
札幌市公文書館所蔵

【編集】厚別区総務企画課広聴係　　895-2428 / FAX 895-2403

厚別ふれあい・ほっと・ステーション
広報ラジオ番組厚別区役所関連施設

FMドラマシティ（77.6MHz）で
毎週水曜日10時45分から生放送！

6月1日現在、（　）は前月比

厚別区の人口・世帯数

世帯数 57,378世帯（+21）
人　 口 126,048人（+2）

（以上、〒004-8612 厚別中央1の5）

まちづくりセンター厚別区役所 895-2400（代表）
厚別保健センター  895-1881

厚別区土木センター  897-3800
厚別南（厚別南1） 891-1666
厚別中央（厚別中央4の3） 891-3907

厚別西（厚別西2の3） 891-4555
もみじ台（もみじ台北7） 897-6121
青葉（青葉町3） 892-8177
厚別東（厚別東4の4） 897-2885

7月17日
7月24日

ノルディックウオーキングマップ
厚別区民まつり

7月31日
8 月 7 日

北広島ふるさと祭り
あつたびナビ自然編

1973年（昭和48年）、新たに新札幌駅ができまし
た。旧千歳線は、急カーブが複数あったため、そ
れらをなくすために途中までは函館線に沿わせ
て、ひばりが丘団地を横切って上野幌駅につな
げる新しいルートが考えられました。しかし、
騒音などの問題から、団地を横切るのではな
く回り込むルートが採用され、今の形になり
ました。この千歳新線は高架で、新札幌駅
も二階部分が待合室や事務室、三階部分
がホームという新しい構造となってい
ます。工事中の駅名は、地名をとって仮

称「下野幌」とされていましたが、開業と同時に新し
い札幌の都心を表すのにふさわしいものをと「新
札幌」と名付けられました。駅周辺にはサンピア
ザをはじめ商業施設などが建設され、現在もにぎ
わいの中心となっています。旧千歳線の廃線跡
は、後に現在の「陽だまりロード（サイクリング
ロード）」として整備され利用されています。

国鉄・新札幌駅の開業

2019年

7月

旧千歳線

函
館
線

千
歳
新
線

（〒004-0007 厚別町下野幌45-39）

団地を
回り込むように
しました。

厚別区　広報ラジオ過去の放送は厚別区役所ホームページから
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地域と歩む ふれあいの
夏！

地域と歩む ふれあいの
夏！

平成元年平成元年

第1回から司会を担当。
今年も弟子の高

たかはし

橋慶
けい

舟
しゅう

さん
と司会を務める。

深
ふかがわ

川 導
どううん

運 さん

第第3030回回厚厚別別区区民民ま

厚別区厚別区
11月 6日誕生11月 6日誕生

「厚別本陣はまなす太鼓」の演奏「厚別本陣はまなす太鼓」の演奏

厚別区初の和太鼓チームとして現在も出演厚別区初の和太鼓チームとして現在も出演

第1
回

地元住民が多く参加でき、誰でも気軽に楽しめるまつりを目指し、平成2年に初開催！

区民のための
まつりが誕生

初披露!!

バナナのたたき売り

第2回

初初披披初披

大規模なパレードも大規模なパレードも

第３
回

第5回

子どもたちのおみこし子どもたちのおみこし

区民が参加でき親しめるものとして、歌詞は区民から公募されました。まつりの華として現在も踊り継がれています。

厚別音頭踊り

およそ7万人の来場者数や、
町内会連合会・自治連合会に
よる充実した出店、まつりを
継続する地域の熱意は、私の
知る中で最大の地域イベント
です。どの回もとても印象に 
残っています。

当。
舟
しゅう

さん

さん

バナナバナナ

３３３３３３３３３回回回回回回回３３３３３３３回回回回回回回

熱意は、私の
地域イベント
ても印象に 

司会に聞く

思い
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厚別区民ふれあい推進会・厚別区民まつり実行委員会主催

夏を彩る風物詩「厚別区民まつり」が、今年でついに30回目
を迎えます。厚別区の文化ともいうべき、まつりの歴史を写
真と共に振り返り、見どころについても紹介します。

区民による手作りのまつりとし
て、若い方たちにもどんどん参加
していただきたいです。厚別区の
発展とともに、さらに盛り上がっ
ていくことを期待しています。

会長に聞く

未来
樋
ひ

田
だ

並
なみ

久
ひさ

 さん

広が
る

輪
ふれあいの

厚別区民まつり実行委員長

第1
2回

およそ 9万 8千人が来場およそ 9万 8千人が来場

第10回

出店やステージ、会場警備など、出店やステージ、会場警備など、
地域の方が支えています地域の方が支えています

第29
回

民

近隣市交流ステージがスタート近隣市交流ステージがスタート

写真は「写真は「野野
のっのっ

幌幌
ぽろぽろ

太太
だいだい

々々
だいだい

神神
かぐかぐ

楽楽
らら

」（江別市）」（江別市）

ままつつりり

フィナーレに向けて
フィナーレに向けて会場は一体に !!
会場は一体に !!

第20
回

令和元年令和元年

30回目を迎える30回目を迎える
今回は・・・今回は・・・

次ページに続く⇒次ページに続く⇒

第15回から焼きそば
の出店スタッフとして
参加。
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詳細

今年の見どころはココ！

食べ物コーナー
厚別区の６つの
町内会連合会・
自治連合会によ
る食べ物コー
ナー。

日時 2日 14時～20時30分
3日 12時～20時

▲分区記念綱引き大会の様子。
　大勢の参加者と観客で盛り上がりました。

※小雨決行。荒天時は8月 4日（日）まで順延※小雨決行。荒天時は8月 4日（日）まで順延
※出店の営業時間は店舗によって異なります※出店の営業時間は店舗によって異なります
※出店は売り切れ次第終了します※出店は売り切れ次第終了します

8月 2日（金）・ 3日（土）12時～21時

ビアガーデンと食べ物コーナーで
1,100円分利用できるお得な前売券を

下記にて1,000円で販売！     
●  厚別区役所2階地域振興課
●  厚別区内各まちづくりセンター

販売は８/1（木）まで

日時

科学館公園

イオン
サンピアザ

カテプリ

サンピアザ
おまつり広場

会場 ふれあい広場あつべつ（厚別中央1条5丁目）、
科学館公園、サンピアザおまつり広場

SAMPLESAMPLE

▲書道部の皆さん

白石区から分区した当時、記念として
行われていた綱引き大会が復活！
両区のチームによる、勝利をかけた
熱い戦いは必見です！

10リットルもの墨を使い、特大の筆で書き
上げる書道パフォーマンスは迫力満点！
数人が音楽に合わせて書き始める際の動きや、
「かすれ」など、書道ならではの技術にも注目です。

厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所地域振興課内） 895-2442

札幌東商業高等学校書道部

1

札札札幌幌

白

書道

食食食食食食べべべべ

大勢

厚別区誕生30周年記念綱引き!!

 厚別区民まつり

近隣市町村交流コーナー
今年は南幌町が初出店！
その他、江別市、北広島市、
新篠津村が、地元の特産品
を販売します。

日時 2日 12時～
3日 12時～

最後の舞台となる 3年生を中心にかっこいい作品にします。手拍子で一緒に盛り上げてください！

※北広島市、新篠津村は
8月2日のみ出店
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7月11日からの内容を
掲載しています。厚別区からのお知らせ月

①行事名  ②住所  ③氏名(ふりがな)  ④年齢  
⑤連絡先(電話番号・FAX番号・メールアドレスなど)

申込時の必要事項 厚別区役所ホームページにも情報を掲載 厚別区役所

子ども向け ラジオ番組（厚別1㌻）で放送

子育て講座～はじめてのトイレトレーニング
親子で一緒に参加する子育て講座です。保育士がトイレ
トレーニングの悩みにお答えします !
日時 8月23日（金）10時～10時45分
会場 ちあふる・あつべつ（厚別中央1の6）
対象 就学前の子どもとその保護者
定員 10組【先着順】　費用 無料
申込方法 8月9日（金）9時から電話で。札幌市外在住の
方は、8月13日（火）から申し込みを受け付けます。
申込先  健康・子ども課子育て支援担当 895-2514

対象試合 対 東北楽天ゴールデンイーグルス 戦
日　　時 7月31日（水）18時開始
会　　場 札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）
席　　種 C指定席

対　　象 厚別区在住の方1,000組2,000人
【多数時抽選】

申込方法 7月15日（祝）までに球団ホームページの申
し込みフォームに必要事項を入力
① https://www.fighters.co.jp/expansion/
invitation/2019/ form.htmlにアクセス
② 左記QRコード®からアクセス

そ の 他

抽選結果は7月24日（水）までにEメール
でお知らせします。〔fighters.co.jp〕および
〔fmail.fighters.co.jp〕からのメールを受信
できるよう事前に設定してください。
当選者は、試合当日に札幌ドーム内前売券
売場で席種を変更することができます（有
料・席数に限りあり）。

詳細  北海道日本ハムファイターズ お客様センター
0570-005-586

※応募者の個人情報は株式会社北海道日本ハムファイターズが
適切に管理し、本件を含むチケット関連のダイレクトメール、アン
ケートなどによる案内以外には利用されません

厚別区民応援デー
北海道日本ハムファイターズの
公式戦に、厚別区民を無料招待
します。 ©H.N.F.

赤ちゃんから小学校低学年程度のお子さんが楽しめる
夏の遊びが盛りだくさん ！
日時　 7月26日（金）10時～
11時30分 ※雨天時中止
会場 ふれあい広場あつべつ
（厚別中央1の5）
費用 無料。直接会場へ
持ち物 飲み物（必要に応じてタオル・着替え・帽子も）
その他 乳幼児は保護者同伴、小学生は保護者の同意
が必要。当日のボランティアスタッフも募集しています。
詳細  健康・子ども課子育て支援担当 895-2514

子育てふれあいサマーフェスタ

水遊び・金魚すくい・昔遊びなど。小さ
なお子さんをはじめ、ご高齢の方も一
緒にお楽しみいただけます。
日時 7月31日（水）10時～11時30分　
会場 小野幌くりの木公園（厚別東3の5）
費用 無料。直接会場へ　
持ち物 飲み物（必要に応じてタオル・着替え・帽子も）
その他 雨天時は小野幌くりの木公園で受け付け後、厚別中学
校体育館（厚別東3の5）で開催。未就学児は保護者の同伴が必要。
詳細  厚別東まちづくりセンター 897-2885

ワイワイ夏フェスタ i
イン

n くりの木

国民健康保険料の夜間納付相談
日時　 7月11日（木）、25日（木）、8月8日（木）20時まで
場所 厚別区役所1階9番窓口（庁舎東側の時間外出入
口からお入りください）
詳細  保険年金課収納係 895-2597
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胃がん・大腸がん検診
日時　 8月13日（火）8時45分～10時
会場 厚別保健センター
対象 胃がん（バリウム）：50歳以上で偶数年齢の方
（直前の偶数年齢時に受診していない場合、奇数年
齢でも可）、大腸がん（検便）：40歳以上
費用 胃がん：700円、大腸がん：400円
※減免制度有り。詳細は申込先に確認
申込方法 7月25日（木）までに電話かFAXまたは
ホームページの申し込みフォームで
申込先 札幌市コールセンター 222-4894
FAX221-4894、HP 

住民集団健康診査

健診種目 ①健康診査、②胸部Ｘ線検査、③肝炎ウ
イルス検査
※厚別信濃会館では健康測定会（受付：13時30分～
15時30分。血管年齢、肺年齢の測定）も、同時に受け
ることができます。健康測定会のみの参加は不可
対象 ①40歳以上の国民健康保険加入者・生活保護
世帯員・支援給付世帯員、後期高齢者医療保険加入者、
②40歳以上の方、③過去に受診したことがない方
その他 予約不要、直接会場へ。費用や持ち物など
の詳細は、受診券やパンフレットで確認
詳細 札幌市コールセンター 222-4894

月日 受付時間 会場

7/11（木）
9時30分～11時 原始林会館（厚別東2の4）

13時30分～15時 厚別信濃会館
 （厚別中央4の3）

7/12（金）
9時30分～11時 原始林会館（厚別東2の4）
13時30分～15時 上野幌会館（厚別南5）

7/16（火）
9時～11時  ひばりが丘東集会所

 （厚別中央1の4）

13時30分～15時  上野幌中央会館
 （上野幌3の5）

7/30（火）
9時～11時 パークアベニュー集会所

 （大谷地東3）

13時30分～15時 もみじ台北第2集会所
 （もみじ台北4）

8/6（火）
9時30分～11時30分  厚別区民センター

 （厚別中央1の5）13時30分～15時

改修工事のため、同センターは7月16日（火）から
9月8日（日）まで仮事務所へ一時移転します。同会館は
7月14日（日）から10月末まで休館となります。
※移転・休館期間は、工事の進捗状況により変更となる場合が
あります
移転場所 地下鉄ひばりが丘駅地下構内（厚別南1）
※2番出入口の階段踊り場のドアから入ります

詳細  地域振興課 895-2442

　厚別南まちづくりセンターの一時移転、
　厚別南会館の休館のお知らせ

　 7月21日(日)執行 参議院議員通常選挙
　札幌市交通局本局に期日前投票所を
　開設します
日時　 7月18日（木）～20日（土）10時～20時
場所 札幌市交通局本局（大谷地東2）8階講堂
※駐車場はありませんので、お越しの際は必ず公共
交通機関などをご利用ください

詳細  厚別区選挙管理委員会事務局 895-2424
→

至 改札 至 3・4番出入口→

2番出入口

厚別南
まちづくりセンター
仮事務所

札幌市　申し込み可能

※厚別区役所でも、7月5日（金）～20日（土）8時30分～
20時に期日前投票所を開設します
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