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最近の

あけぼの A&C図書室

あけぼのアート＆コミュニティセンター１F
※正面玄関から入って左奥

火～日曜日　午前 10 時～午後 5 時

♣ 場所 ♣

♣ 開館日 ♣ 毎週水 ・ 木 ・ 金 ・ 土曜日　午後 2 時～午後 5 時
　上記期間以外でも閲覧と返却はできます。 （月曜定休）

♣ 本の貸出日 ♣

↑図書貸し出しボランティアのみなさん

あけぼのアート＆コミュニティセンター催事
カレンダー2015

基本作業日 ：毎月第１ ・第 3土曜日午前中

会員費 ：個人 2000 円、 団体 5000 円

お問合せ ・申込先 ：

あけぼのアート＆コミュニティセンター事務局

ＴＥＬ： 011-513-6181

　みんなの畑としてスタートした「あけぼのファーム」は今年で６年目

を迎えます。

　参加者は、多世代に渡る地域住民を中心に、障がいのある方々も含め、

多彩なメンバーから構成されています。老いも若きも一緒になって野菜を

育て、その実りをみんなで分かち合っています。平成 26 年度はこれま

での活動が評価を受け、コープ農業賞・交流賞部門の奨励賞を頂くこと

なりました。今年度も 4 月よりメンバーの募集をしています。

　ご興味ある方は下記センター事務局まで是非連絡して下さい！

あけぼのアート＆コミュニティセンターの敷地内にある会員制の 「コミュニティファーム」。

あけぼのファーム

あけぼのＡ＆Ｃセンターでは、地域の皆さんに「アートを身近に感じてもらう」
「コミュニケーションを深める」ために職員が中心となり、講座を開催します。
お気軽にお問合せ、ご参加ください！

『親子でお菓子クッキング！』
7 月 26 日（日）、7 月 30 日（木）　※全２回

10：00 ～ 12：30

◆あけぼのＡ＆Ｃセンター交流室

9 月 11 日（金）より毎週金曜日（予定）

10：00 ～ 12：00

◆あけぼのＡ＆Ｃセンター図書室

「お菓子作り」を家庭でも簡単に！
専門家の指導で親子で一緒に楽しめます！

参加費：各回 500 円

『マスキングテープ
　　　　　デコレーション講座』
8 月 4 日（火）、8 月 22 日（土）　※全２回

14：00 ～ 15：30（予定）　　◆あけぼのＡ＆Ｃセンター交流室、図書室

参加費：各回 500 円

なんでもかわいくデコりたい！

『あけぼの界隈
　　　　まちのかたりべ育成講座』

子や孫へ　語りたいこと　伝えよう

『太極拳体験講座』
8 月 28 日（金）14：00 ～ 16：00

◆あけぼのＡ＆Ｃセンター中ホール

参加費：無料

参加費：無料

第 1 回が４月に開催され、好評
につき第 2 回目の開催です！

かたりべ発表会
10/18（日）予定

　平成 27 年 4 月 21 日（火）の夜間、曙会館で曙地区連合

町内会（笹川　信雄（ささがわ・のぶお）会長）の定期総会

が開催され、各町内会の代議員や連合町内会の役員ら計 45

名が出席しました。

　総会では、平成 26 年度の事業報告と決算・監査報告に続

き、今年度の事業計画と予算を承認。これにより、曙地区連

合町内会の新年度が事実上スタートしました。

　また総会後は、高松中央区長と青山同区市民部長を来賓に

招き懇親会が開かれ、曙地区のこの一年について相互に意見

交換しながら親睦を深めました。

　曙地区福祉のまち推進センターと同地区民生・児童委員協議会が

合同で、平成 27 年 3 月 20 日（金）午後、曙会館を会場に「平成

26 年度　曙地区福まち・民児協合同研修会」を開催しました。

　この日のテーマは「認知症の人への対応について」。

　参加した各町内会の福祉推進員や民生・児童委員など計 68 名は、

講師の札幌市認知症介護指導者で慈啓会特別養護老人ホーム在宅福

祉課長の干場　有理子（ほしば・ゆりこ）さんから、認知症の定義

の説明やさまざまな事例紹介など通じて、認知症について理解を深めました。

「曙地区福まち・民児協合同研修会」
　で認知症について学びました

７月

８月

９月

10 月

～



◇毎週火曜日　午前 10:00 ～ 11:15（祝日、年末年始はお休みです）

◇就学前までのお子さんと保護者の方が対象です。　　

◇参加費無料、事前申し込みはいりません。

◇電話でのお問い合わせは、9 時～ 17 時

　住所：南 11 条西 10 丁目 1－3

　℡011－511－0447

あけぼの保育園に
遊びにきませんか！

　曙まちづくりセンター非常勤職員の黒岩友恵支援員が３月末で退職し、

後任に山鼻まちづくりセンターから後藤和美支援員が転入しました。

　自己紹介を兼ねて、本人からご挨拶申し上げます。

（今年度は後藤さんを手本に 「明るく上品なまちセン」 をコンセプトにしたいと

思います （笑） ～安井＆岡本）

　はじめまして。後藤　和美（ごとう　かずみ）と申します。
どうぞよろしくお願い致します。
　4 月より曙まちづくりセンターでの勤務を命ぜられ、明るい

岡本所長、優しい安井支援員と共に楽しく働かせていただいて

います。歴史と文化と自然豊かな中島公園に癒され、いろいろ

なお店を見ながらの通勤も楽しく充実した毎日です。

　曙地区の皆さんの明るく元気に活動されている姿に毎日元気

をいただいておりますので、皆さんのお役に立てるよう頑張り

ます。是非、まちづくりセンターへいらしてください。そして、

お気軽に声をおかけくださいね。お待ちしております。

あけぼの A&C センター入居団体の

「演劇公社ライトマン」の公演があります！

●演劇公社ライトマン第 15 回公演

KAN-KAN
日程
5/22（金）　20 時

5/23（土）　14 時・20 時

5/24（日）　14 時・20 時

5/29（金）　20 時

5/30（土）　14 時・20 時

5/31（日）　14 時・17 時

場所

料金

問合せ

あけぼのアート＆コミュニティ

センター３Ｆ　９号室

前売：800 円 / 当日：1,000 円

011-513-6181（あけぼの事務局） 問合せ 011-513-6181（あけぼの事務局）

●曙通信を見た方限定●

5/22 ～ 24 の上演に各２名様
を公演ご招待！

※5/22 ～ 24 の

公演に限ります。

♪新職員紹介♪

あけぼの A&C センター

　公 演 案 内

14:00 ～
あけぼのＡ＆Ｃセンター　中ホール

ライブの最後には参加者＋お客さんで

前身である「曙小学校」の校歌を歌います！！

卒業生のみなさま、ぜひお集まりください！

あけぼの保育園では、地域の子育て家庭を対象に園開放を

行っています。園児と一緒に遊んだり、参加者同士の交流

をしたりしています。

電話での子育て相談もお受けしています。　

日

入場料：500 円
※小学生以下無料

あけぼの A&C センターに
新たな入居団体が増えました！

12 号室「札幌ユース吹奏楽団」

　札幌ユース吹奏楽団は、1978 年に創立され昨年 35 周年

を迎えました。

　当時「ユース」だった人、今「ユース」な学生、主婦やサ

ラリーマン…色々な人が色々な所から集い、土曜日の夜は音

楽を楽しんでいます。 吹奏楽オリジナル、ポップス、ジャズ、

ラテン等、色々なジャンルの曲に取り組んでいて、年に一度

の定期演奏会、南区クリスマスコンサート、市民バンドフェス

ティバルに参加し演奏しています。 個性豊かなメンバーが揃い、

にぎやかな中にも「音楽を追求したい」という純粋な「音楽愛」

を胸に日々精進、活動しています。

選挙一口メモ
～中央区選挙管理委員会から～

第４回
４月１２日（日）、札幌市では

第１８回統一地方選挙が執行されました。

今回の投票率（知事選）は札幌市全体で 58.85%、中央区では 56.19% でした。
（参考）前回の平成２３年統一地方選挙（知事選）の投票率は、全市 58.60%・中央区 55.63%

 

Ｑ１．期日前投票はどのくらいの人が

利用しているの？

Ａ１．期日前投票を行う人は増加しており、

今回の統一地方選挙では、中央区の投票者

のうち、１８，０００名以上（約１８％）

の方が期日前投票で投票しました。

Ｑ２．住民票は札幌にあっても一時的に道外に

滞在しているなど、別のところにいる場合はど

のように投票するの？

Ａ２．「不在者投票制度」を使えば、お

近くの選挙管理委員会で投票できます。

今回の統一地方選挙でも、中央区の選挙

人のうち２００名以上の方がこの制度を

利用して事前に投票用紙を手元に取り寄

せ、滞在先で投票しました。

★選挙豆知識★　期日前投票・不在者投票制度の利用について

♪当日に投票に行けない場合には、期日前投票・不在者投票制度を利用しましょう♪

曙地区「健康づくり教室」
が平成 26 年度の予定を終えました

山鼻小学校入学式特別啓発
～新入学児童に交通安全を呼びかけました

　曙地区連合町内会の福祉対策部（畑中　

泰子（はたなか・やすこ）部長）が主催

する、平成 26 年度第４回目の「健康づく

り教室」が、平成 27 年 3 月 18 日午後、曙会館で開催されました。

　最終回となったこの日は、「笑いは健康の源～北大落研による落語～」

と題し、平成 25 年度のこの教室で人気の高かった北海道大学落語研究

会の皆さんによる落語を堪能。

　軽快な出囃子で登場した同研究会の「見合亭　八卦良残太（みはって

い・はっけよいのこった）」さんが、「お互いの幸せのために、面白くな

くても笑いましょう」とあいさつすると、会場からは大きな笑いが起こ

り、落語に入る前からすでに爆笑モード。

　小学校の入学式が行われた平成 27 年 4 月 6 日（月）、山鼻小学校で中央区

交通安全運動推進委員会などが主催する「山鼻小学校入学式特別啓発」が行わ

れ、曙地区交通安全母の会や同地区交通安全実践会・同指導員会のメンバーな

どが参加しました。

　啓発では、交通安全実践会・同指導員会の皆さんが

通学路に立ちながら、入学式に向かう親子を見守ると

ともに、交通安全母の会の皆さんは、高松中央区長ら

と一緒に児童に啓発品を手渡しながら交通安全を呼び

かけました。

　トリを務めた「楡　茶々姫（えるむ・ちゃちゃひめ）」さんの落語で笑いの渦はピークに達

し、「笑いは健康の源」の言葉どおり会場は参加した 57 人の元気な笑顔であふれました。

　また、落語を楽しんだ後は、同教室の皆勤賞の表彰が行われ、今年度 4 回すべて

に参加した 45 人の皆さんには、笹川　信雄（ささがわ・のぶお）曙地区連合町内

会長から記念品が授与されました。

　なお、同教室は、平成 27 年度も実施する予定です。


