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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

花にとって恵みの雨と

が開催されました！
で毎月11日に発行される

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％

寄贈されるのは

この団体として

の寄贈分は、「

このお米は、「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

この食堂を立ち上げた商店街振興組合の

引き続き、まちづくり会として

皆さんも応援をよろしくお願いします！ 

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

22 日（日）の２日

ました。「いきいき南平岸」

まつりを盛り上げました。

みんなが住みやすいまちを目指し

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

。 

まちづくり会「いきいき南平岸」から 
発行日 

天神山において、

まちづくり会「いきいき南平岸」

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

先人

充

たくさんの花で彩る「花いっぱい運動」

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

まちづくり会「いきいき南平岸」

当日は、平岸小、平岸西小、平岸高台

名の方が参加し、

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

花にとって恵みの雨と

！ 

日に発行される

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％

るのは、ご存じでしたか？

として登録しており、

「お米」として

南平岸商店街振興組合が

この食堂を立ち上げた商店街振興組合の

引き続き、まちづくり会として

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

（日）の２日

ました。「いきいき南平岸」

。 

みんなが住みやすいまちを目指し

ご興味のある方は、南平岸まちづくりセン

 平成 30

天神山において、天神山マップ活用事業

まちづくり会「いきいき南平岸」

豊平区が作成した「天神山マップ」を用いて

彩る「花いっぱい運動」

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

まちづくり会「いきいき南平岸」

当日は、平岸小、平岸西小、平岸高台

名の方が参加し、17

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

花にとって恵みの雨と

日に発行される黄色いレシートを応

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％

ご存じでしたか？

登録しており、今年は、

として受け取り、

南平岸商店街振興組合が運営する

この食堂を立ち上げた商店街振興組合の

引き続き、まちづくり会としても応援していきたい

みんなが住みやすいまちを目指して、地域の様々な行

ご興味のある方は、南平岸まちづくりセン

年７月 31

天神山マップ活用事業

まちづくり会「いきいき南平岸」

豊平区が作成した「天神山マップ」を用いて

彩る「花いっぱい運動」

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

まちづくり会「いきいき南平岸」

当日は、平岸小、平岸西小、平岸高台小、平

,000 株以上

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％

ご存じでしたか？ 

今年は、約 4

受け取り、その贈呈

運営する「子

この食堂を立ち上げた商店街振興組合の理念

応援していきたい

地域の様々な行

ご興味のある方は、南平岸まちづくりセン

31 日 

天神山マップ活用事業

まちづくり会「いきいき南平岸」

豊平区が作成した「天神山マップ」を用いて

彩る「花いっぱい運動」

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

まちづくり会「いきいき南平岸」

、平

株以上

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％

4 万

贈呈

「子

理念

応援していきたい

地域の様々な行

ご興味のある方は、南平岸まちづくりセン


