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　私も一員として参加している「厚別区民
歴史文化の会」では、昨年から「厚別歴史
散歩」という行事を始めました。厚別区を
歩きながら街並みを眺め、地域の歴史を探
るという催しです。今年は９月２２日に　
「小野幌」地区を歩きます。申込み方法等
詳細は「札幌市コールセンター」電話番号
０１１－２２２－４８９４です。
ホームページは http://www.city.sapporo.
jp/callcenter/uketsuke/index.html でご確認
ください (８月１０日から )。ご参加をお待ち
しています。
   その「歴史散歩」の予習を兼ねて、この
連載でも小野幌を取り上げます。小野幌と
いう地名は現在、札幌市の町名では「厚別
町小野幌」として野幌森林公園などにわず
かに残るのみです。しかし、もともとはもっ
と広い一帯を指していました。現在の厚別
東、厚別北地区です。厚別東地区には小野
幌小学校や小野幌神社、小野幌会館などに
名残をとどめています。小野幌は、この地
域を流れる小野津幌川に由来すると思われ
ます。

＃11. 小野幌①

厚別 歩き

～小野幌の地形と小学校～
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注１：『さっぽろ文庫１　札幌地名考』
　　　　　　　　  1977 年　pp.207-208

注２：『小野幌開基百年』1988 年  ｐ.142

  小野幌川は野津幌川の支流です。小野津幌川
の上流には「ポンノッポロ川」という支流が
流れています。「ポン」はアイヌ語で「小さい」
を意味するので、和訳すれば「小」野津幌と
なります。「ノッポロ」はアイヌ語で「ヌㇷ゚・
オㇽ・オ・ペッ」、「野の中の川」だそうです
（注１。ちなみに「小野津幌川」は、河川管理者
の北海道が設置している標識によると「おのっ
ぽろがわ」と振り仮名が振られています (図１)。
   小野幌の地形を標高図で見てみましょう (図２)。
小野幌のうちの現在の厚別東地区は、野幌
丘陵を野津幌川や小野津幌川が谷を削って
形成されています。一方、厚別北地区は後背
低地です。野津幌川と小野津幌川に囲まれた
丘陵地に小野幌小学校があります。この学校
は１８９９( 明治３２) 年の「簡易教育所」に
由来する古い学校です ( 注２。私は標高図を
見ながら、小高い場所が学校に選ばれたのは
当時の人びとが水害の恐れがないことを考え
てのことではないかと想像しています。
　　　　　（札幌建築鑑賞会　代表　杉浦正人）

国道 1 2 号
「小野幌橋」
たもとの標識
「おのっぽろがわ」

図１

図２
色別標高図 ( 標高 15m以下から 5mごとに
７段階、国土地理院サイトから作成）
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献血状況

Ｏ型不足
困ってます！

Ｄｕｏ( デュオ )1 地下１階厚別中央２ー５
休憩スペースにはパンやクッキー、
お菓子などをご用意。 キッズスペースも
充実！安心して献血できます。



2018/8/5 日曜日

整体1回(45分)通常3,000円のとこ
ろ、初めての方、半額券

肩こり、腰痛、ひざ痛、五十肩や
疲労の解消にもぜひどうぞ。
電話予約受付時間 8:30～21:00
定休日／日曜日
国道274号線をはさんで雪印種苗
園芸センターの真向かいです。
ホームページもぜひご覧下さい。
■健友館つつみ整体院
厚別南７丁目24-22
電話８０１－６５２２  クーポン

ミシンのことならなんでもご相談
ください。

全メーカー・機種問わず⇒修理・
買取・新品・中古販売いたします。
ｸｰﾎﾟﾝでﾐｼﾝ修理代500円引き
出張費・見積り無料！お気軽にお
問い合わせを！！

■ミシン修理・再生センター
厚別南1丁目14-1-105
電話８９５－６５３０  クーポン

★　厚 別 ナ ビ　★

そろばんと暗算で脳をパワーアッ
プ！！
月謝 3,500円～
クーポン持参で入会金無料
○青葉教室
青葉町9丁目3-31
○ひばりヶ丘教室
厚別中央1条4丁目3
ひばりヶ丘東集会所

■玉山そろばん教室
青葉町9丁目3-31
電話８９２－２４５７  クーポン

・相続手続、遺言書作成、後見、　
離婚その他お困りごとのご相談
・遺言や離婚給付の公正証書起案
・内容証明、遺産分割協議書作成
・車手続代行（車庫証明、
　住所変更、名義変更）
・ﾗｲﾌﾌﾟﾗﾝ設計やﾏﾈｰﾌﾟﾗﾝのご相談
初回税別相談料（30分の場合）
通常3,000円のところ1,500円
要電話予約　区内出張無料
■山畑行政書士事務所
青葉町5丁目2-55
電話８８７－８７５６　クーポン
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〈 E x c e lの作業を時間短縮！〉
　　マクロ・VBA勉強会
　全5回（1回90分　1000円）
●金曜クラス     19:00～20:30
8/31、9/14、9/28、10/12、10/26
　　　　　　　 申込締切  8/28
●日曜クラス　13:30～15:00
9/2、9/16、10/７、10/21、11/4
                           申込締切  8/30
【テキスト代】 2,138円
■パソコン教室ドリームプラス■
厚別南2-5-5 京屋ビル1F
℡895-8670  http://drmpls.com

弁当の宅配 始めました！（ｸｰﾎﾟﾝ対
象外）※弁当の宅配は、２個より受
け賜ります。ｸｰﾎﾟﾝはお持ち帰り
1,000円以上の弁当のみ（但し､一
会計100円引きまでと致します。お
かずのみ、ﾜﾝｺｲﾝ弁当は対象外で
す。お一人様1回1枚に限ります。）
ぶんぶんｸﾗﾌﾞｶｰﾄﾞのご提示で、ｸｰ
ﾎﾟﾝと同様の割引を致します。※ｸｰ
ﾎﾟﾝとの併用は不可。
■中ちゃん弁当
厚別南1丁目2-15 有効期限8月末
電話８９６－７３２７

【赤帽のお引越しと配送】
◆札幌市内・近郊・道内各地　
◆高齢者施設への入退去
◆引越し時の不用品処分・買取　
※引越基本料金11,880円
（2時間/20km以内/1名/税込）
※配送料金（お荷物と距離で算出）
【シニア暮らしのサポート】
●部屋の模様替え、家具の移動
●証明やカーテンなどの付替え
●組立家具の組立て
●簡単な大工仕事
●テレビ・家電の設置

●生前整理の相談/お焚き上げ
●室内清掃/庭仕事/外回りの整備
●引越し時の荷物まとめの手伝い
●引越し後の清掃/処分
※1作業作業員1名：1,000円～
　時間作業1名：1時間3,000円～
料金：3,000円／1名1時間
ヘルパー2級/遺品整理士/古物商
お見積り無料！ご相談下さい
■赤帽優駿サービス
厚別区青葉町７丁目
URL　http：//yu-shun.net
電話０１２０－９７８－７５６ 

厚別ナビで

ＰＲ
しませんか？
掲載料 1,000 円／ 1枠

お申込・お問合せは

0120-881-365
道新青葉中央販売所

（60mm×60mm）

第1 2回花梨の森音楽会

■2018年8月25日(土)
開演12時45分　終了14時15分
会場　　青葉緑地  (雨天中止)
　　厚別区青葉町７丁目１１

参加協力
　北広島弦楽合奏団
　青葉中学校合唱部
　カワイJamesトラッドジャズグループ
( 問い合わせ先 )
 011-893-5222    担当　澤出


