青葉まちづくりセンターだより

第７７号

あ お ば 通 信
令和元年（２０１９年）７月１０日発行

クリーン青葉を目指して、地域の小中学生が清掃活動！
〜ラブアース・クリーンアップ in 北海道〜
５月14日（火）と15日（水）の両
日、
「ラブアース・クリーンアップ in
北海道」の活動として、青葉中、上野
幌小、青葉小の全児童・生徒によるご
み拾いが行われました。
この活動は、認定 NPO 法人北海道市
民環境ネットワークが「私たちの北海
道を私たちの手で、世界一きれいな場
所にしよう」というスローガンを掲げ
て2007年から主催する事業。
青葉中と上野幌小は小中連携モデル
校に指定されていることから、今年度
初めて小中合同でごみ拾いを実施。
参加した児童は、
「みんなで拾うと楽
しい。
」など、楽しみながらたばこの吸
い殻や紙ごみなどを拾いました。
また、５月17日（金）は青葉児童会
館で「2019ごみゼロ大作戦！」と題
して、赤十字奉仕団厚別青葉分団の
陽だまりロードのごみ拾いをする児童生徒

「ＧＯ！ミエール号」へごみを積み込む様子

協力のもと、来館児童約50名が「青葉
中央公園コース」と「はるみ公園・ひ
とみ公園コース」の２グループに分か
れてごみ拾いを実施。その後、収集車
の中が見えるように改造した「ＧＯ！
ミエール号」へのごみ集体験、運転席
の乗車体験などを行いました。
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青葉中央公園のラジオ体操で「青葉カフェ」を開催しました！
青葉町自治連合会では、毎年６月
１日から 10 月 10 日までの間、毎
日ラジオ体操を行っており、今年も、
毎朝 100 人程度の方が参加してい
ます。
6 月８日（土）は、ラジオ体操の
後に、お茶やコーヒーを無料で提供
する青葉カフェを開催し、参加者が
喉を潤しました。
「青葉カフェ」は、青葉地区のま
ラジオ体操の会場で、お茶やコーヒーを無料提供
ちづくりビジョンで掲げている目標
「みんなが集まれる場や機会があるま
ち」の実現に向けた取り組みで、あおば
未来会の行事や市営住宅の消防訓練など
に合わせて開催しています。
テーブル、椅子、簡易テントの貸出も
行っていますので、町内会行事などでの
ご利用希望がありましたら、青葉まちづ
くりセンター（℡892-8177）まで、
ご連絡ください。
朝から大勢の方が汗を流すラジオ体操の様子

四つ葉自治会が 厚別区防火委員会 優良町内会表彰を受賞
四つ葉自治会が、住民が一体となった防火・防災訓練を、自治会あげて継続
的に実施していることなどの功績が認められ、平成 30 年度 厚別区防火委員会
優良町内会表彰を受賞しました。
同自治会は、いち早く自主防災組織結成に取り組んでおり、昨年度の訓練で
は、大規模な地震発生の体験を踏まえ、通
常訓練に加え、避難所での生活に備えた体
験会も実施しています。
今年度は８月 29 日（木）に、厚別区防
災訓練が青葉小学校を会場として行われ
ます。町内会を通じて訓練参加者を募集い
たしますので、多くの方にご参加いただ
き、災害に強いまちづくりに向けた取組に
ご協力をお願いいたします。
昨年の自衛消防訓練の様子
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地域振興課からのお知らせ

厚別区で行われるコンテストを紹介します！！

※区が主催・共催するうちの一部です。

☆あつべつアイデア料理レシピコンテスト 2019☆応募期間：8/1(木)〜8/30(金)
料理名に「厚」が入ったパン料理アイデアを募集。あつべつ食の文化祭で表彰します！
☆第 10 回 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト☆応募期間：9/2(月)〜9/30(月)
厚別区内の自然や景色、街並み、人々の暮らしなどを撮影した写真のコンテスト！今年
は厚別区 30 周年記念として「あつべつ魅力再発見賞」を設け、季節ごと（春夏秋冬）
の魅力的な写真を表彰します。
応募方法などの詳細は、まちづくりセンターに配架されているチラシをご覧ください。
詳細：厚別区役所地域振興課 電話 895-2442

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 30 回

厚 別 区 民 ま つ り

夏の風物詩「厚別区民まつり」を、ふれあい広場あつべつなどで開催します。
会場には、ビアガーデン、食べ物コーナー、近隣市の物産販売コーナー、遊戯コーナー
などが多数出店！バンド演奏や近隣市町村の伝統芸能などのステージイベントも楽し
めます☆
青葉町地区は、食べ物コーナーで「からあげ・大学いも」
を販売します。厚別の夏を一緒に楽しみましょう！
営業時間（店舗により異なります）
１日目：8 月 2 日（金）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１４時〜２０時３０分
１４時〜２０時３０分
１２時〜２１時

２日目：8 月 3 日（土）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１２時〜２０時３０分
１２時〜２０時
１２時〜２１時

※ 荒天の場合は８月４日（日）まで順延

詳細：厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所地域振興課内）電話 895-2442
厚別区民まつりホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/fureai/

まちづくりセンターからのお知らせ
まちづくりセンターでは、厚別区民まつりの「ビアガーデン・食べ物コーナー共通利用券」
を取り扱っています。販売価格は 1,000 円（1,100 円分利用）のお得な前売券です。
ご希望の方は、厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所 2 階地域振興課）、
または、まちづくりセンターまで。【販売期間：令和元年 8 月 1 日（木）まで】
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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・札幌市などの動き

地区の動き

７月

７月

6日〜8月2日

PMF2019（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

7日〜8月25日

SAPPORO CITY JAZZ 2019（大通公園 他）

11日 夏の交通安全運動 早朝街頭啓発
(厚別消防署前・青葉中央公園交差点前)

15日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

13日 ツリーイング体験・自然観察会
(青葉中央公園)

さっぽろ夏まつり（大通公園）

19日〜8月16日

19日 カルチャーナイト2019（市内各参加施設）

16日 厚別区防災訓練 合同説明会

19日

21日

スポカルSP 2019 in新さっぽろ（ふれあい広場あつべつ 他）

26日

子育てふれあいサマーフェスタ
（ふれあい広場あつべつ） ※雨天中止

17日〜21日 ホタル観賞会（青葉中央公園管理等）
27日 青葉サタデースクール（学習支援）

8月

1日〜30日

8月

あつべつアイデア料理レシピコンテスト2019作品
募集

2・3日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）
9日・10日 さっぽろ八月祭2019（札幌市北３条広場）
12〜18日 新さっぽろ夏祭り（ふれあい広場あつべつ）
25日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

16日 青葉サタデースクール（学習支援）
24日・25日 あおば未来会 お泊り会（青葉小学校）

25日 2019北海道マラソン（大通公園発着）
30〜9月1日

創成川公園サンキューフェスティバル（創成川狸二条広場）

9月
2日〜30日

29日 厚別区防災訓練（青葉小学校）

9月
6日 すこやか倶楽部（青葉会館）

第10回 みんなの！ 新さっぽろフォトコンテスト作品募集

6〜29日 さっぽろオータムフェスト2019（大通公園）

7日 あおばオータムフェスタ２０１９
（青葉中央公園）

7日 モエレ沼芸術花火2019

11日 ふるさと青葉コンサート（青葉小学校）
20日 秋の交通安全運動 早朝街頭啓発

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
来年４月の青葉小学校と上野幌小学校の統合に向けて、子どもたちの通学安全確保な
どについて話し合いが進められていますが、通学路の範囲が広くなるため、見守りに多
くの方の協力が必要になってきます。
「登下校の時間帯にご自宅前を通る児童を気にかける」、「子ども 110 番の家支援事
業に登録する」など、子どもたちが安心して通学できるよう、地域ぐるみの見守り活動
を広げていきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

編集・発行

厚別区マスコットキャラクター
「ピカットくん」

青葉まちづくりセンター 厚別区青葉町３丁目２－２６
TEL 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/
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