
皆様ご存じのとおり、令和２年２月から続く新型コロナウイルスの感染拡大により、令和元年

度までに実施してきた多くの定例行事やまちづくり活動について、中止や縮小を余儀なくされて

おります。 

令和３年度の栄西地区の各種まちづくり活動については、皆

様の健康や安全の確保を最優先と考え、コロナ禍においても実

施可能な活動を継続するとともに、今後の感染状況やワクチン

接種促進による社会情勢の変化等を鑑みながら、徐々に様々な

活動を再開したいと考えております。 

地域の皆様におかれましても、引き続き、感染予防策（３密

の回避、マスク着用、手洗い・手指消毒等）を徹底していただ

き、様々な活動が再開された際には、元気にご参加してい

ただきますようお願いいたします。

長年にわたり町内会役員として、地域活動にご貢献いただいた以下の皆様への表彰を行いました。

受賞者の皆様、おめでとうございます。 

★市長表彰 

舩木 光子 様（和興町内会） 

★区長表彰 

寺山 哲二 様（北栄中央第三町内会） 

伊藤 茂 様（親和第一町内会） 

村岡 正英 様（親和第一町内会） 

阿知良 恵子 様（親栄町内会） 

谷口 美恵子 様（親栄町内会） 

佐々木 勇一 様（東5丁目南町内会） 

窪 隆是 様（栄東3・4丁目町内会） 

佐藤 文夫 様（東3丁目町内会） 

東 豊美 様（共栄町内会） 

川尻 良子 様（共栄町内会） 

市川 貞夫 様（栄北町内会） 

中島 徳郎 様（北48条町内会） 

藤池 由美 様（北48条町内会） 

日詰 千枝子 様（北48条町内会） 

佐藤 昌彦 様（北48条町内会） 

片岡 良子 様（北50条町内会） 

中井 利彦 様（北50条町内会） 

菊地 弘良 様（北50条町内会） 

山口 美沙子 様（北50条町内会） 

炭田 勝子 様（北50条町内会） 
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★栄西連合町内会会長表彰 

藤井 孝子 様（北栄中央第一町内会） 

荒野 親彦 様（親和第一町内会） 

米木 望 様（親和第二町内会） 

厚谷 麻佐美 様（親和第三町内会） 

古屋 富久 様（親和第三町内会） 

工藤 和子 様（親和第三町内会） 

清水 孝明 様（親交町内会） 

山口 真理子 様（栄町第一町内会） 

菊地 内子 様（栄町第一町内会） 

佐藤 信芳 様（東5丁目南町内会） 

小田桐 千恵 様（栄町北第一町内会） 

石崎 ミヤ子 様（栄町北第一町内会） 

赤坂 克己 様（北48条町内会） 

平塚 恵津子 様（栄町共和町内会） 

佐藤 久雄 様（和興町内会） 

三野 民治 様（和興町内会）

活動の拠点となる栄西地区会館も休館を余儀

なくされています。（6/24現在） 

令和 3年度 市長・区長・連町会長 表彰者

今回、市長表彰を受け

られた 

和興町内会  

舩木 光子 会長 



令和３年４月中旬からの札幌市内における新型コロナウイルスの急激な感染者数の増加を受

け、令和３年4月下旬以降に実施を予定していた様々な行事の中止等を余儀なくされました。 

【中止等となった主な行事】 

開催予定日 行事等名称 コロナ対応措置 

5/15 単位町内会・連町役員合同会議 会議中止・書面決議

5/18 社会福祉協議会 常任理事会 会議中止・書面決議

5/21 令和３年度 栄西連合町内会定期総会 会議中止・書面決議

5/26 令和３年度 栄西地区社会福祉協議会総会 会議中止・書面決議

6/3～4 福祉のまち推進センター役員・福祉協力員代表者会議 延期 

6/25～30 65歳名簿 町内会閲覧 延期 

※ 上記のほか、年度当初の定例行事のほとんどが中止・書面決議・延期等となっています。 

このような状況の中でも、感染リスクが低いと考えられる屋外での「見守り活動」等を継続し

て実施しているほか、新たに、感染拡大防止に寄与するため「ワクチン接種予約支援」を行って

おります。その活動内容の一部を紹介いたします。 

【栄西地区の見守り活動】 

栄西地区では、連合町内会を核として、学校、ＰＴＡ、民生委員・児

童委員協議会、青少年育成委員、日赤奉仕団、老人クラブ連合会等で、

地区の防犯活動、交通安全活動を自主的に取り組む組織として、「栄西

地区市民パトロール隊」を結成し、登下校時の通学路の見守り等を行っ

ております。 

～栄西小近辺の見守りの様子～ 

 栄西小の近辺は、近隣の町内会の方や学校の先生方が、毎朝交代で 

登校中の児童の見守りを行っています。 

コロナ禍における栄西のまちづくり活動

令和3年5月 29日 

北海道新聞夕刊 

栄西地区の見守り活動の 

記事が掲載されました。 

東 5丁目町内会 

佐々木環境副部長 

グランカーサ北35条町内会 

畑会長 

北 39条町内会 

高屋敷総務部長 

栄西小

山田校長先生 

栄西小 

宗方先生 



～栄北小・栄中近辺の見守りの様子～ 

栄北町内会の皆様による見守り活動の様子です。 

交通量が多く、信号機の無い交差点に立ち、登校中の

児童・生徒や通行車両を安全に誘導していました。 

これまで12年間、学校のある日は、毎日欠かさず、

登下校時の見守り活動を町内会として実施中とのこ

とでした。 

共栄町内会の川㞍会長も、毎朝、通学路に立ち、 

登校中の児童・生徒の見守りを行っています。 

【ワクチン接種予約支援】 

栄西連合町内会では、新型コロナウイルス感染

症の早期収束を願い、地域住民の安全と健康を確

保する観点から、ワクチン接種の予約支援を行っ

ています。 

連合町内会役員（単位町内会会長等）や福祉の

まちづくり推進センターの福祉協力員に対し、

予約が困難な方への支援を呼びかけており、６

月16日（水）には、連合町内会役員がインタ

ーネット予約の支援を行い、無事に地域の支援

希望者３名の集団接種会場の予約が完了しまし

た。 

この日に見守り活動を行っ

ていた栄北町内会の山田防

犯防災交通安全部長（右）と

藤原さん（左）です。 

登校中の子ども達と元気に挨拶を交わしていました。 

取材日には、他にも多くの地域住民の方が見守り活動に参加しておりました。 

紙面や取材の日程の都合上、ご紹介できなかった町内会等の皆様におかれましては、大変申し訳ありません。 



７月 

中止 

13日 

中止 

中止 

28日 

夏のふれあい事業 

夏の交通安全街頭啓発 

防火・防災訓練 

連町パークゴルフ大会 

合同パトロール 

ドンキホーテ前 

栄西地区内 

８月 

中止 

中止 

25日 

健康づくり（歩こう会） 

介護予防講演会 

合同パトロール 栄西地区内 

９月 

中止 

7日、8日 

21日 

22日 

21日、22日 

三世代交流のつどい 

健康づくり（みんなで歩こう会） 

秋の交通安全街頭啓発 

合同パトロール 

第 1回いきいきサロン 

百合が原公園 

ドンキホーテ前 

栄西地区内 

栄西地区会館 

10月
中旬 

19日、20日 

歩き・遊び自然と親しむ運動 

高齢者昼食懇談会 

未定 

栄西地区会館 

※ 広く、一般の方がご参加いただける行事を掲載しています。 

※ 日程や会場は現時点での予定であり、変更・中止となる場合もありますので、ご了承ください。 

※ 時期が近くなりましたら、チラシの回覧等で詳細をご案内します。

令和３年４月１日付の人事異動により、栄西まちづくりセンターの所長が交代しております。 

【新所長（菊田潤）からのご挨拶】 

栄西まちづくりセンターからのお知らせ 

栄西地区行事カレンダー

前所長からのご挨拶 

♪まわるまわるよ時代は回る♪ 

所長退任にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。 

まずは着任中の2年間において、大竹顧問や向山会長をはじめ多くの地域の 

皆様に、常に温かく見守られながら、大変幸せな日々を過ごさせていただき 

ましたことを、心より感謝いたします。 

今はまだ大変なご時世ですが、「人間万事塞翁が馬」と、きっと笑って話せる日が来ることを信じて、

機会があればいつかまた皆様と再会し、是非とも中島みゆきの「時代」を熱唱させていただきたいと願っ

ております。本当にありがとうございました！ 

札幌市教育委員会 保健給食課長 大門 哲人

新所長からのご挨拶 

令和３年4月に栄西まちづくりセンターの所長に着任した菊田と申します。 

私のこれまでの市職員としての経歴ですが、新規採用の東区税務部に6年、 

以降、建設局管理部6年、保健福祉局障がい保健福祉部11年、中央区市民 

部 3年、豊平区保健福祉部2年、直近では札幌市保健所に3年おりました。 

これまでの経験を活かしながら、また、私は栄西地区の住民（11年目） 

でもありますので、地の利も活かしながら、栄西地区の皆様と様々なまちづくり活動を行っていきたいと

考えておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

東区栄西まちづくりセンター 所長 菊田 潤


