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　「札幌市青少年科学館」の前に公園があ

ります。かつて、この一帯は沢地でした。

このあたりに戦前お住まいだった源田眞一

さん（85歳）によると、1ｍくらいの幅の

小川が流れていたそうです。源田さんは、

沢地近くの低いところでは水田稲作、高い

ところでは畑作（エンバクやバレイショな

ど）を営んでいました。

　沢地の傾斜を利用して陸軍厚別弾薬庫の

火薬庫が設けられたことは、この連載でも

お伝えしてきたとおりです。戦後自衛隊の

厚別弾薬支処の敷地となってからも、沢地

には水が流れていました。昭和 30年代、

この沢に「２尺近い鯉」が昇ってきたこと

があるといいます（注 1。

　サンピアザから科学館公園にかけて、地

質的には「泥炭堆積物」が広がっています
(注 2。泥炭は、やや冷涼な気候の下で分解

不完全な植物の遺体が水中に堆積して生成

する土層です (注 3。地盤としての特徴は

ひとことでいうと非常に軟弱なことです。

　厚別弾薬庫の沢地も軟弱でした。昭和

20年代に自衛隊が各火薬庫に通じる道路

を整備したとき、次のように伝えられてい

ます。「この道路作業で一番苦労した思い

出は、１号庫より８号庫の前までの湿地帯

の作業でした。一個班全員腰まで泥まみれ

になり、泥土の中で作業は 20日以上も続

き、熱（原文ママ）い日などは汗と泥で顔

まで泥をつけて笑い合ったものである」（注

4。弾薬庫ができる前、この付近を下野幌

へ至る道が通じていたのですが、あまりに

も軟弱だったため「板橋」が架けられ、「板

橋の沢」と呼ばれていました (注 5。

　一般に札幌市内で泥炭地というと、ＪＲ

函館本線の北側に広がっていることが知ら

れます。一方、厚別区の南部は前号で書か

れているように、支笏火山の噴火による火

山灰が堆積して台地が形成されています。

しかし、泥炭地は函館本線の南側の新さっ

ぽろ周辺の一部にも入り込んでいるので

す。科学館公園は開設から30年余を経て、
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～新さっぽろ副都心は泥炭地層～
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地域に根ざした薬局でありたい
厚別区体育館

循環器病院

モリモト薬局あなたの街の健康相談ステーション

どこでも処方箋受付
日本中、 どの病院 ・医院の処方箋でも受付
対応できます。

一般医薬品 (OTC） の販売
一般の薬局で購入できるお薬やサプリメントの
販売もしております。

お薬お届けサービス
お身体の不自由な方などお受け取りに来られない方にはご自宅までお届け
いたします。 　　※初めて利用される方は事前の問合せが必要です。

私たちは薬のプロとし、 皆さまの健康のアドバイスや、 分からない

こと ・ 気になることを気軽に相談していただける、 地域に密着した

「かかりつけ薬局」 になることを目標にしています！

（011）892-4602

新札幌店

モリモト薬局のいいね！

新札幌店
新札幌

F

2019 年度から再整備の工事が予定されて

いるそうです (注 6。再整備に当たっては、

かつての土地の記憶が継承されることを願

います。（札幌建築鑑賞会代表　杉浦正人）
　　引用・参考文献：注 1厚別弾薬支処『厚別

　　弾薬庫開設十周年記念誌』1963 年、ｐ.21　

　　注 2産総研地質調査総合センター『札幌及

　　び周辺部地盤地質図』2006 年　注 3札幌

　　市教委『さっぽろ文庫 77地形と地質』

　　1996 年ｐ.220　注 4前掲『厚別弾薬庫開

　　設十周年記念誌』ｐ.66　注 5阿部敏夫「副

　　都心地域のいまむかし」『札幌副都心開発

　　公社 10年小史』1984 年ｐ.126

　　注 6『広報さっぽろ』2018 年 2月号

　　「厚別区民のページ」ｐ.5

新さっぽろ副都心・科学館公園
かつて「板橋の沢」と呼ばれていた
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【赤帽優駿サービスの引越し】
◆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
市内引越基本料金11,880円
（2時間・20km以内・1名・税込）
◆家具家電の配送、お焚き上げ
保有資格：遺品整理士・古物商他
お見積り無料！ご相談ください。
■赤帽優駿サービス
厚別区青葉町７丁目
ＨＰ　http：//yu-shun.net
電話０１２０－９７８－７５６ 

　 【シニア暮らしのサポート】
●部屋の模様替え、家具の移動
●電球やカーテンの付け替え
●組み立て家具の組み立て
●収集に合わせた粗大ごみの搬出
●テレビ、家電などの設置、設定
●生前整理のお手伝い
料金：3,000円／1名1時間
※介護職員初任者研修保有
　（旧ホームヘルパー2級）
■赤帽優駿サービス
厚別区青葉町７丁目
電話０１２０－９７８－７５６

　( 玄米菜食と手打ちそばの店 )
　　3月下旬オープン予定
毎週月・水・金 12：00~15：00営業
一日限定7名までの完全予約制
食事のみ　1,500円
食事と足浴　2,000円
食事と足浴と足裏ﾏｯｻｰｼﾞ2,500円
［食事内容］
手打ちそば・雑穀玄米ご飯・汁物
副菜・香の物・健康茶・デザート
　自然医食　優　~ｙｏｕ~
　厚別南4丁目3-5　原　幸枝
TEL 090-2248-8896　895-3514

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　★

※広告枠募集中！掲載料は月『1,000円』（１枠）。お申し込みは、道新青葉中央販売所☎0120-881-365まで

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

　　【一緒に働く仲間募集中】
 就労継続支援Ａ型事業所です。
・地下鉄ひばりヶ丘駅すぐ横！
・昼食付（１食１００円）

見学は随時受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい！

　パソコンを使ったお仕事です。

■株式会社フォーチューン
厚別中央１条２丁目１３－２０
電話８０７－９０９６

 　お引越し前後の
　　お部屋丸ごと清掃割引中！

☆1ＤＫ⇒通常価格　¥24,000を
　　　　   割引価格　¥14,000
☆2ＤＫ⇒通常価格　¥32,000を
　　　　   割引価格　¥24,000
☆3ＤＫ⇒通常価格　¥44,000を
　　　　   割引価格　¥33,000
　　お見積無料
■おそうじ宅救便
　　ベストクリーンサービス
　　　　℡８９２－４６００　

小学生英語無料レッスン受付中！
■開設35年目となります。
■当教室の専任講師は10年以上の
米国での在住経験（就学又は就業）
を持ち日本語と英語でわかりやすく
親切に指導いたします。
■月謝3,700円（低・中学生）(税込)
　月謝4,400円（高学年）（税込）
■入学金7000円免除（2・3月申込の
場合）
■クラスメイトイングリッシュスクール
厚別中央１条４丁目３－１ひばり
が丘東集会所 TEL 884－3780

【パソコン・スマホ教室】
●個人レッスン（入会金なし）
　15分単位で1,080円（税込）

　マンツーマンで
　　　　カリキュラムなし

　　知りたいこと、困りごと
　　　　　　ご相談ください　
ご予約は
■パソコンドリームプラス
厚別南2-5-5 京屋ビル1F
℡895-8670 http://drmpls.com
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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3月末
電話８９６－７３２７


