青葉まちづくりセンターだより
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春の交通安全運動 〜早朝一斉街頭啓発〜
春の全国交通安全運動（4/6〜4/15）
の取り組みとして、運動期間初日の４月６
日（金）、早朝一斉街頭啓発を行いました。
青葉地区では、厚別消防署前交差点と青
葉中央公園前交差点に、町内会や老人クラ
ブなどの地域の方々約90名が集まり、
「ス
ピードダウン！」
「シートベルト着用」と書
かれた黄色い旗を掲げて、ドライバーに安
全運転を呼び掛けました！
この早朝一斉街頭啓発は、夏（7/11）、
秋（9/21）、冬（11/9）の年４回実施する計画です。

青葉地区ウォーキングマップが完成しました！
10年後のあおばの理想の将来像とそれに向けた取組をまとめた「あおばまち
づくりビジョン」では、先導プロジェクトとして「高齢者の健康増進」に取り組
むこととしています。
この取り組みとして、あおば未来会が昨年８月から作成作業を進めていた「青
葉地区ウォーキングマップ」が遂に完成しました！
３〜６㎞の３つのコースを紹介。
各コースの所要時間、消費カロリー
のほか、公衆トイレや見どころ、注
意箇所、正しい歩き方なども掲載さ
れています。
ウォーキングマップは、青葉ま
ちづくりセンターで配布していま
すので、皆さんの健康づくりにぜ
ひご活用ください！
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お知らせ情報
●毎年恒例「ラジオ体操会」が始まります！
６月１日（金）から、青葉中央公園の多目
的広場で、皆さんおまちかねのラジオ体操が
始まります。10 月 10 日まで、朝６時半から
行いますので（雨天中止）、皆さんの参加をお
待ちしています！
●「青葉町夏まつり」ボランティア大募集！
今年度の夏まつりは、８月 10 日（金）
・11
日（祝）の２日間に決まりました。
青葉町自治連合会では、夏まつりのお手伝
いをしていただける方を募集しています。興
味のある方は、青葉まちづくりセンターまで
ご連絡ください！

まちづくりセンターの５つの役割
地域のまちづくり活動の支援
諸証明の取り次ぎ
まちづくり活動がより行いやすく活発になる 住民票や印鑑証明、戸籍謄本などの諸証明の取
ように、情報提供や関係団体などとの連絡調整 り次ぎをしています。来所または電話（戸籍謄
などを行っています。
本は来所のみ）で申し込むと、翌開所日の14
時30分以降に受け取ることができます。
地域課題に関する情報収集、提供
受付時間 平日の８時45分〜16時45分
課題を共有し、協力して地域をより良くしてい
くために必要な情報を収集し提供しています。 詳細 厚別区戸籍住民課 895-2452
地域における情報交流の促進
地域の活動主体のネットワーク化支援
市の事業・制度や地域のイベントなどのチラシ 町内会をはじめとした地域で活動するさまざ
まな団体が協力し合い、住み良いまちづくりを
などを設置し情報を提供しています。
推進する「まちづくり会議」の設置や運営のサ
ポートを支援しています。

札幌市からのお知らせ

札幌市のお知らせ情報は
地デジとアプリでチェック！

地デジ

５チャンネルでｄボタン
を押し「札幌市からのお知
らせ」を選択！

札幌市からのお知らせ情報を地上デジタル
テレビ５チャンネル(STV)のデータ放送と無
アイ
料配信のスマートフォンアプリ「ｉさっぽ
ろ」で見ることができます！広報さっぽろに
掲載しているお知らせの他、イベントや講座
の情報などもたくさん配信しています。

アプリ

「i さっぽろ」
で検索！または
こちらから→

詳細

厚別区総務企画課広聴係 895-2428

アイ

[対応 OS]
Android 版：OS 5.0 以上
IPhone 版：iOS 8.0 以上

地デジ・アプリで配信して
いるイベントや講座情報
をまとめた冊子も配架し
ています！
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−配架場所−
区役所、まちづくりセンター、
地区センター、区民センター、
市内郵便局(簡易郵便局を除
く) など

青 葉

地区の

情報

福まち

青葉
まちづくりセンター

主要行事
６月 青葉中央公園
ツリーイング
８月 青葉町夏まつり
９月 ふるさと青葉
コンサート
１２月 子どもと大人の
遊びの広場
１月 雪中運動会

青葉中央公園は、自然の地形をその
まま生かして造られた公園なんだよ。
春にはカッコウやヒバリなどの野鳥
が飛来するんだ。ミズバショウの群生
地もあるんだよ。夏はウォータースラ
イダーで遊ぶこともできる、子どもた
ちに人気の公園なんだって。

ピカット豆知識
厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

統

計

情

住民基本台帳
平成30年４月１日現在

報
世帯

人

口

割 合（％）

（人）

男

女

平均

年少人口

生産年齢人口

老齢人口

年齢

札幌市

1,050,295

1,949,947

911,129

1,038,818

11.4

62.3

26.3

46.8

厚別区

64,714

127,658

58,578

69,080

10.5

59.6

29.9

49.0

青葉地区

4,963

8,786

3,765

5,021

8.1

47.2

44.7

55.1
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地区カレンダー

（詳しい内容は、広報さっぽろ及び区・市のホームページなどでご確認ください。)

厚別区・札幌市など

青葉地区

５月

５月

19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

11日 青葉地区統計調査員協議会総会

※先着400名に花苗プレゼント（一人１株）

11日 自衛隊協力会青葉分会総会
11日 介護予防事業 すこやか倶楽部（青葉会館）

19日 健康都市空間 新さっぽろロハスマラニック
（受付：青少年科学館前（予定））

22日 青葉地区交通安全母の会総会

16日〜27日 さっぽろライラックまつり（大通公園）

21日・22日 巡回胃がん大腸がん検診（青葉会館）

（川下公園会場 6/2・3）

６月

６月

５日 瑞穂大学開校（〜10月30日）

１日 ラジオ体操会スタート（青葉中央公園）

６日〜10日 YOSAKOIソーラン祭り（大通公園 他）
10日

新さっぽろ「あつこい」会場（ふれあい広場あつべつ）

2日 青葉小学校 第50回運動会
8日 青葉中央公園花いっぱい運動（花苗植え）

16日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

29日 青葉小学校 開校50周年記念式典・祝う会

17日 ファミリー森林浴ウォーキング（野幌森林公園）

下旬 １人暮らし高齢者ふれあい交流会

未定
未定

あつべつ花フェスタ2018春
（新さっぽろアークシティホテル５階 アークホール）
ガーデニングdeお近付き

みんなで一緒にまちづくり教室

７月

７月

21日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
27日・28日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

11日 交通安全街頭啓発
上旬 青葉中央公園ツリーイング
上旬 １人暮らし高齢者ふれあい交流会

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
４月１日付けで、青葉まちづくりセンター所長
に着任しました岡本と申します。青葉地区では、
青葉町自治連合会設立 50 周年を迎えます。これま
で青葉地区を支えてこられた地域の皆様のお役に
立てるよう、精一杯頑張りますので、支援員とも
ども、どうぞよろしくお願いいたします。

おかもと

わたなべ

ひろはた

編集・発行

青葉まちづくりセンター 厚別区青葉町３丁目２-26
011-892-8177
FAX 011-892-6613
厚別区役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
札幌市役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/
厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」
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さっぽろ市
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