ち
ま協

令和２年度

広報

緑が丘

発行者：緑が丘まち協広報誌編集委員会

緑が丘まちづくり推進協議会は

様々な団体が，地域課題や解決策
について意見交換を行っています。
地域づくりのネットワーク
市民委員会
（町内会）

地域包括

緑が丘まちづくり推進協議会
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令和２年度委員紹介

会 長 石 塚
副会長 菊 池
池 田
石 井
石 塚
井戸川
大 瀧
河 原
委 員 久 保
武 田
筒 井
半 澤
干 場
森
山 脇

英
安
昭
秀

倶（緑が丘地区市民委員会）
吉（西御料地地区市民委員会）
夫（緑が丘東地区市民委員会）
幸（神楽岡東地区市民委員会）
睦（緑が丘地区小・中学校長会）
みどり（旭川医科大学）
政 尚（旭神市民委員会）
萌 香（公募委員）
安 司（旭川市消防団）
英 夫（公募委員）
弘 子（神楽岡東地区社会福祉協議会）
智 和（神楽・西神楽地域包括支援センター）
正 憲（緑が丘地区民生委員児童委員協議会）
好 和（公募委員）
兼 治（緑が丘地区社会福祉協議会）

新型コロナウィルスの感染拡大で，人々の生活は一変し，新しいライフスタイルを
実践しています。皆さんは，マスクを着けての生活には慣れたでしょうか。
早くマスクなしでも自由に人と会話ができるような，平穏な日常になることを願っ
てやみません。皆様が元気にこの危機を乗り越えられますことを切に望んでおります。
緑が丘まちづくり推進協議会も，令和２年度はほとんどの活動が中止になってしま
いました。令和３年度は，地域の皆様の思いに寄り添い，暮らしに役立つ活動ができ
るように努力してまいります。ご支援，ご協力をよろしくお願いいたします。

地域の課題への取組みに向けて
（令和２年度協議内容の一部要旨）

テーマ
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地域の問題点
経済的なことや，健康などについて不安を抱えているが，誰にも相
談せずに抱えたまま，つらい思いをしている方がいる。
目

標

住民のさまざまな心配事を解消する。
課

題

・ニーズを調査する必要がある。

・地区社協や民生委員などが，それぞれ地域の見守りを行っている
が，目が届かない方の心配事をどう聞き入れるか。
・既存の活用できる窓口を広報することも必要。
令和２年度は，相談窓口の周知活動を行うこととしました。

議事録は市の
ホームページに
掲載しています。
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/
kurashi/408/machikyou/d063395.html
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地域の健康づくりや交流

緑が丘ラジオ体操会
ラジオ体操と聞くと，夏休みの時に朝早く起きて，ハンコを押してもらいに，近所の公園に走っ
たという記憶の方も多いのではないでしょうか。
緑が丘ラジオ体操会は，発足から４２年になり，コンクール大会では６回の団体優勝をあげま
した。平成１４年からはコロナ禍での自粛期間を除けば，なんと３６５日通年で行われています。
冬の期間も休まずに開催しているのは，旭川市では２か所だけだそうです。
「目的はコンクールで優勝することではなく，あくまで正しい
緑が丘ラジオ体操会
会

工藤

長

修身

体操を身につけることです。」会長の工藤修身さんが，おっしゃっ
ていました。
「ラジオ体操は，指先までルールがあり，そこを意識すること
で効果も高くなります。」
地域の健康づくりは，これからも続きます。

連絡先

65 － 1214（緑が丘ラジオ体操会会長

神楽岡東地区市民委員会

未曾有の令和２年度，神楽岡東地区市民委員会は，ほ
とんどの行事が中止に追いやられる中で，公式ボッチャ
とフロアカーリングの用具一式を購入し，密にならない
講習会を開催するなど，
「キョウイク」と「キョウヨウ」
を軽スポーツ活動で試みました。

工藤

修身）

神楽岡東地区市民委員会
ろうそく出せ

「ろうそくだーせーだーせーよ」

自分たちが子どもの頃に楽しかったことを復活させよ
うと７年ほど前から町内の有志で始めました。
自分たちも経験した遊びを通じて，子どもと交流する
ことは，高齢者にとっても意味のあることと思います。

～地域の活動を紹介します～

「キョウイク」＝今日行くところがある。

参加者は１０人～１３人くらいの近所の小学生が中心

「キョウヨウ」＝今日用がある。

です。

散歩もよし，ジョギング

大きなリュックを

もよし，集いがあれば尚に

背負うと子どもたち

よし。

は , 目を輝かせて ,

そんな中，ボッチャ愛好

緑が丘２条３丁目町内会

出発していきます。

会も立ち上がり，毎月笑顔

他の地域にも広

と笑い声の楽しい活動が行

がっていくと , 良い

われています。

ですね。

緑が丘グリーンボーイズ

グリーンボーイズは，来年５０周年を迎える，地域に
永く愛されてきた野球少年団です。

Ｔｅａｍ

キヨスギ

Teamキヨスギは，緑が丘地域の子どもを対象とした
卓球教室です。

野球は，学年を超えて，ひとつの目標に向かってみん
なでできることが魅力です。

指導者の清杉さんは，卓球が大好きだった父の影響を
受け，緑新小学校で先生をしながら，“ 地域のおじさん ”

コロナ禍により思うような練習が出来ないこともあり
ましたが，地域の皆様に支えていただき，活動を続ける
ことができました。

として子どもたちに卓球の楽しさを教えています。
誰でも参加ができるように，参加者に負担がかからな
いよう工夫しながら活動を続けています。

“ 仲間を増やして，みんなで野球をしたい。”

大会では結果も残していますが，それよりも子ども全

今は，野球ができることに感謝し，野球を心から楽し
んでいます。

員に丁寧な指導を心がけています。
卓球をはじめてみたいという方は，ぜひ一度見学にい

体験会なども行っていますので，参加・見学を希望さ

らしてください。

れる方は，御連絡ください。みんなでいっしょに野球を
しよう！

練習日：火曜 17:00 ～ 20:00
土曜 9:00 ～ 12:00
募

集：緑が丘小，西御料地小
緑新小５，６年生

場

連絡先

090－9087－1683（事務局

國井）

mail：1972midorigaokagreenboys@gmail.com
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連絡先

所：グリンパル

090 － 3113 － 9268
（清杉

陽一）
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ひとりで
悩まないで！

心の悩み相談（カウンセリング）

あなたのその悩み，些細なことだと思い込んで，１人で抱え込んではいませんか。
親子関係や介護に関することなど，誰もが抱えうる日常的な悩みが，近年多くなってきています。
また，身体的な暴力ではなく，言葉の暴力や人との交流を制限するなど表に出ない虐待のような，
支援を受けづらい悩みについても，気持ちに寄り添ってお聞きします。
つらくなったら何度でもお電話ください。
何度か話すことで，楽になったり，解決策が見えてくることもあります。

北・ほっかいどう総合カウンセリング支援センター
旭川市５条通 10 丁目

被害者支援サービスも行っています。

旭川市五条庁舎１階

犯罪・事故等の被害者支援など

毎週火曜日と木曜日（祝日は除く）

毎週月・火・水・金曜日（祝日は除く）

午前 10 時～午後３時

午前１０時～午後３時まで

（電話相談）（0166）２７―７６１１

（0166）２４―１９００

女性相談室
女性が抱える日常生活の問題やＤＶなどについて，相談を受け付けています。
どこに相談していいか分からないような悩みでも一度ご相談ください。内容に応じて専門の窓口や制度をご紹介いたします。

～相談事例～

離婚を考えていますが，

子どもを抱えて離婚を考えている方

子どもを抱えて今後の

には，離婚後の生活の不安を解消する

生活が不安です。

相談者

ために児童扶養手当などのひとり親に
対する支援の情報提供を行います。ま

女性相談室・配偶者暴力相談支援センター
旭川市７条通10丁目

た，状況に応じて母子生活支援施設の

第２庁舎５階

年末年始を除く） 午前8時45分～午後5時15分
月～金曜日（祝日，

電話（0166）２５―６４１８

入所に関してご紹介したり，市民相談

担当者

センターで行っている無料法律相談や
法テラスをご案内したりもします。

高齢者の介護・福祉に関する総合的な相談窓口
地域包括支援センターは，高齢者の皆さまが住み慣れた地域で，安心して生活できるよう，必要な相談や支援を行う，
総合相談窓口です。

実際の相談内容

～物忘れの相談から介護予防を目的とした
運動サークルにつながった事例～
コロナ禍で家にいる時間が増えたこ
とで体力の衰えや，もの忘れが多く
なったような感じがしています。これ
は，認知症の始まりなのでしょうか？
相談者

認知機能は，運動機能と同様に，使わないことで低下します。
趣味活動や社会参加など，活動的な生活で脳の様々な機能を
たくさん使うことは，心の健康状態にも良い影響を与えます！
また，運動を行うことが認知機能の低下を予防す
るうえで有効とも言われています。
介護予防を目的とした運動サークルや，コロナ禍
でも自宅で取り組める運動方法を紹介しましょう！

直接，ご自宅にお伺いし，相談に応じています。

保健師

お聞きした内容についての秘密は厳守いたしますので，どうぞお気軽にご相談ください。

神楽・西神楽地域包括支援センター

旭川市緑が丘東３条１丁目 10 番 30 号

緑が丘地域活動センター内

年末年始を除く） 午前9時～午後6時
月～金曜日（祝日，

電話 （0166）６６―５３５１
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心の悩み

労働相談

旭川いのちの電話

専門相談員による無料相談

誰にも相談できない深い悩み，

総合労働相談
（電話・面談）
賃金・解雇・労働時間・休暇等

苦しみ，辛さを抱えている方，話
を聞かせていただけますか。

電話

うまく話せなくても大丈夫です。
気持ちに応え，寄り添います。
相談電話

（0166）

23－4343

木曜午前９時から月曜午後３時 30 分まで連続
で受付。（24 時間体制）
火・水曜日は午前９時～午後３時 30 分まで

総合労働相談コーナー

旭川市宮前１条３丁目３番 15 号
旭川合同庁舎西館６階 旭川労働基準監督署内
月～金曜日 午前９時～午後４時 30 分

生活資金

こころの健康相談
保健師が電話や面接で相談に応じています。

生活つなぎ資金（無利子）

悩みをお聞きし，症状に応じた専門医などの

低所得（３か月以上旭川市に住所を有す
る市民税非課税又は均等割のみ課税の世
帯）の方が不時の出費があって困った時に，
生活のための資金をお貸しするものです。

情報提供や受診勧奨，状況に応じて関係機関と
協力し，悩みの解消に向けて取り組んでいます。
一人で抱え込まずに，早めに専門の相談先や
医療機関に相談しましょう。
電話

（0166）

詳しくは，
担当窓口にお問い合わせください。

25－6364

旭川市保健所健康推進課

電話

こころの健康係

25－9108

（0166）

旭川市７条通１０丁目第２庁舎２階
月～金曜日 午前８時 45 分～午後５時 15 分
※カウンセリングではありません。

旭川市生活支援課

相談支援係

旭川市７条通 10 丁目第２庁舎４階
月～金曜日 午前８時 45 分～午後５時 15 分

いじめ，虐待などの悩み

生活福祉資金

人権相談（いじめ，虐待など）

他の貸付制度が利用できない低所得世帯

いじめ・体罰，虐待，ハラスメントやＳＮＳ・

や障がい世帯，高齢者世帯に対し，資金の

インターネット掲示板への誹謗中傷・プライ

貸付と必要な相談・支援により，経済的自

バシー侵害など，日常生活の中での人権に関

立と生活の安定を図ることを目的とした貸

する様々な相談に応じています。
【対応事例】 ～近年増えているインターネット上での人権侵害について～
インターネット掲示板での誹謗中傷やプライバシー侵害情報について，被
害者に対する削除方法等の説明やサイト運営者等に対する削除要請を行い
ました。

子どもの人権110番

みんなの人権110番
様々な人権問題についての相談

子どもが発する信号をいち早く
つかみ，その解決のための相談

☎0570-003-110

☎0120-007-110

女性の人権ホットライン

インターネット相談受付

女性をめぐる様々な人権問題
についての相談

相談フォームに必要事項を入力して，送信
すると後日，メール等で回答があります。

☎0570-070-810

https://www.jinken.go.jp/

感染症対策のため，できる限り電話又はイン
ターネットによる相談をお願いしています。

旭川地方法務局人権擁護課
旭川市宮前１条３丁目

合同庁舎

旭川市新型コロナワクチン
コールセンター
午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分

25－3501

電 話（0166）

（令和 3 年 4 月からは土日祝日も開設します。ただし年末年始は除きます。）

4

99－4703

（0166）

誰かに聞いてもらいたいという

付制度です。
電話

23－1185

（0166）

旭川市社会福祉協議会

旭川市５条通４丁目 ときわ市民ホール１階
月～金曜日 午前 9 時～午後５時

市民相談窓口
市民相談センター
相談内容は多岐に渡りますが，家庭問題
や相続・贈与，近隣トラブル，最近では終
活の相談も多くなっています。
ご相談をお受けしたときには，まずお話
をじっくりお伺いしてから，内容に応じて
解決につながる関係機関を紹介しています。
話すことで気持ちが楽になることもあり
ますので，安心してご相談ください。
電 話（0166）

26－1998

【市民相談センター】

旭川市 7 条通 10 丁目 旭川市第二庁舎２階
開設時間 平日（祝日を除く月～金曜日）
               午前 8 時 45 分～午後５時 15 分
無料法律相談（要予約） 第１～４木曜日
               午後 1 時～午後 4 時

地域について，もっと知りたい
これまで開催した，まち協事業「多世代ふれあいフェスタ」
で出題した地域のクイズを中心に御紹介します。
上川神社が建っている場所はもともと他の目的のための予定
地でした。その予定地とは動物園である。〇か×か。

答え

×

上川離宮

明治 20 年代初頭，北海道へ移住する人が増えないという問題がありました。
初代北海道庁長官の岩村通俊は人々の目を上川に向けるため，上川を開発拠点とする
ことを考え，
「北京を上川におくの議」を政府に建議しました。
さらに２代目北海道庁長官の永山武四郎も岩村の意を受け継ぎ，
「北京計画」を三条
総理大臣に対し上申すると，内閣はこれを承認して，法制局に法案整備を依頼。しかし
法制局が「巨額資金を投入しても開拓効果があるとは考えられない」と反対すると，計
画は数日のうちに変更され，
「北京」を「離宮」と改めて，設置を決定しました。この
変更には明治天皇の意志も強く反映されたと推察されます。
ところが！！
札幌大火の影響，他にも札幌経済界から離宮が旭川に出来，道都が旭川に移されれば，

上川離宮造営予定地
標柱

岩村通俊象
（常磐公園内）

札幌で培った基盤が崩れるということで，札幌市民が反対運動が起こし，また日新戦争
による国家財政の逼迫なども重なり，
「上川離宮計画」は段々尻すぼみになっていきました。
1911 年（明 44）皇太子（後の大正天皇）が北海道に行啓，離宮予定地だった神楽岡にご休憩所を設置さ
れたこともあり，旭川市民の上川離宮への期待は薄れることはありませんでした。その後，離宮予定地とさ
れた神楽岡には，上川神社が移設され，結局上川離宮が実現することはありませんでした。
北京：西京＝京都

南都＝奈良

東都＝東京に対する北の都の意

離宮：歴代天皇の下で造営された皇居宮殿の別邸，別荘
なお「離宮」よりも規模が小さいものを「御用邸」と称します。
関連クイズ１
Ｑ 現在の「離宮」は，２か所あります。１か所は「修学院離宮」
（京都市）ですが，
もう１か所はどこでしょう？
答えは６ページ

神楽岡から緑が丘ニュータウンにかけ
てのプラタナス並木は，昭和46年ごろ
から植えられたが，旧神楽町と旭川市
の合併はこの後である。○か×か。
旧神楽町と旭川市が合併したの
は，昭和 43 年です。

答え

×

「緑が丘小学校」・「緑新小学校」・「西御料
地小学校」「緑が丘中学校」の４校の中で一番
最初に創立した学校は，「緑が丘小学校」であ
る。○か×か。
答えは西御料地小学校です。
西御料地小学校

明治３３年（創立）

緑が丘小学校

昭和４９年

〃

西御料・西神楽です。なお，プラタ

緑新小学校

昭和５８年

〃

ナス並木は，当時，行政と市民が力を合わせて，緑豊か

緑が丘中学校

昭和５３年

〃

旧神楽町は現在の宮前・神楽岡・

なまちづくりを進めようと「緑化大作戦」を展開し，そ
の一環で植
栽されたも
のです。
緑のトン
ネルが形成
さ れ， シ ン
ボル並木と
して市民に
親しまれて
います。

永山武四郎象
（常磐公園内）

答え

×

関連クイズ２
Ｑ 緑新小学校の校章は「星」と向上心を表す「ペン」と神楽岡公園に
咲く花をモチーフにしていますが，その花は「コスモス」である。
○か×か 。
答えは６ページ

〈歴史小話〉「緑が丘に飛行場があった!?」
現在の旭川医大付近の高台（転地記念碑などによると神楽村字神
楽岡３番地という場所）に，昭和 13 年９月に愛国飛行場工事の認
可が下り，その年に竣工しました。しかしながら飛行機の発着は一
度もなく，飛行場と言っても練習機での初期訓練が目的であったよ
うで，練習機の格納庫も設けられていました。戦後連合軍により航
空機の使用禁止となり，飛行場も廃止されます。
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今年度開催したまち協事業を紹介します。

ࠆ
ࠎ
ߊ ࠅ
場

学び
の
な
ん
み

開催状況

参加した子

どもの感想

・楽しかっ

たので，ま
た参加した
い。
増やして欲
しい。

４水曜日
開 催 日：第
後７時
午後６時〜午
７〜
防止のため，
ルス感染拡大
（コロナウィ
した）
10 月の実施で

・月２回に

南高生の感想

ル
場：グリンパ
ース
流の自習スペ
催：多世代交
主
委員会
くるりん実行
アや高校生
のボランティ
域
地
：
が参加
フ
ッ
スタ
8 名の子ども
中学生のべ 5
小
の
域
地
：
参 加 者
た。
してくれまし

会

・教えることは，難しかったけど楽しかった。
・教員志望なので，とても勉強になった。
・子どもたちだけでなく，お母さん方とも話ができて，
楽しかった。
・また参加したい。
・勉強を教える大変さが分かった。
・普段，小学生と触れあうことがないので，ためになった。

今年度は，コロナウィルス感染予防を行いながらのスタートでしたが， 子ども
会長

餌取

香織

たちも多く参加してくださり活気があってとてもうれしかったです。

グリンパルの活動風景
◆旭川医科大学室内合奏団の演奏会

11 月 21 日（土）にグリンパルのフリースペースを使って，
旭川医科大学室内合奏団が演奏会を開催しました。本来は，緑
が丘東地区市民委員会とのコラボで地域住民を招いて多目的
ホールで開催される予定でしたが，残念ながら今年度はコロナ
の影響で中止となり，団員だけの演奏会となりました。
クラシックからポピュラーまで，幅広い楽曲の演奏が披露さ
れ素晴らしい演奏会でした。
グリンパルでは，毎月２回（日曜日 10 時 30 分〜 11 時）

◆自主事業「おはなし会」

おはなし会を開催しています。
手遊び・絵本・紙芝居の読み聞かせの他，ブラックパネル・ペー
プサートなど毎回工夫をこらしており，親子でもお友達同士で
も楽しめる内容となっています。
日程は、館内掲示の他

Facebook・HP 等でお知らします。

皆さんお気軽にご参加下さい

クイズ（５ページ）の答え

関連クイズ１
答え「桂

離宮」
（京都市）
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関連クイズ２
答え

×

モチーフとして
いる
花は，「桜」で
す。

