よしおか

このロゴは北海道造形デザイン専門学校 吉岡さゆりさんの作品です

区民のページ「ちゅうおう」
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2008
http://www.city.sapporo.jp/chuo/
平成19年12月

豊平館

明けましておめでとうございます
本年も、皆さまとの対話を通じて、より良いまちづくりを目指し、
職員一同、努力してまいります。
今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。


中央区長

編集：中央区市民部総務企画課広聴係 〒060-8612 札幌市中央区南３条西11丁目
☎011-231-2400（内線224） Fax011-231-6539
「区民のひろば〜中央区からのお知らせ〜」ラヂオノスタルジア（ＦＭ78.6ＭＨｚ）
毎週月曜午後０時30分〜
「中央区だより」ラジオカロスサッポロ（ＦＭ78.1ＭＨｚ）毎週金曜午前10時10分〜

中央
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人口
男
世帯数

なが お

長尾

けんいち

賢一

210,552人（前月比 +118）
94,067人 女 116,485人
114,585世帯（前月比+80）
平成19年12月1日現在

昨年度、120点の応募作品の中
から、北海道造形デザイン専門学
よしおか
校 吉岡さゆりさんの作品が最優
秀賞に選ばれ、平成19年４月号
から表紙に採用されています。

29

dメール

ロゴ部門

102

20

制作者の説明：「成長」のイ
メージのある芽や葉をモチー
フにデザインしました。読み
やすく親しみやすいひらがな
で構成し、健康的な黄緑で配
色しました。

選考委員の講評：文字の中に
都会的なビルやテレビ塔を盛
り込んでいて中央区の特色を
上手に表しています。

選考委員の講評：ロゴとして
読みやすさと自然（緑の葉）
とのバランスが非常によくと
れています。

選考委員の講評：図形として
上手に作られています。繊細
で女性らしいデザイン。やさ
しい感じの文字と色合いにな
っています。

あさ み

麻美 さん
明石
あか し

Ａ
優花 さん
高橋

B
まどか さん
若狭

制作者の説明：中央区にある
ものを文字と組み合わせてみ
ました。「Ｈ」はスクエアカ
ードの色合いをビルの窓に、
「Ｕ」にはテレビ塔のイラス
トを、「Ｏ」は駅前の時計を
イメージしました。

制作者の説明：いつも輝いて
いる中央区であるよう願いを
込め「輝き」をテーマに描き
ました。

ヒューマンアカデミー

ゆう か
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～投票方法～

11

ch.somu@city.sapporo.jp

231 231

たかはし

わか さ

みんなで決めよう！
まちづくりＰＲの
イメージデザイン
◆対象
区内在住または、区内に通
勤・通学している方。
◆投票方法
❶下表のロゴ部門（Ａ〜Ｃ）
とイメージデザイン部門（Ｄ
なが お けんいち
〜Ｆ）の中から中央区のイメ
中央区では、区民の皆さん ナー、長尾賢一中央区長で構
ージとしてふさわしいと思わ
にもっと区のまちづくりに関 成する選考委員会において全
れるデザインの記号❷郵便番
心を持ってもらおうと、区内 作品から各部門３点の優秀作
号・住所❸氏名❹年齢❺広報
のデザイン系専門学校生を対 品（下記Ａ～Ｆ）を選びました。
さっぽろ区民のページに対す
この優秀作品の中から、区
象に「まちづくりＰＲのイメ
るご意見・ご感想を記入の上、
ージデザイン募集」を行いま 民の皆さんの投票により、最
はがき、ファクス、Ｅメール、
優秀作品を決定します。
した。
または区役所１階ロビーの投
最優秀作品に選ばれたロゴ
今 回、「 ロ ゴ 部 門 」 と シ ン
票用紙のいずれかで投票して
ボルマーク・キャラクターな は、平成 年４月号から区版
く だ さ い（ １ 人 １ 票 の み 有
どの「イメージデザイン部門」 の表紙に登場します。イメー
効）。
の２部門について募集を行っ ジデザインについては、広報
２部門とも最優秀賞になっ
た結果、応募作品数は 点に 誌やホームページ、チラシな
た作品を選んだ人の中から抽
どに活用していきます。
も上りました。
選で、 人に「共通ウィズユ
よし
多くの皆さんの投票をお待
月 日 、市立大学の吉
ー カ ー ド（ 千 円 分 ）」 を 差
だ かず お
なかじまひさゆき
田和夫教授と中嶋桐亨デザイ ちしています。
し上げます。
※当選者の発表は、賞品の発
送をもって代えさせていただ
きます。
◆投票締切
１月 日 必着。
◆あて先・問い合わせ
中央区総務企画課広聴係
住所（
-） 中央区南３西
☎（ ）２４００
（ ）６５３９
11

ヒューマンアカデミー

札幌デザイナー学院

C

（金）

100

8612

c

25

30

060

（木）

広報さっぽろ区版現在のロゴ

かず お

吉田 和夫 教授

区についてのさまざまな見方 ザインを制作。
がイメージに反映されて多様 ◆全体の講評
中央区は他の区よりも区を
な種類の作品があり、選ぶの
イメージさせる要素が多いの
が難しかったです。
他の区にはない中央区らし で、作り手としては難しい課
さをポイントとして、区を構 題だったと思います。
成する要素である植物、動物、 学生の作品を見ると、洗練
人をモチーフとしたデザイン されている、元気で明るいと
いう共通のイメージを元に作
を選びました。
っていることが、作品からう
かがえました。

昨年度の広報さっぽろ中央区版のロゴ
デザイン募集（２ページ参照）に引き続
き、今年度は区内のデザイン系専門学校
の学生に「まちづくりＰＲのイメージデ
ザイン」を募集させていただきました。
学生の皆さんからたくさんの作品をご
応募いただき、本当にありがとうござい
ます。
若い方が中央区のイメージについてい
ろいろと考え、区政に興
味を持つ機会が増えたこ
とを非常にうれしく思い
ました。
今後も、若い方に地域
のまちづくりや区政など
に関心を持っていただけ
る事業に取り組んでまい 中央区長
なが お
けんいち
ります。
長尾 賢一

◆プロフィル
アートディレクター。札幌
ドームのシンボルマークのデ

イメージデザイン募集を行って

よし だ

委員紹介と講評

◆プロフィル
札幌市立大学デザイン学部
教授。広告企画などを中心に
授業を行っています。
◆全体の講評
ロゴは、中央区の都会らし
さがそれぞれの視点で表現さ
れており、明快なデザインが
多くみられました。
イメージデザインは、中央

▲多数の作品から絞り込み

札幌市立大学

株式会社アウラ
なかじま ひさゆき

中嶋 桐亨 さん

▲いろいろなデザイン
の作品がありました

イメージデザイン部門

F

北海道造形デザイン専門学校
みずぐち

水口

さくら

桜 さん

制作者の説明：大通公園の緑を
イメージし、子どもからお年寄
りまで親しみやすい感じになる
ように、かわいらしくやわらか
い雰囲気にしました。
選考委員の講評：街中に緑が多
い中央区をイメージした、やさ
しそうなキャラクター。ほっと
させてくれる感じがします。

中央
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E

北海道造形デザイン専門学校
い せき

夷石

ち ひろ

千紘 さん

制作者の説明：子どもから大人
まで、皆が大好きな白熊が「中」
「央」という文字の格好に見え
るように表現しました。
選考委員の講評：踊っているよ
うにも見えるし、歩いているよ
うにも見える楽しいデザイン。
都会的なイメージを感じます。

D

ヒューマンアカデミー
ふじさわ

藤澤

あゆ み

歩美 さん

制作者の説明：中央という文字
を擬人化し、男性も女性も力を
合わせて中央区を活気あふれる
地域にしよう！という思いを込
めて作りました。
選考委員の講評：力がみなぎっ
ている印象があり、キャラクタ
ーに個性が感じられます。

火の用心

納税課
☎（

）２４００

南円山まちづくりセンター

☎561-2472（南９西21）

推進係
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暮らしの中心

詳細



豊水まちづくりセンター

国民健康保険料の減免
と夜間相談について

☎511-0116（南11西10）

☎561-3256（南11西14）

になれない方に対して、夜間
相談を行いますのでご利用く
ださい。
▽夜間相談 １月 日 、
日 の午後８時まで。
※夜間相談は、庁舎南側玄関
からお入りください。
詳細 保 険 年 金 課 収 納 一・二
☎（ ）２４００

曙まちづくりセンター

中央消防署で廃食油
を回収しています

☎644-8760（宮の森2-11）

11

☎521-2384（南５西７）

係 

☎561-7124（南６西13）

円山まちづくりセンター

☎611-3367（北１西23）

☎621-3405（北７西15）

▽回収方法
㍉㍑ペットボ
トルに冷ました廃食油を入れ
てご持参ください。
▽回収場所
・中央消防署（南４西 ）
・桑園出張所（北４西 ）
・ 宮の森出張所（宮の森２‐ ）
・大通出張所（大通東５）
・豊水出張所（南９西５）
・幌西出張所（南 西 ）
・山鼻出張所（南 西 ）
▽注意事項
①業者から出た廃食油は回収
できません。
②動物性油脂（ラード、バタ
ーなど）を含む油や鉱物油な
どは回収できません。
③天かすなどの不純物はこす
などして取り除いてください。
④ペットボトルはよく乾かし
てからお使いください。
詳細 中央消防署予防課防火
 ☎（ ）２１２０

宮の森まちづくりセンター

22 10

10 21

☎521-0204（南８西２）

本年度は「こんろ火災」が
多発しており、中でも天ぷら
油から出火する事例が多く発
生しています。
そこで中央消防署と各出張
所では、少しでも火災を減ら
すため、使用済み天ぷら油な
どの廃食油の回収を始めまし
た。みなさんのご協力をお願
いします。
▽回収時間 午前７時～午後
時（年中無休）。

桑園まちづくりセンター

23 11

☎241-1696（南２東６）

19

西まちづくりセンター

30

東まちづくりセンター
19

幌西まちづくりセンター

（火）

苗穂まちづくりセンター
15

☎511-6371（南23西10）

29

☎251-8119（北２東２）

19

山鼻まちづくりセンター

231

☎251-6353（北１西９）

１月末は平成 年度国民健
康保険料第８期分の納期限で
すので、お忘れのないように
納付願います。
平成 年中の収入が、失業
等により前年と比べて大幅に
減少し、保険料の納付が困難
になった方は、申請により保
険料が減免になる場合があり
ます。
区役所２階保険年金課（南
３西 ）で減免申請を受け付
けていますので、平成 年中
の収入を証明する書類（源泉
徴収票・給与明細など）を持
参の上、ご相談ください。
なお、国民健康保険料を納
付できない事情があり、平日
の午後５時 分までにお越し
25

27

（水）

☎261-3669（北１東10）

231

大通公園まちづくりセンター
255

☎520-1700（南９西18）

（土） （月）

15

☎614-5800（北12西23）

中央区民センター

231

☎511-7221（南３西11）

中央区土木センター

（日） （金）

中央区役所
11

☎231-2400（南３西11）

11

安心の

市コールセンター ☎222-4894
10

500

215

（祝）

62

西創成まちづくりセンター

10

区役所関連施設
１

東北まちづくりセンター
11

14

中央保健センター

☎271-1100（南２西10）

①区内にお住まいで、住民登
成人式のご案内
録をしていない方。②区内の
区 内 に お 住 ま い の 新 成 人 親元などに帰省し、成人式へ
（外国人登録をしている方を の出席を希望する方。
含む）を対象に、中央区成人 ※当日は、案内状に同封され
の日行事実施委員会の主催で、 ている入場整理券を忘れずに
「平成 年中央区新成人のつ ご持参ください。
どい（成人式）」を開催します。 詳細 地域振興課地域活動担
▽日時
月 日 午前 時 当 ☎（ ）
２４００（内線 ）
分（受け付けは午前 時か
市税の夜間・休日
ら）。
納付相談について
▽会場 札幌パークホテル３
階パークホール（南 西３）。
市税を納付できない事情が
▽対象 昭和 年４月２日か あり、平日の午後５時 分ま
ら 年４月１日生まれの方。 でにお越しになれない方に対
なお、区内に住民登録をし して、夜間・休日相談を行い
ている方には案内状をお送り ますのでご利用ください。
しておりますが、まだ届いて ▽夜間相談 １月 日 ～
いない方はご連絡ください。 日 の午後８時まで。
また、次の方には案内状が ▽休日相談 １月 日 、
届きませんが、成人式への出 日 の午前９時から午後３時
席を希望される場合は、後日 まで。
案内状をお送りしますので、 ※夜間・休日相談は、庁舎南
ご連絡ください。
側玄関からお入りください。
63

20

旭山公園通地区センター
21

26

30

情 報
オアシス

（金）

31

31

（木）

9
（+4)

2,075
（-305）

【内容】古い着物を再利用してかわいいおひな様作りを学びます。

広告

1,800円
裁縫道具
1,000円

受講料
教材費

午後１時～４時 12人

②おひな様づくり
１月22日（火）、29日（火）
＜全２回＞

費用

定員

受講料2,300円
教材費3,500円

②美しい言葉とその心～日本人の ２月27日（水）、３月
午後１時30分
精神性質にふれる正しい日本語～
５日（水）、12日（水）、
20人
～３時30分
＜全４回＞ 19日（水）

受講料1,800円

12

271

２月21日（木）、28日
①七宝焼の手作りアクセサリー
午後１時30分
（木）、３月６日（木）、
20人
＜全４回＞
～３時30分
13日（木）

地区センター講座

1,759
（-266）

する場合があります。
明るい選挙啓発作品展
申込・詳細 中央区民センター
市民の皆さんに、選挙に関 運営委員会事務局
心を持っていただき、明るく
☎（ ）１１００

きれいな選挙を推進するため、
区内の小・中学生から募集し
た書道の作品展を開催します。
▽期間 １月７日 ～ 日
（土・日・祝日を除く）。
▽会場 区 役 所 １ 階 ロ ビ ー
（南３西 ）。
詳細 総務企画課選挙係
☎（ ）２４００

傷者数



（金）

（土）

18
※平成19年12月13日現在。（

）は前年比

▽日程等 下表の通り。
▽会場 旭山公園通地区セン
ター（南９西 ）。
▽対象 区内在住・在勤の
歳以上の方（高校生を除く）。
▽申込 ①②１月 日 午前
時から同センター多目的ホ
ールで受け付け（電話不可）。
開始時点で定員を超えた場
合は抽選。定員に満たない場
合は、引き続き先着順で窓口
受け付け（午前８時 分～午
後７時（日・祝日を除く））。
※申し込み時に受講料等をお
支払いください。納入された
受講料等は原則として返却で
きません。
申込・詳細 旭山公園通地区セ
ンター  ☎（ ）１７００

2008ー❶ー広報さっぽろ



中央

11

18

死者数

10

交通事故発生件数

18

第３期中央区民講座

11

45

9,498
47
11,354
（-1,342） （+7） （-1,666）
札幌市

ば たついちろう

（月）

231

▽日程等 下表の通り。
▽会場 中 央 区 民 セ ン タ ー
（南２西 ）。
▽対象 区内在住・在勤の
歳以上の方（中高生を除く）。
▽申込 １月 日 ～ 日
の午前９時～午後５時に同セ
ンター１階窓口か電話で
（土・日・祝日可）。先着順。
定員に満たない場合は、引
き続き受け付けます。
▽受講料等 １月 日 ～
日 の午前９時～午後５時に
同センター１階窓口までご持
参ください（土・日・祝日可）。
※納入された受講料等は返却
できません。
都合により日程等を変更し
たり、受講の申し込みが著し
く少ないときは、開講を中止

【内容】ＦＭラジオで活躍中の鳥羽達一郎さんの講話や朗読グループ「風の音」による朗読など。
と

（金）

15

11

10

＜地区センター講座＞
開催日
開催時間
講座名
定員
費用
持ち物
①絵手紙＆水彩画教室 １月17日（木）、24日（木）、31日（木）、
午前10時～正午 15人 受講料 3,400円 水彩道具
＜全６回＞ ２月７日（木）、14日（木）、21日（木）

【内容】持ち運びに便利な道具で描ける絵手紙の書き方などを学びます。

新年会等で飲酒の機会が多くなります。
「飲んだら乗らない」
「乗るなら飲まない」飲酒運転は絶対にやめましょう。

（木）

開催時間
開催日

＜第３期中央区民講座＞
講座名

520

発生件数

中央区

１月１日からの内容です

情 報
オアシス

１月１日からの内容です

イン

冬休み期間中の子どもたちを交通事故から守りましょう。

「大倉山ジャンプ競技場」でチューブ滑り！！

情 報
オアシス

参加無料

中央区ウィンタースポーツフェスタin大倉山

大倉山ジャンプ競技場を会場に、普段は入ることのできないランディ
サッツ
ングバーンを利用した「チューブ滑り」
、ランディングバーン横の「Satz
階段ツアー」など、子どもから大人まで楽しめる雪遊びがいっぱいです。
サッツ
◆内容 ランディングバーン・チューブ滑り、Satz階段ツアー（ジャン
プ台横の階段上りに挑戦）、雪中宝探し、雪中スポーツコーナー、
雪遊びコーナーなど。
◆日時 2月10日（日）午前10時30分～午後４時30分。
◆会場 大倉山ジャンプ競技場（中央区宮の森1274）。地下鉄円山公園
駅から無料シャトルバスを運行。
◆申込 不要。当日直接会場へ、雪遊びのできる服装でお越しください。
詳細

地域振興課

☎231-2400(内線256）

「市電沿線歴史再発見フォトラリー」

▲ジャンプ台の前で記念撮影
イン

「市電沿線ぶらりまちあるきラリー in中島公園」

市電に乗って沿線の歴史的施設を巡る

１月25日（金）～２月11日（祝）に中島公園で

「市電沿線歴史再発見フォトラリー」を

開催される「雪遊びin中島公園」において公園内

開催しています。

にある施設をめぐる「市電沿線ぶらりまちあるき

イン

イン

応募者には、抽選で景品が当たります。

ラリー in中島公園」を行います。

詳しくは北海道・さっぽろ観光案内所、

◆日時

２月３日（日）午前10時～午後２時。

札幌市交通案内センター、市電車内、中

◆受付場所

央区役所で配布中のフォトラリーマップ

◆定員・費用

をご覧ください。

◆申込

◆実施期間

で。先着順。なお、定員に満たない場合は、当日

平成19年12月20日（木）～平成20年

１月４日（金）から25日（金）まで電話

も受け付けます。

市電の会事務局（中央区地域振興課内）☎231-2400（内線219・253）

人  口/22,958
世帯数/10,891
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信

丁目
☎ ８７６０

としろう

通

条

学校・ＰＴＡと町内会が連
携し、腕章を着けてパトロー
ルを行ったり児童の下校に同
行したりと安全・安心なまち
づくりも進んでいます。
広い地域をつなぐ活動も生
まれています。ノルディック
スキー大会を支援した「雪あ
かりキャンドル」や四カ所の
小学校のお父さんたちが力を
合わせる「子ども雪合戦大会」
などです。  （ 横井 寿郎）

▲子ども雪合戦大会の様子

よこ い

▲ 横 井 寿 郎 所長

セン

第9回

第九回の「まちセン通信」は、
宮の森まちづくりセンターを紹
介します。

宮の森

11
（644）

宮の森まちづくりセンター



宮の森、円山西町、盤渓を
擁し、区内で最も広い地区が
宮の森大倉山地区です。文字
通り、三角山、荒井山や円山
公園など自然に囲まれ、恵ま
れた環境にあります。
まちづくりの拠点となる地
域の会館は、まちづくりセン
ターに併設する明和地区会館
や宮の森会館、円山西町会館
などがあり、地域の交流の舞
台となっています。そこから
発信される住民活動も盛んで
す。自然や地域の見どころを
散策する町内会のウオーキン
グ活動は毎回百人を超える参
加者で盛り上がります。
まちづくりの基本となる情
報発信として、連町ニュース
を年２回発行しているほか、
ホームページも計画していま
す。まちづくりセンターの情
報発信サロンでホームページ
を作って、より身近な情報を
提供している町内会もありま
す。

2

まち

申込・詳細

100人・無料。

※人口・世帯数は、各まちづくりセンターの所管区域ごとの統計です。
（住民基本台帳ベース・平成 年 月１日現在）

２月11日（祝）。

中島公園内「市電の会」テント。

中央

19
10



の イベ ント 掲 示 板
～地域の行事に参加しよう～

いよいよ本格的な冬が到来します。
中央区の冬を満喫していただくため、１月～
２月に区内で開催される魅力あふれるイベント
をご紹介します。

中央区 「スノーフェスタ」

①１月11日（金）午前10時～11時30分
②向陵中学校グラウンド（北４西28）
詳細 中央区健康・子ども課子育て支援係
（511-6399）

※12月中旬時点の情報を基に作成しています。
※天候などの事情で予定が変わる場合があります。
※①は開催日時、②は会場です。
詳細については、お問い合わせ願います。

山鼻 「山鼻地区第43回楽しいスキー教室」

①１月８日（火）、９日（水）集合:午前８時50分
②藤野野外スポーツ交流施設（南区藤野４−10）

「第29回山鼻地区親子雪遊び大会」

①２月３日（日）午前10時
②柏中学校三角グラウンド（南21西６）
詳細 山鼻まちづくりセンター（511-6371）

イン

「中央区ウィンタースポーツフェスタin大倉山」
①２月10日（日）午前10時30分～午後4時30分
②大倉山ジャンプ競技場（宮の森1274）
詳細 中央区地域振興課（231-2400）

「楽しい雪あそび会（山鼻ふれあい子育てサロン）」
①２月21日（木）午前10時
②中央区ゲートボール場（南23西10）
詳細 中央区健康・子ども課子育て支援係
（511-6399）

大通 「ふれあいミニコンサートお琴の調べ

〜Melody Fakeが奏でるお琴の音色〜（大通ちびっこ子育てサロン）」
①１月11日（金）午前10時
②大通公園まちづくりセンター第２集会室
（北１西９）

「親子で楽しむわらべうた（大通ちびっこ子育てサロン）」
①２月８日（金）午前10時
②大通公園まちづくりセンター第２集会室
（北１西９）
詳細 中央区健康・子ども課子育て支援係
（511-6399）

苗穂 「雪中運動会」

①２月中旬
②苗穂会館南側広場（北１東10）
詳細 苗穂まちづくりセンター（261-3669）

幌西 「新年子どもの集い」

①１月13日（日）午前10時30分
②幌西児童会館（南14西16）
詳細 幌西まちづくりセンター（561-3256）

西

①1月11日（金）午前10時30分～正午
②南円山会館（南９西21）

「南円山雪中運動会」

①２月10日（日）午前10時～午後1時
②緑丘小学校グラウンド（南10西22）
詳細 南円山まちづくりセンター（561-2472）

①１月10日（木）、17日（木）午前10時
②豊水会館（南8西2）
①１月26日（土）午後１時
②豊水会館（南８西２）
詳細 豊水まちづくりセンター（521-0204）

「スノーキャンドル大作戦！」

①２月２日（土）
②中島児童会館前（中島公園１- １）
（予定）
詳細 中島児童会館（511-3397）

曙

中央

「第24回曙地区親子雪の集い」

①２月17日（日）午前９時30分〜正午
②山鼻小学校グラウンド（南14西10）
詳細 曙まちづくりセンター（511-0116）
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①１月８日（火）午前10時～11時30分
②西会館（南６西13）
詳細 西まちづくりセンター（561-7124）

南円山 「ふれあい子育てサロン」

豊水 「豊水子育てサロン」
「カルタ大会」

「新春子どもお楽しみ大会」

宮の森
大倉山

「お正月お楽しみ会・もちつき・腹話術」
①１月６日（日）午前10時30分
②宮の森明和地区会館（宮の森２-11）
※参加料200円

「第16回雪中運動会」

①２月10日（日）午前10時
②道立心身障害者総合相談所駐車場
（円山西町２）

「荒井山チューブそり大会」

①２月24日（日）午前10時
②荒井山緑地（大倉山小学校グラウンド横：
宮の森３-13）
詳細 宮の森まちづくりセンター（644-8760）

ふれあい写真館
赤ちゃんってすごいね！
11月16日（金）札幌旭丘高校（旭ケ丘６）に
おいて、次世代育成支援事業「赤ちゃんって
すごい」が行われ、家庭科の授業を選択して
いる生徒が、赤ちゃんと触れ合うことから命
の大切さを体感していました。
赤ちゃんを抱っこしたり、おもちゃで遊ん
だりした生徒たちは、「自分もこうしてお母
さんに抱っこされたんだね」と感激した様子
で話していました。

メンコって楽しい！
11月23日（祝）苗穂会館（北１東10）にお
おおしまおさむ
いて、苗穂地区社会福祉協議会（大島 脩 会長）
主催の「昔遊び交流会」が開催され、地域住
民ら約200人が参加しました。
地域のお年寄りからお手玉やおはじき、メ
ンコなどの遊び方のコツを教えてもらった子
どもたちは、昔遊びを夢中になって楽しんで
いました。

イルミネーションがきれい
12月４日（火）中央区健康づくり元気会主
催による「イルミネーションウオーキング」
が開催され、約100人が大通公園のイルミネ
ーションを楽しみながら、歩きました。
参加者は、同公園内の色とりどりのイ
ルミネーションに「きれいだね」などと
話しながら、約２㌔の道のりを元気に歩
いていました。

広告
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中央



