青葉まちづくりセンターだより
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青葉小学校跡活用の検討が始まりました！
３月 16 日（土）青葉会館で、青葉地区の
将来について考える「あおば未来会」を開
催。地域の関係団体の代表者ら 50 名が参
加し、上野幌小学校との統合により、来年
３月で廃校となる青葉小学校の跡活用につ
いて意見交換が行われました。
意見交換は６グループに分かれて行われ、
各グループからは、
「地域の方が集まれる場
所」
「緊急・災害時の避難場所」など、地域 グループ発表の後、青葉町連のまちづくり
会議担当部長 千葉氏が今後の検討の進め
として必要なものは何かについて様々な意 方について、参加者に報告しました。
見が出されていました。
札幌市では、青葉小学校の校舎や土地の活用方法について、新たに検討部会を
設置して、地域の皆様のご意見をとりまとめていきたいと考えています。今後
も「あおば未来会」などを通じて、ご要望をお伺いできればと思いますので、
皆様の声をお聞かせください！

青葉町自治連合会 定期総会が終了。
新役員、「（仮称）あおばオータムフェスタ」開催などを決定！
４月 20 日（土）青葉会館で、青葉町自治連合会 第 51 回定期総会が開催さ
れ、各自治会・町内会から選出された代議員 33 名が出席。新年度の事業計画、
予算案、役員改選案などが承認されました。
新年度の事業計画では、これまで 50 年間続けてきた「青葉町夏まつり」を、
「
（仮称）あおばオータムフェスタ」として、リニューアルすることが決まりま
した。本フェスタは、９月上旬の開催を予定しており、新鮮な野菜の販売のほ
か、模擬店、福引など、子どもから大人まで楽しめる企画にしたいと考えてい
ますので、イベントが盛り上がるよう、皆さんのご協力をお願いします！
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☺ 手打ち蕎麦 地域食堂 ５月 30 日(木) オープン！
〜 手打ち蕎麦屋 集い処「和・輪・笑 あおば」 〜
昨年 9 月２３日から一時閉店していました、打ち蕎麦屋 地域の集い処「和・
輪・笑 あおば」が、5 月３０日（木曜日 大安）開店します！
毎週木曜日（11〜15 時）の開店
運営する、日常生活支援あつべつ・たすけ愛ふくろう代表の澤出さんから、
「13
丁目佐藤様のご協力で開店できることとなりました。スタッフ一同、皆さんの
お越しをお待ちしています！」と、開店に向けての準備で忙しいなか、メッセ
ージをいただきました。
「和・輪・笑 あおば」は、昨年９月に発生した胆振東部地震の際も、活動を
継続し、地震発生日の翌日には、豚汁やおにぎりなどの炊き出しを行うなど、
地域食堂として地域に貢献されています。こうした活動が地域に根差していく
よう、皆様の応援をよろしくお願いします！
手打ち蕎麦屋
開店日
時 間
場 所
めにゅー

地域の集い処「和・輪・笑 あおば」

☺連絡先
日常生活支援あつべつ・たすけ愛ふくろう

ここです
青葉小学校
厚別青葉通

5 月３０日（木曜日 大安）から毎週木曜日
11 時から 15 時まで
青葉町 13 丁目 21 番 13 号 佐藤様宅
手打ち蕎麦（かけ、もり）各 300 円
おいしい コ-ヒー120 円
おいしい お稲荷さん、おにぎり 各 50 円

代表 澤出 090-8902-5573

南集会所

青葉緑地

ひとみ公園

平成 31 年度の「すこやか倶楽部」がスタートしました！
介護予防センターが、札幌市から委託を受けて
実施する公的な介護予防教室「すこやか倶楽部」
が４月５日に青葉会館で行われました。
月１回のペースで開催され、おおむね 65 歳以
上の方であればどなたでも参加できます。
参加費は原則無料※ですので、お気軽にお申込
みください！
○日 時
○場 所
○持ち物
○申込み

第１回は、サッポロスマイル体
操で汗をかきました。

毎月第１金曜日 13：30〜15：00（８月はお休みです）
青葉会館（青葉町３丁目２−２６）
タオル、水分補給の水 ○参加費 無料 ※材料費など実費がかかる場合あり
介護予防センター厚別中央・青葉
電話 011-896-1475 担当 もんぜん いしざき
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厚別区誕生★30 周年記念
イ ベ ン ト 情 報

キャッチフレーズ募集

■厚別区のキャッチフレーズ募集

■新さっぽろ音楽の日
〜MUSIC POCKET〜

「これからの厚別」がイメージできて、
厚別に気軽に足を運んでみたくなる…、
そんなキャッチフレーズを募集します。

６月22日
あつべつの街が音楽で
あふれます♪
新さっぽろ駅周辺の
事業者が連携して実施する
厚別区の新たな音楽イベント。
新さっぽろの街全体が一日中
巨大な音楽ステージに♬
◎

要

件

募集期間
応募条件

SNS アカウント

応募方法
応募資格
選考結果

music̲pocket̲pr
music̲pocket̲pr

■第26回厚別区子どもまつり

「これからの厚別」がイメー
ジできる、あなたが考える厚
別区魅力を20字以内で表現
４月11日〜６月10日
作品は一人１点とし、自作で
未発表のものに限る
郵送、FAX、メール等
どなたでも応募可能
審査・投票を経て、採用作品
を決定します

〜遊び・ふれあい・そして思いやり〜

応募要項等の配布先
日時 ７月７日[日] 10時〜15時
会場 ふれあい広場あつべつ
内容 ステージ発表や縁日コーナー、
パトカー乗車体験や人気の巨大
迷路など

･厚別区役所２階地域振興課
‣ 区内各まちづくりセンター
‣ 厚別区ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
30kinen/top.html

詳細 厚別区誕生 30 周年記念事業検討委員会事務局（厚別区地域振興課内）電話 895-2442

厚別もっと花壇づくり講座（中級編）・厚別オープンガーデン巡り
厚別区役所によるお花に関するイベントを
今年はリニューアル！
公共花壇や植樹升の管理をしている方や、そのような
場所での活動に興味のある方を対象にした連続講座の
ほか、個人宅のお庭を複数見学するオープンガーデン
巡りを行います。
詳細は、広報さっぽろ5月号や厚別区役所等で配架す
るチラシにてご紹介します。
詳細 厚別区地域振興課まちづくり調整担当係
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電話 895-2442

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

６日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
18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））

10日 春の交通安全早朝街頭啓発
10日 札幌市赤十字奉仕団厚別青葉分団総会
10日 介護予防事業 すこやか倶楽部（青葉会館）

19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
※先着400名に花苗プレゼント（一人１株）

29日 厚別もっと花壇づくり講座開始（〜10月16日）

15日 自衛隊協力会青葉分会総会
17日 青葉地区統計調査員協議会総会
20日 巡回胃がん大腸がん検診（青葉会館）
21日 青葉地区交通安全母の会総会

６月

６月

２日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
５日〜９日 YOSAKOIソーラン祭り（大通公園 他）
９日

新さっぽろ「あつこい」会場（ふれあい広場あつべつ）

１日 ラジオ体操会スタート（青葉中央公園）
1日 青葉小学校 第51回大運動会
上旬 青葉中央公園花いっぱい運動（花苗植え）

11日 瑞穂大学開校（〜11月12日）
16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

22日 新さっぽろ音楽の日
23日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
23日

厚別オープンガーデン巡り

７月

７月

15日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

9日 青葉町自治連合会社会見学会
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）
５月１日から元号が「令和」に代わり、新しい
年度が始まりました。先月、青葉小学校と青葉中
学校の入学式に参加しましたが、緊張しながらも
期待に胸を膨らませる新１年生のキラキラした目
がとても印象的でした。
青葉小学校は、来年４月に上野幌小学校と統合
し「新札幌わかば小学校」となります。学校統合
後も、子どもたちが安心して学校生活を送れるよ
う、地域の方と一緒に取り組んでいきたいと存じ
ます。今年度もどうぞよろしくお願いします。

なかだ

はやし
おかもと

イラスト 中田 美香

４月から支援員２名が交代しました。
どうぞよろしくお願いします！

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/
厚別区マスコットキャラクター
ピカットくん
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さっぽろ市
02-Q01-19
31-2-392

