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新さっぽろ献血ルームご案内
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※①北海道赤十字血液センターＨＰより転載　※②献血バスの運行予定は、変更になる場合がございますので、直近の予定は北海道赤十字血液センターＨＰにて必ずご確認ください。
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献血状況

 O 型が
不足し

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。

３月１０日(日)  １１:３０～１６:３０

３月３１日(日)      ９:３０～１１:３０ １３:００～１６:３０イオンモール札幌平岡店 清田区平岡3条5丁目3-1　

　

　

＃18．小野幌④
～試験場線～

　厚別東地区に見られる変形交差点の二つめです。
今回は厚別東1条3丁目の三叉路を取り上げます。

図１の写真の左方、片側３車線の道路は南郷通です。
右側の弯曲した道は市道「試験場線」といいます。試

験場線がどこからどこまで通じているか、図２の現在
図で見てみましょう。赤い線でなぞったのが試験場線

です。図１の三叉路の撮影位置は矢印の先に示しまし
た。

　この道になぜ「試験場」という名前が付いているの

でしょうか。地域に古くからお住まいの方はご存じで

しょうが、周囲に試験場らしきものは現在見当たらず、

一見不思議な路線名です。この試験場というのは、江

別市にあった北海道林業試験場に由来します。試験場

線はかつて、図２の赤い線でなぞった道から矢印の地
点を経て現在の南郷通を東進し、野幌森林公園に至る

までを通称していました。林業試験場は現在の森林公

園内にあったのです（注1。
　この道は大正時代、開道五十年記念北海道博覧会

の事業として拓かれたといいます（注2。1936（昭和
11）年の陸軍大演習に際して、自動車が通れるように

改修されました。昭和天皇の試験場行幸に備え、場内

の道路を整備する工事用車両などを通すためです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戦後、野幌国有林内に開拓部落が入

                                                                                植したことにともない、国鉄バスが運

                                                                                行していた時期もありました。

　                                                                        　　では、なぜこの場所に林業試験場へ

                                                                                の道が拓かれたのでしょうか？ 私は、

                                                                                野津幌川と小野津幌川の間の尾根筋

                                                                                に通したのではないかと思います。

                                                                                いわば自然地形に沿った道です。その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試験場線は現在、図2の地図で見るよ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うに弯曲して南郷通に合流しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南郷通は先に述べたように、矢印の合流

                                                                                地点より東側（図上、右側）はもともと試

                                                                                験場線の道でした。その後、矢印の西側

                                                                               （図上、左側）を切り開いて幹線道路とし

                                                                               たものです。西側は、野津幌川の谷から

                                                                               急峻な坂を上っています。南郷通ができ

                                                                               たのは昭和40年代です。現代の土木技

                                                                               術がなせるわざといってよいでしょう。

                                                                               つまり図1の三叉路は、試験場線が通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  じた近代（大正期）と南郷通が開かれた

                                                                              現代（昭和40年代）のせめぎあう場所と

                                                                              みることができます 。

                                                                                                （地域史研究者　杉浦正人） 

図1：試験場線と南郷通の三叉路（厚別東１条３丁目）

図2：現在図（国土地理院サイトから）

道新青葉中央販売所だより

 　注1）西田秀子「林業試験場の人びと」『野幌原始林物語-森と人 と々のシンフォニー-』2002年、pp.137-203

 　注2）『小野幌開基百年』1988年、ｐ.235



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・見積り無料です！お気軽
にお問い合わせください！！

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

　
お引越し後の
　　お部屋丸ごと清掃
　　　　割引予約受付中!!

予定が決まりましたら、
早い予約をおすすめします。

　　　☆お見積り無料

■おそうじ宅救便
　ベストクリーンサービス
　　厚別区青葉町８丁目３－１
　　　TEL８９２-４６００　

くわしくは https://drmpls.com
 ■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

【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居
◆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
●照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
●収集に合わせた粗大ゴミ搬出
　時間作業1名：1時間3,000円～
　（作業によっては２名必要）
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 

ＰＲ
しませんか？
掲載料 1,000円／ 1枠

申込・お問合せは

（60mm×60mm）

 
 
 

 

     

初級・中級英会話レッスン、小学生
向け英語多読レッスン生徒募集中！
多読レッスンではイギリスの教
科書を使用。グループレッスン
(水 )11時～、小学生多読レッス
ンは(水 )15時20分～他募集中！その
他プライベート・ペアレッスンも受付
中。体験レッスンいたします♫(^^)
詳細は、daikoncurry@yahoo.co.jp
まで。親切・ていねいに、楽しく教
えます♫
場所：厚別南の自宅などにて。
名前：コールマン佐藤由佳里

中付受ンスッレ料無生学中 ・ 生学小
■開設36年目となります。
英語専任講師は10年以上の米国
の在住経験（就学又は就業）有り、
数学専任講師は国立大卒業です。
月謝3,800円～（小学生）（税込）
月謝4,700円～（中学生）（税込）
入学金7,200円の免除－2・3月申込
の場合/定員なり次第締切ります。
クラスメイトイングリッシュスクール
　　　　個別指導塾級友ゼミ
  厚別中央1-4-3-1ひばりが丘東集会所
　　　 ℡８８４－３７８０

2019/3/5 火曜日
検索道新青葉中央販売所

ホームページも

御覧ください！
　道新青葉中央販売所だより

※価格一例
○１DK            ￥24,000　⇒￥14,000

○１LDK 　　
　 2DK

○

○３LDK　　 ￥56,000     ⇒￥40,000　

※価格はすべて税別で
　マンションタイプの住宅になります。

〉￥32,000　⇒￥24,000

　２LDK
　３DK　　〉￥44,000　⇒￥33,000

小学校英語聞く話す読む書くを指導
高 ・ 大学受験英語 、 資格試験等も
暗記せずに本物の英語力を。発音法
など英語のことなら何でも。
文法力と会話力が身につきます。
月謝 （ 月 4 回 ）　個人１万２千円 
２人→各８千円、３人→各６千円
講師 ： 米国の大卒。英会話スクール、
予備校で長年指導。通訳・翻訳従事。
発音はネイティブ同様。
■COM茶ROOM（佐々木宅）
青葉町２-５-６  羊ケ丘病院向かい
電話０７０-５６００-０７２５

ワード  ・  エクセルを使える人に
なりたい方を応援する

入会翌月まで特別割引
月24時間・・・   750円（1時間あたり）
月  8時間・・・1,080円（1時間あたり）
3月末までにお申し込みください。

●無料体験  3/17 （日） 15：30ほか

■ミシン修理・再生センター

札幌市青少年科学館
SAPPORO SCIENCE CENTER

〒004-0051
札幌市厚別区厚別中央１条５丁目２－２０
　　　　　　　　 ℡：０１１-８９２-５００１


