
　今年は 7 月のソフトボール大会、 8 月の大運動会や

盆踊り、 9月の神社例大祭､ 11月の音楽祭など芸術の森

地区連合会や地区町内会の多くの行事が、コロナ禍で中止

となりました。

　そんな中で感染予防策を講じつつ、10月に子供たちを

対象にオリエンテーリング大会、11月に地域の方の力作

を展示した文化祭を開催しました。

　道内、札幌市では新規感染者が増加傾向にあり、ウィズ

コロナの状況は今後も続きますが、皆様にはお体を大切

にお過ごし下さい。10月の国勢調査、 7月以降の連合会

活動、今後の予定について報告します。

◇国勢調査

芸術の森地区では10月1日（木）から12町内会の計82地区、

調査員53人の方による国勢調査が行われました。 9月

14日（月）～ 16日（水）に各地区調査地点の確認、10月

19日（月）～ 22日（木）に調査済み票数の点検作業が、

いずれもまちづくりセンターで行われ、終了しました。

◇連合会活動

・オリエンテーリング大会　10月17日（土）9時～ 12時、

「クイズに答えて地域を知ろう」をテーマに好天の下、

幼児、付き添いの父母の方、小学生64人が参加。盆踊り、

神社のお祭りなどが中止となり、子供たちを元気づけ

ようとの役員の思いから、まちづくりセンター職員が屋外

行事として提案。交通指導員や役員ら54人がポイント

地点で対応、歩道での誘導などに当たりました。

・第26回文化祭　11月 7 ､ 8 日（土､日）10時～、今年は

会場を芸術の森工芸館から芸術の森アートセンターに

移して開催。小中学生、地域の方の絵画、写真、絵手紙、 

折り紙、陶芸、手工芸作品など約900点を展示、入場者

は433人。

・常盤中ゲストティーチャー　10月29日（木）､ 11月5 ､ 9日

（木､ 月）の 3日間、役員やまちセン職員 7 ～ 9人が

常盤中学校 2年生の「芸術の森地区活性化案検討ミー

ティング」に参加しました。生徒が取り組む各テーマ

に対して助言するなど、2016（平成28）年からの交流事業

で今年 5回目。

◇今後の予定

・新年会、成人式　 1月上旬の南区新年会、南区成人式、

芸術の森地区会館での芸術の森地区連合会新年会は

中止となりました。

・雪あかりの祭典　12月上旬から屋外でのイルミネー

ション点灯が始まり、 2月中旬まで地区内 8カ所での

キャンドル点灯実施。飲食提供や屋内での催事は中止

とするなど、例年に比べ縮小して開催しています。

・両小閉校日に花火　 4 月に芸術の森小学校が開校、

2月19日（金）に石山東小、 2月26日（金）に常盤小学校

閉校日夜に、記念行事として各校グラウンドで花火を

打ち上げます。 1 月 8 日（金）には両校で学校開放を

行い、地域の方向けに見学会を予定しています。

・地区連合会総会　現時点では、4月下旬開催の2021年度

連合会総会は昨年同様、書面表決方式で行う予定です。
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「電話福祉相談」を開設しました！「電話福祉相談」を開設しました！「電話福祉相談」を開設しました！「電話福祉相談」を開設しました！
10月１日から地域の皆さまが安心して暮らせる住みよい街づくりを目指し、様々な「困りごと」「心配ごと」を

相談ボランテイアが関係機関等と連携し一緒に支援を考える、電話「福祉相談」がスタート致しました。

場所：芸術の森地区福祉のまち推進センター事務所

　　　南老人福祉センター内（南区石山78-68）

ひとりで悩まずに、
お気軽に、ご連絡ください。

○相談日：毎週、月・火・木曜日　○時　間：午前９時から12時まで（祝日・年末年始は除きます）

☆電話：０１１-５９２-５３４３

　今年の初雪は昨年より 3 日早く、

冬到来の季節を迎えましたが、皆さまにはコロナ禍の

なか、各事業の推進にご協力いただき、感謝とお礼を

申し上げます。

◇活動状況

　「新型コロナウイルス」感染者の猛威により「緊急

事態宣言」（ 4月16日）があり、会議、役員会、各事業 

（子育てサロン、健康まつり、福祉施設見学会）が中止

となりました。

　緊急事態宣言が解除（ 5月25日）となり、地区福まち

センター事業「子育てサロン」再開（ 9月～）、「福祉

電話相談」の開設（10月新規： 3件相談）、「芸術の森

地区の自然を守り楽しむ！」講演会（参加50人）など

コロナ禍のなかの活動に取り組んでおります。

　また、新たな情報発信として、地区福まち活動内容等

の広報誌「福まちだより―絆―創刊」を発刊（10月）し、

各町内会及び関係団体等へのＰＲに努めました。

◇今後の対応

　「コロナ禍」のなかの事業計画は今後、国及び北海道、

札幌市の通知により関係機関と協議し、「感染拡大」

防止に努めた事業の推進に努めてまいります。来年度

は、役員改選期を迎えますが、担い手不足を解消する

ため、多くの方々のご意見をお聞きし、体制の充実を

図ってまいります。

　これから冬本番を迎え「除雪」及び「見守り・訪問」等

厳しい寒さの中での活動となります。

　今後、皆さまのご理解をいただきながらコロナ禍に

負けず、元気で「みんなで支え合うやさしい街づくり」

に努めてまいりますので、ご協力とご支援をお願い

いたします。

　今年は 2月から拡散したコロナ禍に

より子どもたちは、新学期から登校もできず夏休みも

短縮。また、地域の夏祭り等の行事も全て中止となり、

今まで経験したことのない我慢の日々を送ってきました。

　青少年育成委員会でもサマーレクリェーション、ドッジ

ボール大会、もちつき大会を計画してきましたが、コロナ

感染拡大防止の観点から中止しました。毎年大勢の子供

たちが参加していた行事が中止となり、とても残念です。

　このような状況から、「子どもたちに何か楽しい行事

をしてあげられないか」と連合会が企画立案し10月17日

（土）、オリエンテーリング大会を開催しました。当日は

三密を避けて感染予防対策を十分取りながら手厚く見守

られ、久しぶりに楽しむ子どもたちの姿を見ることが

できました。育成委員も 8人がスタッフとして参加し、

お手伝いできたことは地域活動推進の意味からも良い

活動ができたと思っています。

　今後の予定は令和 3年 2月にスキー教室を計画してい

ますが、コロナ対策を十分に行い、実施に結びつけたい

と思っております。

　コロナにまけない！ を合言葉に育成活動も頑張ります！

―これまでの活動状況と今後の対応―

コロナにまけない！！ 育成活動

芸術の森地区社会福祉協議会　会長　塩　田　恒　雄

芸術の森地区青少年育成委員会　会長　松　原　義　雄

●青少年育成委員会●
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　新型コロナウイルスの感染拡大防止

で、ひとり暮らしの高齢者等巡回相談は

インターホン越し、または電話での訪問となり10カ月を

過ぎました。まだまだ大変な状態が続くと思いますが

コロナ禍が終息して、民生委員・児童委員活動が元に

戻るように願う日々です。以下に活動等を報告します。

◇令和 2年度「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

パネル展実施

 5 月12日（火）から18日（月）までの活動強化週間です

が、今年は新型コロナウイルス感染予防・拡大防止に

配慮した秋口までの取

り組みとなりました。

　芸術の森地区では、

芸術の森地区会館の

エントランスで9月3日

（木）から 9月18日（金）

まで開催しました。

◇札幌市消費者生活サポーター養成講座を受講

　高齢者や障がいのある方が、日常生活の中で消費者

トラブルにあっていないか「目配りや助言」等を行う、

地域における消費者被害防止の担い手を消費生活

サポーターと言います。講座では、◇気づきや見守りの

ポイント ◇声掛けの仕方 ◇悪質商法の手口の対処法に

ついて、受講しました。今回は、9 人が消費生活サポー

ターに登録して「札幌市消費生活サポーター証」と「章」

を受領しました。

（例）「お試し」のつもりが定期購入

　テレビや新聞広告等を見て申し込み。飲んでも効果

がないので止めようとしたら、自動的に定期購入に

なっていた。

＜トラブル回避策＞

通信販売にクーリング・オフ制度はありません

申し込む前に、契約内容や返品条件をしっかり確認

自分で理解して申し込むような形になっています

困った時は、札幌市消費者センターか民生委員・児童

委員にご相談下さい

札幌市消費者センター消費者ホットライン188（局番不要）

ゲストティーチャーとして常盤中へ

　連合会役員らが10月29日（木）に 8人、11月 5 日（木）に

7 人、11月 9 日（月）に 9 人が、常盤中学校で 2 年生の

総合的な学習の時間「課題研究活動 芸術の森地区活性化案

検討ミーティング」に参加し、交流を図りました。

　いずれも14時30分～ 15時30分で、マスク、中学校が

用意してくれたフェースガードを着用して対応しました。

3班に分かれ、「学、住」などの各テーマで生徒からの

質問に答え、助言するなどしましたが、中学生のさまざま

な意見に触発され、役員にとっても有意義な 3 日間と

なりました。

2020年（令和２年）の活動状況

芸術の森地区民生委員・児童委員協議会　会長　下　総　仁　志

●民生委員・児童委員協議会●
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芸術の森地区  雪あかりの祭典
2020年12月上旬～2021(令和３年)2月中旬の予定

＊飲食提供や屋内での催事は原則中止となりました

12月上旬～２月上旬 札幌市立大学·····································イルミネーションなどによるキャンパス外観装飾

 駒岡小学校·········································イルミネーション点灯

１月２３日（土） 関口雄揮記念美術館 ·························キャンドル点灯、インスタレーション展示

１月下旬 常盤児童会館·····································キャンドル点灯

２月５日（金） 芸術の森地区会館 ·····························スノーキャンドル、イルミネーション点灯

２月６日（土） 札幌芸術の森·····································イルミネーション点灯、花火

 南老人福祉センター、見晴町内会 ····スノーキャンドル、イルミネーション点灯

２月11日（木） 札幌市保養センター駒岡 ·················アイスキャンドル、イルミネーション点灯

秋の交通安全運動街頭啓発

芸術の森地区連合会　交通安全部長　越　谷　光　雄

　 9月24日（木）13時30分、新型コロナウイルス拡大防止

のため三密にならないように全員がマスク着用、アル

コール除菌をして開会式を行いました。大平南区長、

南警察署松岡交通官に来賓挨拶をいただき、13時40分から

国道453号沿いでの街頭啓発に移りました。まちづくり

センター側と向かい側で行い、70人の方が参加して交通

安全を呼びかけました。

　11月に予定していた芸術の森地区交通安全教室（冬の

市民総ぐるみ運動）、11月20日（金）の南区ファイナル

啓発は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止と

なりました。11月30日（月）の芸術の森地区交通安全運動

推進意見交換会は12月に延期としましたが、札幌市での

新規感染者が増加したため、中止となりました。

地区会館駐車場の部分補修

　 7 月18日（土）9 時から、芸術の森地区会館

駐車場入り口付近、左側部分の経年劣化による

ひび割れ、陥没部分などのアスファルト補修

工事を行いました。

　施工は来春開校の芸術の森小学校校庭や道路

などの整備工事を行っている北土建設株式会社

（札幌市中央区）。工事は地域貢献のボランティア

活動として行われ、 7月27日（月）10時、同社に

対し連合会から感謝状を贈呈しました。

寄贈マスクのお礼
芸術の森地区連合会　副会長　中　田　たみ子

　経験したことのない状況に陥ってすぐの４月、常盤中学校新１年生に

プレゼントした「マスク」に対して、お礼の手紙をいただきました。驚いた 

のはもちろんですが、読ませていただいて、感動する言葉がたくさん 

書かれていて、こちらがお礼を言いたい気持ちになりました。

　お店に売っていない時期とも重なって、ありがとうの気持ちが

大きかったのかな、と思います。「かからないように！」と私たち

高齢者に対する気づかいの気持ちも嬉しく思いましたし、「温かい

気持ち」にしてくれたことに、私たちからも感謝したいと思います。

　「恩返し」は、「皆な健康で、勉強頑張ること」かな？

●交通安全運動推進委員会●
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　10月17日（土）9時～ 12時、快晴の下、芸術の森地区

オリエンテーリング大会を開催しました。新型コロナ

ウィルス感染症の影響で、地区行事や学校行事の中止、

縮小が続きました。

　そこで、感染予防対策をしっかり取り入れながら、

地区の子どもたちが少しでも楽しめることをしよう！

と、『子どもたち集まれ！！地域を知ろう！！』をテーマに、

地域の小学生と保護者、弟妹合わせて64人、役員ら54人

が参加しました。

　オリエンテーリングの内容は検温、手指の消毒、

マスク着用の点検の後、2 ～ 4人のグループ分けをしま

した。 5分おきに 2つのスタート地点である石山緑地、

札幌市立大学を出発した子どもたちが、約40分かけて

ゴール地点のまちづくりセンターを目指しました。

　その間には 5カ所のチェックポイントがあり、地域

に関する「 3択クイズ」と、隠された 8文字を探して

並べ替える「文字探しクイズ」（チェックポイントの

並び順は　いなまけなにろこ　→　正解は　ころなに

まけない）にチャレンジしました。また、ゲームに参加

しながら、“自分たちの住む街をきれいにしよう！”と

ゴミ拾いもしてもらいました。

　参加した子どもたちの中には「えー！こんなの簡単

だよ！」という子もいれば、 5つのチェックポイント

に立つ地域の人にヒントをもらいながら、じっくりと

考える子もいましたが、全員が全問正解で無事にゴール

できました。ゴール後の子供たちからは「少し疲れた

けど、とても楽しかったよ！」「参加賞のノートやお菓子

がもらえてうれしかった」という声が聞かれました。

　今回のオリエンテーリングによって、子どもたちが

これまで知らなかった地区のことを知るきっかけに

なったのではないでしょうか……。学校の先生方や

交通指導員の方、快く場所を提供していただいた地域

の皆さま、スタッフの皆さまのご協力のもと、無事に

終えることができたことに感謝申し上げます。

《チェックポイント　三択クイズ
》

CP①　来年４月から開校する新
しい小学校の名前はどれ？

①クマさん小学校　②芸術の森小
学校　③おひさま小学校

CP②　芸術の森地区のシンボル
マークはどれ？

①　　　　　　　②　　　　　　
　③　

CP③　芸術の森地区の町内会の
数はどれ？

①１２　②５０００　③０

CP④　芸術の森地区で毎年春にな
ると真駒内川に放流している魚は？

①クジラ　②ヤマメ　③コイ

CP⑤　芸術の森地区で毎年行っ
ている行事はどれ？

①大運動会　②よさこいソーラン
祭り　③ねぶた祭り

◇３択クイズ～ご家族と一緒に皆さ
んもチャレンジしてみて下さい

芸術の森地区オリエンテーリング大会
芸術の森地区まちづくりセンター　佐々木　清　美、川　島　真由美
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　11月 7 日（土）、8日（日）の両日、芸術の森アートセンターで「第26回芸術の森地区文化祭」が開催され、433人の

来場者でにぎわいました。

　小学生、中学生、大学生、一般の方々の芸術作品が約900点出展されました。コロナ禍の困難な中、皆様の努力で

傑作ぞろいでした。中でも目をひいたのは、市立大学の学生さん達が製作した疫病よけとされる妖怪「アマビエ」。

アマビエは「コロナよ鎮まれ」とＳＮＳで話題沸騰とのこと。本当に早く終息することを祈っております。

レクチャー室

芸術の森地区文化祭
芸術の森地区連合会　芸術文化部長　鈴　木　正　人
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芸術の森アートホール
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　10月10日（土）開催、

講師はエコ・ネット

ワーク代表の小川巌

さん。開口一番、この

地域を「芸森バレー

（ＧＭＶ）」と呼んだら

どうか、この小山に

囲まれた多様な環境、

山あり、川あり、森林と小川に囲まれた静かな住宅地、畑、 

果樹園もあり、緑あふれるこの地は「芸森バレー」と

呼ぶのにふさわしい……との言葉。

　近年、この地域ではヒグマの出没が多く、安全のため

一時期閉鎖される施設も多く、頭を悩ませているとの

こと。とは言え、自然あふれる緑に囲まれた地に居を得た

住民は、この地を活かして生活したいと思っています。

森林と住宅地（畑）の境の草刈りを徹底することにより動物

の侵入を防ぎ、犬の活用も有効ではないかとのことです。

　アンケートからは、「自然の豊富さについて再確認を

した」、「野生動物の生態をいろいろ知ることが出来た」、

「専門家の話が聞けて良かった」等々、再発見の言葉が

聞けました。

　開催場所は開校35周年をもって閉校となる、石山東

小学校。ご協力いただきました石山東小学校校長からは

自然を活かしたこの地の教育、子どもたちの様子もお話

いただき、自然の育む強い力を再認識させていただき

ました。

　当日はコロナ禍ということもあり、手消毒、マスクの

着用、体温の計測、スリッパの着用、ソーシャルディス

タンスをとっての講演会となり、来場の皆様には多大な

ご不便をおかけしたのにも関わらず、ご協力いただき

ましたことをお礼申し上げます。来場者は50人でした。

擬似鳥居・警告旗の撤去
芸術の森地区連合会　環境衛生部長　中　田　たみ子

　春に設置した不法投棄防止啓発のための「擬似鳥居」

11カ所と「警告旗」15本を10月30日（金）に撤去しま

した。芸術の森の豊かな自然は、私たちにとってかけ

がえのないものとなっています。

　地元の人たちなのか、遠くから来た人たちなのか、

車で来て捨てていく大量のゴミ、ちょっと駐車した時

にジュースの空き缶、たばこの吸い殻等が「捨てると

罰せられますよ」の警告旗から少し離れた場所に捨て

られています。人の道徳心に働きかける「鳥居と旗」、

今年も役に立ったでしょうか。

　町内会やボランティア団体の清掃活動で、きれいな自然

を大切にしていただいていることに感謝いたします。

もりの仲間の子育てサロン

地区福祉のまち推進センター　子育て支援部長　清水 智子

　もりの仲間の子育てサロンは、新型コロナウイルス感染防止対策を

行いながら 9 月より再開となりました。その中で参加者の体調確認と

検温、マスクの着用と手洗い、会場やおもちゃ（布や木は避けました）

などの消毒、定期的な換気、密集、密接、密閉、共有を避ける取り

組みを行いました。

　11月までに延べ17組の利用者（大人18人、子ども23人）がありました。

　絵本の読み聞かせや小麦粉粘土遊びなどを通じて“親子の情報

交換の場”となりました。これからも季節に合わせた行事や製作

などを取り入れたいと思います。

　子どもと保護者の方が安心して過ごしていただけるように、引き

続き感染防止対策を進めていきます。ご参加をお待ちしております。

開　催　日：原則　毎月第１・第３水曜日　10:00～11:30
サロン会場：芸術の森地区福祉のまち推進センター（南老人福祉センター内）

講演会「芸術の森地区の自然を守り、楽しむ！」
地区福祉のまち推進センター　調査研修部長　三　上　良　子
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　芸術の森地区の地域指定避難場所は、芸術の森地区会館、石山東平和会館、常盤二区会館、常盤一区

会館、滝野会館、駒岡会館の 6カ所が指定されています。それぞれの町内会館の防災備品は、未整備

の状態です。

　今回、町内会館には①トイレ対策として簡易トイレ 3日分（160回分）、②停電対策として可搬式

発電機一式（携行缶、オイル 1 缶、ＬＥＤ投光器）、③寒さ対策としてアルミ保温シート10枚を

整備しました。

　芸術の森地区会館には①トイレ対策として簡易トイレ 3日分（400回分）、②停電対策としてＬＥＤ

投光器 2基、③寒さ対策としてアルミ保温シート20枚を整備しました。

≪非常時の持ち出し品等の準備は、住民の皆様にお願いします。≫

　避難しなければならないときに持ち出す「非常持ち出し品」は、携行しやすいリュック等に一人分

の非常食、飲料水や個人が必要とする常備薬等を用意しておきましょう。

芸術の森スポーツ振興会発足に向けて
常盤体育振興会　会長　白　木　義　克

芸術の森東地区スポーツ振興会　会長　佐　藤　優　司

　常盤小学校と石山東小学校が統合、令和 3年 4月に芸術の森

小学校が開校します。これに伴い常盤体育振興会と東地区

スポーツ振興会が統合され、芸術の森スポーツ振興会（仮称）

が発足します。

　 2つの振興会は、両校を起点とした地域におけるスポーツ振興

を目的として各スポーツサークル、連合会行事のソフトボール

大会、市民運動会など、微力ながらお手伝いをさせていただき

ました。これまで地域の皆様にはご理解とご協力をいただき、

感謝申し上げます。

　新スポーツ振興会発足に向けて、今夏から両振興会で調整

会議を進めています。いままで同様、芸術の森小学校の学校

開放を軸として、新体制で地域の健康促進に寄与していきたい

と思います。

コロナ対策を行って災害時訓練
芸術の森地区少年消防クラブ　部長　上　田　敏　寛

　 8 月29日（土）9 時～ 15時、滝野会館周辺で芸術の森地区

少年消防クラブ員12人が参加して災害時訓練を行いました。

　当日は訓練開始前に検温、マスク着用点検など、感染防止策

を行っての訓練となりました。午前中はクラブ員全員が参加し、

会館前で放水訓練を行いました。炊き出し訓練を兼ねた昼食の後、

午後からは段ボールベッドの作成、ロープを使った救助訓練を

行いました。訓練でのご指導、非常食や訓練用機材を提供して

いただいた南消防署石山出張所、滝野町内会、南区役所の皆様

には大変お世話になり、御礼申し上げます。

　新型コロナウイルスの影響で 6月以降、当クラブも行事の中止

や自粛を続けていました。これからもウイルス感染状況を注視

しながら、無理をしない範囲で活動を行っていきます。今後と

も皆様のご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。

いっしょに宿題しようよ！

地域のボランティアが「無料学習塾」
無料学習塾代表　横　山　憲　治

　“地域の力”が子ども達の学習を応援できないか――と、今年

7 月から芸術の森地区会館を会場に、宿題や教科書の勉強の

お手伝いを始めました。

　塾に行かない子どもや学習の基礎をやり直したい子ども達を

主な対象とするものです。この自主的活動を開始したグループ

（先生役ら 6人）は元教師や旅行会社、マスコミ勤務経験者など

で、南区役所や芸術の森地区連合会も支援しています。

　コロナ感染防止にも留意しながら毎週木曜日17時から、原則

「 1人対 1人」の組み合わせで「算数・数学・国語・英語」に

取り組んでいます。現在、小学生、中学生約10人が仲良く

頑張っています。「数学」の先生役の増員も募集中です。

　問い合わせ窓口は「無料学習塾・横山」（電話090-1645-

2507、またはyokoken@k5.dion.ne.jp）。

フラワーロードに花を咲かせる会20周年

　芸術の森フラワーロードに花を咲かせる会

（代表・大谷洋子さん）が今年20周年を迎え、

10月に「花さき通信 20周年記念誌」が発行され

ました。

　大谷さんは記念誌で「地域のボランティア

会員の行動と協力の輪が広がり、 4年目から

ブルーシートを使用した花苗の腰水づけで、

たっぷりと水を吸い上げさせ、花苗の

力と雨にお任せできたことが、20年

続いた大きな要因の一つと思っていま

す」と、述懐しておられます。

　昨年から要望していたフラワーロード

街路桝改修は、耕運機が使用できない 

細く短い花壇、長すぎる花壇、駐停車に

支障のある花壇整備工事が一部完了、

来春には装いも新たに道行く人たちを

癒やしてくれることでしょう。

る会る会

い上げさせ、花苗のの

芸術の森地区地域指定避難場所の防災備品を整備
芸術の森地区連合会　総務部長　下　総　仁　志
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　一年を振り返るとコロナで始まりコロナの

収束が見通せない状況で、三密を避けながら

新年を迎えることになりました。

　連合会行事の大半が中止の中、急きょコロナ

感染予防対策を図りながらオリエンテーリング

を開催、子供たちの元気な笑顔を見ることが

出来ました。唯一の明るい話題。

　2021年（令和 3年）は、東京五輪が開催され

ます。マラソン、競歩は三密を避けながら

静かに応援しましょう。

地区広報「芸術の森」編集委員会

  委　員　長　下総 仁志 委　　員　佐久間 久幸

  副 委 員 長　三上 良子 委　　員　福田 知子

　委　　員 　金子　 侑 委　　員　藤原 容子

編 集 後 記編 集 後 記

札幌芸術の森美術館の催し

札幌ミュージアム・アート・フェア
2020-21

12月19日（土）～ 2021年 2 月14日（日）

おかえり サクラマス
　 3 年前に真駒内川に放流したヤマメの稚魚が、海に

下りて今年帰ってきました。

　「かわいい子には旅をさせよ」。荒海でもまれて大きく

育った頼もしいサクラマスです。

写真提供＝石山東町内会・小原真里亜さん

 閉校に伴い学校開放、
花火打ち上げ ◎公益財団法人古紙再生促進センター　理事表彰

《受賞団体》 （ 7 月 8 日）

　常盤団地町内会

　集団回収に積極的に取り組み、再生利用促進に著しく

貢献した実績を認められ、受賞されました。

（毎年、北海道全域で 5 団体が受賞）

◎令和２年度北海道共同募金会　会長表彰

《受賞団体》 （ 8 月25日）

　石山東町内会、滝野町内会、

　サンブライト真駒内町内会、石山八区町内会

　10年以上継続して共同募金運動に協力している地区の

うち、特に功績が認められた優秀地区が受賞されました。

◎令和２年度札幌市高齢者福祉功績者表彰　市長表彰

《受賞団体》 （ 9 月15日）

　常盤未来

　社会福祉の増進に貢献していると認められた優良老人

クラブが受賞されました。

◎札幌市交通安全運動推進委員会　会長表彰

《受賞者》 （11月 5 日）

　芸術の森地区交通安全指導員 中村　征行　さん

　多年（ 5 年以上）にわたり石山東小学校児童の通学の

安全を守る交通指導の尽力が認められ、受賞されました。

◎南区クリーンさっぽろボランティア実践者表彰

《受賞団体》 （12月 1 日）

　駒岡小学校７年１組

　駒岡小学校の地域応援団として長年にわたり精進川周辺

の清掃、整備を行い、環境に対する意識の向上と精進川の

浄化を図る功績が認められ、受賞されました。

　常盤小学校は 2月26日に105年、石山東小学校は 2月

19日に35年の歴史に幕を閉じ、閉校式が行われます。

　両校児童の笑顔は地域の宝であり、地域における貢献

に対して感謝の意を表し、新たな環境への旅立ちを祝って

学校見学会、両校閉校日の夜に花火の打ち上げを以下

の日程で開催します。

◇学校開放見学会～たくさんの思い出を胸に…

・日時　令和 3年 1月 8日（金）10時～ 15時

・場所　常盤小学校、石山東小学校

＊マスク着用、体調のすぐれない方はご遠慮下さい

◇閉校日記念花火打ち上げ～ 65発、約 5分

①令和 3年 2月19日（金）打ち上げ開始17時30分

　石山東小学校グラウンド

②令和 3年 2月26日（金）打ち上げ開始17時30分

　常盤小学校グラウンド

＊①②とも当日の花火音量にご理解下さい、学校敷

地内には入れません
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