
発行日 ： 平成 26 年 11 月 14 日

発行 ・ 編集 ・ 構成 ：

・ 曙まちづくりセンター

　（011-511-0116）

・ あけぼの A&C センター

　（011-513-6181）

2014

秋
Vol.16

◇芸術の秋　札幌劇場祭が開幕

◇最近のあけぼの地区の様子から

◇選挙一口メモ

◇まちセン新職員紹介　　　　など

- 曙通信 vol.16-

「札幌劇場祭 Theater Go Round」 が今年も開催されます。

あけぼの A&C センター 4 号室入居
「弦巻楽団」

あけぼの A&C センター 13 号室入居
「intro」

◆会場　ターミナルプラザことにパトス
　　　　　（西区琴似 1 条 4 丁目　地下鉄琴似駅 B2F）

◆日程　11 月 21 日 （金） ～ 24 日 （月祝）

◆料金　前売一般 2,300 円

　※詳しい情報は、 あけぼの A&C センターまたは、 曙まちづくりセンターに設置のパンフレットをご覧ください。

◆会場　生活支援型文化施設コンカリーニョ
（西区八軒 1 条 1 丁目　ザ ・ タワープレイス 1F）

◆日程　11 月 27 日 （木） ～ 12 月 1 日 （月）

◆料金　前売一般 2,300 円

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１回目のお店は、 曙地区のお隣さん。 電車通沿い （市電　中島公園通電停向かい） にあるラーメン屋さんを紹介するよ！

お店の名前は 「潤焚 （じゅんたく）」 あけぼの A&C センターとも縁があるお店で、 店長や店員が演劇をやっている俳優さん達なんだ。

今回は札幌劇場祭の開催期間ということで紹介してみたよ！

お店のオススメは、 なんといってもオリジナルの

「どろどろスープ」 見た目からは想像がつかない

あっさりとした味わいがヤミツキになります！

コラーゲンたっぷりでトンコツ＆トリガラの
W スープ！仕上げに魚粉でコクを。

北海道産食材使用し、 化学調味料は一切不使用！
太麺を使用。

〒064-0811

北海道札幌市中央区

南 11 条西 7 丁目 -1-6

南ステージ中島公園 1F

TEL : 011-200-9998

次回の予定…あけぼの A&C スタッフがいつも出前でお世話になって

　　　　　　　　　いる定食屋さん。 「バロン」 を紹介予定だよ！

あけぼの A&C 図書室

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

まちセン　新職員
支援員　　安井　文枝
　はじめまして。安井　文枝（やすい ふみえ）です。
 曙地区は中島公園も近く、昔ながらのお店もあり、

「ぶらり散歩をしたいな～」と思いながら通勤中にお
店のチェックをしています。
　家が近いのでスーパーで見かけることがあるかも知
れませんが、カゴの中身は見ないでください（笑）。
　まちづくりセンターでは、いきいきと活動される地
域のみなさんから元気をいただいています。
　私も元気をお返しできるよう笑顔で窓口におります
ので、ぜひご来所ください。
　今後ともどうぞよろしくお願いします。

　曙まちづくりセンター非常勤職員の

田端美由紀支援員が９月末で退職し、

その後任として安井文枝支援員が採

用となりました。

　自己紹介を兼ねて、 本人から皆さま

にごあいさつ申し上げます。

　どうぞよろしくお願いいたします

　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 5 年目を

迎えました。

　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。今年はこれまでの活動

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になりま

した。来年度も 4 月よりメンバーの募集をいたします。

　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！

↑畑クラブ　活動の様子と農業賞プレゼン会場の様子

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

　まちづくりセンターを

始め、 たくさんの方々の

ご協力で開催できました。

「初めてにしては上出来」 と

自負しています。

　　

図書ボランティア一同

開設 2 周年記念　あけぼの図書室まつり

　9 月 5 日～ 7 日に開催された図書室まつり。

　ブックシェアリング（古本市）は延べ二百人が来場。

合宿中の函館ラ . サール学園の生徒も覗いてくれました。

　本間恵さんによる講演「本の扉を開ける」も沢山の方

が参加し、盛況のうちに幕を閉じました！

さっぽろアートステージ 2014 開幕！

　芸術の秋、 みなさんは何をして過ごしますか？読書？
映画鑑賞？美術館に足を運んでみるという方もいること
でしょう。 それとも食欲の秋を満喫しますか？
　みなさんがお住まいの曙地区には、 あけぼのアート＆
コミュニティセンターという施設があります。
　入居団体には劇団も多く、 さっぽろアートステージの
期間中には市内の劇場で演劇の公演を行っています。

　さっぽろアートステージは 2005 年にスタートし、 今年
で丁度 10 回目の開催。 期間中は市内 9 か所の劇場で
オペラ ・ 演劇 ・ 人形劇など合計 34 作品が上演されます。

　中でも、 あけぼの A&C センターに入居中の団体の公演
をみなさまにご紹介、 興味がありましたら劇場に足を運ん
でみてはいかがでしょうか。



最近の 秋を満喫してきました
～曙地区青少年育成委員会「収穫体験ツアー」

  ９月２４日（水曜日）に行われた「中央区みんなの講演会」のステージ

発表で、曙地区連合町内会女性部の皆さんが中心となって結成している

「ほのぼの合唱団」が、見事な合唱を披露しました。

　この催しは、中央区と中央区連合町内会女性部連絡会議が主催するも

ので、今回が１５回目。

　メンバー３０人が、「若者たち」と「見上げてごらん夜の星を」を歌う

と、会場からは盛大な拍手とともに「ブラボー！」の掛け声も起こり、歌声で聴衆を魅了しました。

シートベルト着用や飲酒運転根絶など

交通安全を呼び掛けました　～秋の交通安全街頭啓発

曙地区連合町内会の環境衛生担当部長会議が開催されました

　曙地区青少年育成委員会が主催する「収穫体験ツアー」

が 9 月 27 日（土曜日）に行われ、地域の子どもたちや

その保護者など、計 32 名が参加しました。

　晴天に恵まれたこの日は、貸し切りバスで午前 9 時に

曙会館前を出発。

　約 2 時間かけて仁木町にある「仁木さくらんぼ山」に

着いた一行は、思い思いにぶどう狩りを楽しんだ後は、果

物が入った特製のタレに漬込んだジンギスカンをみんなで

味わい、食欲の秋にふさわしいひとときを過ごしました。

　また、帰りには、小樽市手宮にある小樽市総合博物館を

見学。

　ボランティアの案内スタッフから北海道の鉄道の歴史を

説明してもらい、実際に蒸気機関車（アイアンホース号）

にけん引される客車に乗車し、つかの間の鉄道の旅を楽し

みました。

　１１月５日の夜、曙会館で、曙地区連合町内会の環境衛生担当

部長会議が開催され、各町内会の環境衛生担当部長ら１８人が出

席しました。

　会議では、曙地区連合町内会で環境衛生を担当する山田忠信理

事から、歩道の植樹ますに植えている花の手入れや道路の清掃活

動など、各町内会の熱心な取り組みに対して感謝の言葉が述べら

れた後、清掃ボランティア活動実践者の推薦や、清掃活動の際に

着用するジャンパーの購入などについて話し合われました。

　また、その後の意見交換では、ごみ出しのマナー

違反の対応やゴミステーションのカラス対策などに

ついて、相互に情報交換をしました。

　曙地区連合町内会や同地区の交通安全指導委員会、交通安全

実践会、交通安全母の会が中心となって、９月２２日（月曜日）

の朝、石山通でシートベルト着用や飲酒運転根絶など交通安全

を呼び掛ける「秋の交通安全街頭啓発」が行われました。

　この啓発は、「秋の全国交通安全運動」に合わせて行われたも

ので、笹川曙地区連合町内会長や高松中央区長のあいさつの後、

地域の皆さんら１０４人がたすきを掛け、

「シートベルト着用」や「スピー

ドダウン」と書かれた旗を掲げ

て、行き交う車に交通安全を訴

えました。

選挙一口メモ
～中央区選挙管理委員会から～

第２回

　政治家も有権者も 「政治家は寄附を贈らない」 「有権者は政

治家に寄附を求めない」 「政治家から有権者は寄附を受け取ら

ない」 の３つのルールを守り、 明るく、 きれいな選挙の推進に

ご協力をお願いいたします。

≪寄附禁止にあたる例≫

　　①　病気見舞い

　　②　お祭りへの寸志や差入

　　③　地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入

　　④　秘書等が代理で出席する場合の結婚祝

　　⑤　秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典

　　⑥　葬式の花輪、 供花

　　⑦　落成式、 開店祝の花輪

　　⑧　町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入

　　⑨　入学祝、 卒業祝

　政治家 （立候補予定者も含む） が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、 いかなる名義

であっても禁止されています。

　これから年末年始にかけ、 忘新年会など地域の行事も多くなってきますので、 寄附を求
めたり受け取ったりしないよう、 注意しましょう。

◆中央区選挙管理委員会と中央区明るい選挙推進協会からのお願い◆


