太字太字太字太字の事業は参加できる一般の方を募ります。時期が近くなりましたら回覧又は関係者へご案内します。 

((((日付も日付も日付も日付も太字太字太字太字の事業がの事業がの事業がの事業が回覧予定です回覧予定です回覧予定です回覧予定です))))     細字の事業は参加者が限定されますので個別にお声掛けします。 

 

４月 ８日 

未定 

春の交通安全運動春の交通安全運動春の交通安全運動春の交通安全運動街頭街頭街頭街頭啓発啓発啓発啓発    

春の街頭防火キャンペーン春の街頭防火キャンペーン春の街頭防火キャンペーン春の街頭防火キャンペーン 

ドン・キホーテ前 

ラッキー北 49 条店前 

５月 19 日 

23 日 

28 日 

29 日 

30 日 

栄西地区社会福祉協議会常任理事会(主催;地区社会福祉協議会) 

連合町内会定期総会・地区交流会連合町内会定期総会・地区交流会連合町内会定期総会・地区交流会連合町内会定期総会・地区交流会(主催;連合町内会)  

栄西地区社会福祉協議会総会(主催;地区社会福祉協議会) 

連合町内会単位町内会女性部長交流会(主催;連合町内会) 

ごみゼロの日キャンペーンごみゼロの日キャンペーンごみゼロの日キャンペーンごみゼロの日キャンペーン 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

東区役所前駅付近 

６月 ３日 

17 日 

23232323 日日日日    

福祉協力員代表者会議(主催;福祉のまち推進センター) 

栄西地区交通安全運動推進委員会定期総会(主催;連合町内会) 

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

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

７月 未定 

13 日 

16161616 日日日日    

21212121 日日日日    

未定 

29292929 日日日日    

夏の交通安全運動夏の交通安全運動夏の交通安全運動夏の交通安全運動街頭街頭街頭街頭啓発啓発啓発啓発    

東区さわやか健康まつり東区さわやか健康まつり東区さわやか健康まつり東区さわやか健康まつり    

第１回いきいきサロン第１回いきいきサロン第１回いきいきサロン第１回いきいきサロン(主催;福祉のまち推進センター) 

みんなで歩こう会みんなで歩こう会みんなで歩こう会みんなで歩こう会(主催;連合町内会) 

連町防災訓練連町防災訓練連町防災訓練連町防災訓練(主催;連合町内会) 

連町親睦パークゴル大会連町親睦パークゴル大会連町親睦パークゴル大会連町親睦パークゴル大会(主催;連合町内会) 

ドン・キホーテ前 

モエレ沼公園 

栄 42 条会館 

百合が原公園(仮) 

未定 

つ・どーむ 

８月 １日１日１日１日    

31313131 日日日日    

福まち研修会福まち研修会福まち研修会福まち研修会(主催;福祉のまち推進センター)        

三世代交流のつどい三世代交流のつどい三世代交流のつどい三世代交流のつどい(主催;栄西まちづくり協議会)    

栄 42 条会館 

栄 42 条会館ほか 

９月 19 日 

24242424 日日日日    

未定 

共同募金会栄西分会役員会(主催;連合町内会) 

第２回いきいきサロン第２回いきいきサロン第２回いきいきサロン第２回いきいきサロン(主催;福祉のまち推進センター)        

秋の交通安全運動秋の交通安全運動秋の交通安全運動秋の交通安全運動街頭街頭街頭街頭啓発啓発啓発啓発    

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

ドン・キホーテ前 

10 月 ６日６日６日６日    

９日９日９日９日    

13131313 日日日日    

未定 

ふれあい昼食会（ふれあい昼食会（ふれあい昼食会（ふれあい昼食会（1111・・・・2222 分区）分区）分区）分区）(主催;福祉のまち推進センター)        

ふれあい昼食会（ふれあい昼食会（ふれあい昼食会（ふれあい昼食会（3333・・・・4444 分区）分区）分区）分区）(主催;福祉のまち推進センター)        

歩き遊び自然と親しむ運動歩き遊び自然と親しむ運動歩き遊び自然と親しむ運動歩き遊び自然と親しむ運動(主催;連合町内会) 

秋の街頭防火キャンペーン秋の街頭防火キャンペーン秋の街頭防火キャンペーン秋の街頭防火キャンペーン    

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

未定 

ラッキー北 49 条店前 

11 月 ７日 

未定 

25252525 日日日日    

28 日 

福祉協力員研修会(主催;福祉のまち推進センター)        

冬の交通安全運動冬の交通安全運動冬の交通安全運動冬の交通安全運動街頭街頭街頭街頭啓発啓発啓発啓発    

健康づくりの集い健康づくりの集い健康づくりの集い健康づくりの集い(主催;連合町内会) 

連合町内会役員研修会(主催;連合町内会) 

栄 42 条会館 

ドン・キホーテ前 

栄 42 条会館 

未定 

12 月 18181818 日日日日    第３回いきいきサロン第３回いきいきサロン第３回いきいきサロン第３回いきいきサロン(主催;福祉のまち推進センター)        栄 42 条会館 

１月 未定 

16 日 

29292929 日日日日    

東区新年交礼会東区新年交礼会東区新年交礼会東区新年交礼会    

連町新年交礼会連町新年交礼会連町新年交礼会連町新年交礼会(主催;連合町内会) 

※健康づくり活動※健康づくり活動※健康づくり活動※健康づくり活動((((内容未定内容未定内容未定内容未定))))(主催;連合町内会)        

全日空ホテル(仮) 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

２月 ４日４日４日４日    

19 日 

未定 

介護予防講演会介護予防講演会介護予防講演会介護予防講演会(主催;福祉のまち推進センター) 

クリーンさっぽろ衛生推進員研修会クリーンさっぽろ衛生推進員研修会クリーンさっぽろ衛生推進員研修会クリーンさっぽろ衛生推進員研修会(主催;連合町内会) 

栄西市民パトロール隊研修会栄西市民パトロール隊研修会栄西市民パトロール隊研修会栄西市民パトロール隊研修会(主催;連合町内会) 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

栄 42 条会館 

３月 未定 東区グラウンドゴルフ大会東区グラウンドゴルフ大会東区グラウンドゴルフ大会東区グラウンドゴルフ大会    つ・どーむ 

 

 

26 年度（連町・社協・福まち）行事カレンダー 

▼▼▼▼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▼▼▼▼    

!!!!!!!!「「「「栄西栄西栄西栄西のののの街街街街づくりづくりづくりづくり」」」」をぜひをぜひをぜひをぜひごごごご欄欄欄欄くださいくださいくださいください!!!!!!!!    

今回の回覧の中にカラーの冊子で「栄西の街づくり」を入れさせていただきました。 

この冊子は、まちづくりセンターで原稿を作り、札幌大谷大学の学生がデザインを担当しました。 

既にこの栄西地域で地域活動をしている方々を出来るだけ多く取り上げご紹介させていただくととも

に、地域活動に携わっていただける方が少しでも増えていただければと願い、作成したものです。 

今すぐとは言いません。将来少し時間に余裕が出来たでも構わないので「地域貢献しても良いかな？」

と思えたとき、こんな冊子があったことを思い出し参考としていただければ幸いです。    


