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今年もみんなで植えました♫

〜国道１２号線花いっぱいプロジェクト〜

厚別中央地区で恒例となっている「国道１２号線花いっぱいプロジェクト」が６月１４日（水）
に行われました。心配されたお天気でしたが、当日は青空が広がり絶好の花植え日和でした。
町内会や厚別警察署、各種団体の他ひばりが丘小学校の３・４年生と信濃小学校の４年生が
参加して、約 3,500 株のマリーゴールドを植えました。
花を植える前の土起こしは、今年も信濃小学校親父の会の皆さまに休日の早朝行っていただ
けました。
地域の方のご尽力で秋まで国道１２号線を通る人を楽しませてくれることと思います。

1 列に並んでみんなで植えます

それぞれの団体ごとに植える場所が
決まっています

今年もコカ・コーラさんに参加していた
だきました

オレンジと黄色のマリーゴールドを
植えました
花を愛する(！) 3 人組も頑張りました

黄色のマリーゴールドが最初です

週末の早朝、土を起こ
し、雑草を丁寧に取り
除いてくれた親父の会
の皆さま(左)とお母さ
ん達(右)です
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みんなで畑づくり

〜しなの児童会館〜
ミミズ発見!

5 月 6 日（火）〜8 日（金）に、しなの児
童会館で畑づくりが行われました。会館の裏
の畑の土を起こして、トマトやキュウリ、ナ
ス、落花生を希望者が集まって植えました。
土を起こしているときにミミズを見付けて
大盛り上がりでした。その後は、苗を植える
深さや種にかける土の量などの説明を聞い
て、それぞれ一生懸命に植えていました。
収穫が楽しみですね。

子育てサロンに参加しませんか
厚別中央地区では「子育てサロンぴーちくパーク」と

子育てサロンぴーちくパーク

「ノンノンしなのんサロン」という 2 か所の子育てサロ
ンがあります。
どちらも自由参加で費用はかかりません。おもちゃで
遊んだり、保護者同士もおしゃべりで交流を深めていま
す。お気軽にご参加ください。
ノンノンしなのんサロン

★子育てサロンぴーちくパーク
第 3 木曜

１０時〜11 時３０分 ひばりが丘小学校

（8・11・3 月は厚別区民センター）
★ノンノンしなのんサロン
火曜〜木曜 9 時〜12 時

しなの児童会館

（第 3 週のみ火曜・水曜・金曜）

今年も元気に始まりました

〜厚別中央公園ラジオ体操会〜

今年も 5 月 1 日から厚別中央公園のラジオ体操会が始ま
りました。初日はあいにくの雨模様でしたが、たくさんの
人が思い思いの場所でラジオ体操を行いました。
今年も１０月中旬まで毎日行います。
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地域振興課からのお知らせ

毎年恒例「とうべつ軽トラ・マーケット」を開催！！
当別産の採れたて野菜と花が厚別に大集結！
開催日時：８月 20 日（日）10 時〜14 時
場
所：ふれあい広場あつべつ（厚別区厚別中央１条５丁目）
※ 小雨決行・順延なし
※野菜等がなくなり次第終了
※ フリーマーケット「夢市場あつべつ（※福祉作業所の出店はありません）」や、
家具を始めとしたリサイクル品販売も同時開催！
詳細：厚別区役所地域振興課 ℡895-2442
主催：とうべつ軽トラ・マーケット運営協議会（当別町ほか）

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 28 回

厚 別 区 民 ま つ り

夏の風物詩「厚別区民まつり」を、ふれあい広場あつべつなどで開催します。
まつりステージ、ビアガーデン、食べ物コーナーや遊戯コーナーなどが多数出店！
江別市、北広島市の近隣市交流ステージや当別町、新篠津村を加えて近隣市町村
物産品販売コーナーもあります。
厚別中央地区は、食べ物コーナーで「焼きそば」を
販売します。厚別の夏を一緒に楽しみましょう！
営業時間

(店舗により異なります)

１日目：７月 28 日（金）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１４時〜２０時３０分
１４時〜２０時３０分
１２時〜２１時

２日目：７月 29 日（土）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１２時〜２０時３０分
１２時〜２０時
１２時〜２１時

※荒天の場合は７月 30 日（日）まで順延

詳細：厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所地域振興課内）電話 895-2442
厚別区民まつりホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/fureai/

まちづくりセンターからのお知らせ
まちづくりセンターでは、厚別区民まつりの「ビアガーデン・食べ物コーナー共通利用券」
を取り扱っています。販売価格は 1,000 円（1,100 円分利用）のお得な前売券です。
ご希望の方は、厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所 2 階地域振興課）、
または、まちづくりセンターまで。【販売期間：平成 29 年 7 月 27 日（木）まで】
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地区カレンダー

(行事の詳細については、
「広報さっぽろ」やホームページ、各団体のチラシをご覧ください)

厚別区・札幌市などの動き

地区の動き

７月

７月

４日〜７日 SAPPORO CITY JAZZ 2017(大通公園 他)

10日 福まちふれあい事業(滝野すずらん公園)

８日〜８月１日

PMF2017（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

11日

20日〜8月17日

さっぽろ夏まつり（大通公園）

12日 福まち健康サロン(厚別信濃会館)

夏の交通安全市民総ぐるみ運動(とんでん・ニトリ前)

21日 カルチャーナイト2017（市内各参加施設）

20日

22日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

25日 厚別信濃すこやか倶楽部(厚別信濃会館)

28日・29日

30日

厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

子育てサロンぴーちくパーク(ひばりが丘小学校)

納涼まつり・子ども花火大会(新さっぽろ東公園)

8月
１日〜31日
４日

8月

厚別区フラワーガーデニングコンテスト2017
作品募集
子育てふれあいサマーフェスタ
（ふれあい広場あつべつ） ※雨天中止

5日 第１自治会夏祭り(下野幌イレブン公園)
5日 盆踊り大会(下野幌さくら公園)

４日・５日 さっぽろ八月祭（札幌市北３条広場）
６日〜10月１日

20日

6日 サマーフェスティバル(ラポールひばりが丘前)

札幌国際芸術祭2017（芸術の森 他）
とうべつ軽トラ・マーケット
（ふれあい広場あつべつ）

9日 福まち健康サロン(厚別信濃会館)
11日・１２日 納涼盆踊り(厚別木馬公園)

20日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

１７日

27日 2017北海道マラソン（大通公園発着）

25日 厚別信濃すこやか倶楽部(厚別信濃会館)

子育てサロンぴーちくパーク(厚別区民センター)

9月

9月

８日〜30日 さっぽろオータムフェスト2017（大通公園）
12日

あつべつ健康・福祉フェスタ プレフェスタ
（サンピアザ光の広場）

１３日 福まち健康サロン(厚別信濃会館)

16日・17日 だい・どん・でん！（札幌駅前通 他）
17日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
30日

３日 かりぷ祭り

あつべつ健康・福祉フェスタ
（厚別区民センター）

２１日

子育てサロンぴーちくパーク(ひばりが丘小学校)

２１日

秋の交通安全市民総ぐるみ運動(とんでん・ニトリ前)

２８日 厚別信濃すこやか倶楽部(厚別信濃会館)

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
今年も夏祭りのシーズンがやってきました。
7 月 28 日・29 日の区民まつりでは、厚別中央地区が今年
も焼きそばを担当します。是非皆さんお越しください！
区民まつりが終わると次は町内会の夏祭りがそれぞれの地
域の公園等で始まります。
どのお祭りもお天気が良くなりますように♫

〜編集・発行〜
厚別中央まちづくりセンター 厚別区厚別中央 4 条 3 丁目 3-6
電話 011-891-3907
ＦＡＸ 011-895-0149
厚別区役所ホームページＵＲＬ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
札幌市役所ホームページＵＲＬ http://www.city.sapporo.jp/
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