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　8 月 2 日（日曜日）、あけぼのアート＆コミュニティセンターを

会場に「サマーフェスティバル 2015 in 曙」が行われ、昨年を大

きく上回る約 1,500 人の来場者でにぎわいました。

　今年は、午後 1 時からの開会式に続くステージイベントに、なん

と紅白歌合戦にも出場した民謡歌手の伊藤多喜雄さんとＴＡＫｉＯ

バンドが登場。

　力強い民謡ステージに加え、会場が平成 16 年に閉校した曙小学校

の体育館ということで、同校の卒業生と共に当時の校歌を歌ったり、

ボランティアスタッフとして参加していたせいとく介護こども福祉

専門学校の学生たちや、この日会場に訪れていた秋元克広札幌市長と

ソーラン節の「ソーランソーラン」という声の掛け合いを行ったりと

大盛り上がりで、観客からは手拍子や歓声が沸き上がっていました。

↑伊藤多喜雄さんとソーラン節で盛り
上がるせいとく介護こども福祉専門学
校の学生と秋元札幌市長

↑旧曙小学校校歌を熱唱する
地域のみなさん

↑今年も大学生よさこい３チームが演舞
↑大迫力の札幌ユース吹奏楽団
の演奏

↑北海道ダブルダッチ協会による
なわとびパフォーマンスに参加する
子どもたち

- 曙通信 vol.19-
◇サマーフェスティバル 2015ｉｎ曙　

◇最近のあけぼの地区の様子から

◇選挙一口メモ

◇あけぼの A&C センター

　　講座開催予定　　　　など

6 号室に入居の

梶田さんが出展

しています！

8/1（土）～ 8/23（日）
10:00 ～ 17:00
※火・水休館

【会場】
雨竜郡幌加内町政和

（旧政和小学校）

【お問い合わせ】
0165-37-2069

政和アート Fes2015
甦れ政和小学校

あけぼの音楽祭

第 2 弾！！

コレクラ！
（コレでクラシック
　まるわかりコンサート）

9/26（土）
14：30 開場

15：00 開演

お問い合わせ・ご予約は、あけぼの A&C センターへ！

【会場】
あけぼの A&C センター
中ホール

【入場料】一般 1,500 円　学生 /65 才以上 1,000 円

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

基本作業日 ：毎月第１ ・第 3土曜日午前中

会員費 （年額） ： 個人 2000 円、 団体 5000 円

お問い合わせ ・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、

多彩なメンバーで構成されています。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います。昨年度に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戴いたしました。

　今年度も 4 月よりメンバーの募集をしています。

　ご興味ある方は右記、A&C センター事務局まで是非ご連絡くささい！

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

私たちの住む曙地区のほか、近隣の地区を含めた「Ａ＆Ｃスタッフがオス

スメするおいしい情報」を枠外で紹介していきます。

「ここがオススメ！」という情報があれば、下記あてお知らせください。

自薦・他薦は問いません！！ぼーのくん

第 2回目は、 「キッチンバロン」 をご紹介！

定食から１品ものまで幅広い品揃えで、 しかも出前が

早い！素晴らしいお店です。

あけぼの A&C センター職員も頻繁に利用しています！

職員のオススメはカツカレー （太田）、 かけそば （加藤）

です。 １人分から配達してくれるのでとっても便利です。

ご主人もとても面白い方で、 出前のやり取りが楽しみに

なりますよ。

この地域では知らない人の方が少ないだろう老舗です。

皆さんもぜひ、 出前を頼んでみてください！！

〒064-0811
北海道札幌市中央区
南 11 条西 9 丁目
TEL : 011-531-7471

キッチン バロン



　平成２７年７月８日、札幌市中央消防団消防総合訓練大会が札幌競馬場駐車場

で行われ、曙分団をはじめ、各地区の消防団の皆さんが日ごろの訓練の成果を競

いました。

　この日競い合ったのは、「小隊訓練」と「警防技術訓練」の２種目。

　曙分団は１９名が参加し、隊列を維持しながら行進する小隊訓練では、幌西・

山鼻の各分団と一緒に第４班として行進。

　審査の結果、第４班が見事優勝しました。

　行啓通商店街振興組合と山鼻小学校が協力し、行啓通を花で飾る「ふれあい

花いっぱい運動」が行われ、初日となった７月２日は同校の１・３・５年の児

童が、行啓通でプランターに花を植えました。

　行事には曙地区青少年育成委員会や曙地区交通安全実践会、同指導員会のメ

ンバーも参加し、花の植え方を教えたり児童が安全に通行できるよう街頭で誘

導したりしました。

最近の

選挙一口メモ
～中央区選挙管理委員会から～

第５回
～選挙権の年齢が「１８歳以上」へ

　　　　　　　　　　引き下げられました～

平成２７年６月に、選挙権が得られる年齢を１８歳以上とする公職選挙法等の一部を改正

する法律（以下、「改正法」という。）が成立しました。この改正法は来年（平成２８年）

６月１９日に施行されます。

 

Ｑ１．１８歳、１９歳はいつから

　　　投票できるの？

Ａ１．改正法の施行日以降初めて行わ

れる国政選挙から適用されます。その

ため、来年（平成２８年）夏の参議院

議員通常選挙から１８歳、１９歳の方

が投票できるようになる見込みです。

Ｑ２．選挙で投票できるように

　　　なる以外に、変わること

　　　はあるの？

Ａ２．１８歳、１９歳の方にも選挙運動をする

ことが認められます。そのほか、衆議院議員総

選挙と同時に実施される最高裁判所裁判官の国

民審査や、自治体の首長解職や議会解散請求

（リコール）を受けて行われる住民投票につい

ても同様に、１８歳以上の方に投票資格が認め

られます。

　6月 21 日に音楽祭を行いま
した！
ポップスからクラシックまで、
様々なジャンルの方々に出演
してもらい、とてもアットホ
ームなイベントとなりました。

　ノリの良い歌では手拍子が響き、クラシックでは音に聞
き入り、暑い中ではありましたが最後まで皆さんに楽しん
でもらえたように思います。
　また、メインイベントの曙小学校の校歌斉唱では、なん
と会場のお客さん全員が起立し出演者とともに合唱してく
れて、とても感動いたしました。
　あけぼのにはベーゼンドルファーがあります。
　今後もこの貴重なピアノを皆さんに見て、聞いてもらう
機会を作っていけるよう企画してきますので、楽しみにし
ていてください！

　7月 26 日と 30 日に子供たち
の夏休み企画としてクッキング
講座を行いました！
　26 日はカップケーキ作り。
スプーンで混ぜるだけの簡単カ
ップケーキにチョコやかぼちゃ
の種、くるみなどを自由に乗せ

て作りました。30 日はアイシングクッキー作り。テレビや
お店で見かけても、家で作ることは大変そうなアイシング
クッキーに挑戦しました！自分の好きな色を作り、自分で
作ったクッキーにデコレーションしました。とても鮮やか
で可愛いクッキーに皆とても大喜びでした。２歳から小６
までの子供たちが参加してくれたこの企画。
今後もやって欲しいとの声が多かったので、また企画して
いきたいと思います！皆さんも是非遊びに来てみて下さい！

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！

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

『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

◆あけぼのＡ＆Ｃセンター交流室

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

催し物の

こんな催し物がありました！

只今、参加者募集中！ ＜８月～１０月の予定＞

～ ～

あけぼの音楽祭 親子でクッキング講座

太極拳体験講座
マスキングテープ

デコレーション講座

あけぼの界隈
　　　　まちのかたりべ育成講座 本間崇寛ワークショップ

終了しました。

参加費：各回 500 円

9 月 10 日～ 10 月 1 日

計４回　毎週木曜日

アメリカ・ニュージーランドでも

活躍するスタントマン 本間崇寛に

よるワークショップ。

◆あけぼのＡ＆Ｃセンター
　教室・中ホール

「ふれあい花いっぱい運動」
～新入学児童に交通安全を呼びかけました


