厚別南まちづくりセンターだより
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こつこつ一円玉を積み重ねて！

厚別南町内会連合会女性部では、毎年「1円募金」活動を行って
います。昨年度は51,972円が集まりました。
４月４日（木）に女性部の方々が厚別区社会福祉協議会を訪れ、
厚別区社会福祉協議会事務局長に募金をお渡しし、感謝状を受け取
りました。
町連女性部の方々をはじめ、寄付にご賛同いただきましたみなさま、ご協力ありがとう
ございました。
共同募金運動功績者表彰

老人クラブりらの会、厚別共栄子ども会が平成 30 年度共同募金運動功績者として表彰
されました。活動いただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。

未来を担う職員へエールを！

４月12日（金）、札幌市の新規採用職員4名がまちづくりセンターへ研修に訪れました。
当日は厚別区や厚別南地区の概況について説明を受けたのち、厚
別南地区福祉のまち推進センター長や町内会長など地域の方から
地域の見守り活動、防犯活動などについて説明をしていただき、意
見交換を行いました。
新規採用職員は４月17日（水）に辞令を受け、それぞれ区役所
などに配属されました。
室内でもパークゴルフ！

去る３月 10 日（日）、大谷地体育振興会が主体となり、大谷
地東小学校体育館で、厚別区南地区親睦パークゴルフ大会が開催
されました。当日は約 40 名が参加。参加者は晩冬の一日を楽し
く過ごしました。
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キツネに注意！

春になり、厚別南地区でキツネの出没が多くなってきております。キツネはエキノコ
ックス症に感染していることがあります。感染予防のために、以下の内容をお守りくだ
さい。
「キツネを寄せつけない」
「感染を防ぐ」
◎
◎

キツネにエサを絶対与えない!!
ゴミ捨てのルールを必ず守る!!

◎

・

コンポストはしっかり管理

・

畑・庭に生ゴミをすきこまない

・

ペットのエサを食べられないように

・

木酢液等を使ってキツネを寄せつけない

帰宅後はしっかり手を洗う!!

・

キツネやそのふんに触らない

・

家庭菜園の野菜はよく洗うか、加熱して

食べる
・

ペットの放し飼いをしない

など

など

まちづくりセンターの５つの役割
地域のまちづくり活動の支援
諸証明の取り次ぎ
まちづくり活動がより行いやすく活発になる 住民票や印鑑証明、戸籍謄本などの諸証明の取
ように、情報提供や関係団体などとの連絡調整 り次ぎをしています。来所または電話（戸籍謄
本は来所のみ）で申し込むと、翌開所日の午後
などを行っています。
以降に受け取ることができます。
地域課題に関する情報収集、提供
受付時間 平日の８時45分〜16時45分
課題を共有し、協力して地域をより良くしてい
くために必要な情報を収集し提供しています。 詳細 厚別区戸籍住民課 895-2452
地域における情報交流の促進
地域の活動主体のネットワーク化支援
市の事業・制度や地域のイベントなどのチラシ 町内会をはじめとした地域で活動するさまざ
まな団体が協力し合い、住み良いまちづくりを
などを設置し情報を提供しています。
推進する「まちづくり会議」の設置や運営のサ
ポートを支援しています。

札幌市からのお知らせ
札幌市のお知らせ情報は
地デジとアプリでチェック！

地デジ

５チャンネルでｄボタン
を押し「札幌市からのお知
らせ」を選択！
アイ

「i さっぽろ」
アプリ
札幌市からのお知らせ情報を地上デジタル
で検索！または
テレビ５チャンネル(STV)のデータ放送と無 [対応 OS]
こちらから→
アイ
Android 版：OS 5.0 以上
IPhone 版：iOS 8.0 以上
料配信のスマートフォンアプリ「ｉさっぽ
ろ」で見ることができます！広報さっぽろに 地デジ・アプリで配信して −配架場所−
まちづくりセンター、
掲載しているお知らせの他、イベントや講座 いるイベントや講座情報 区役所、
地区センター、区民センター、
をまとめた冊子も配架し
の情報などもたくさん配信しています。
市内郵便局(簡易郵便局を除
ています！
く) など
詳細 厚別区総務企画課広聴係 895-2428 - 2 -

厚別区誕生★30 周年記念
イ ベ ン ト 情 報

キャッチフレーズ募集

■厚別区のキャッチフレーズ募集

■新さっぽろ音楽の日
〜MUSIC POCKET〜

「これからの厚別」がイメージできて、
厚別に気軽に足を運んでみたくなる…、
そんなキャッチフレーズを募集します。

６月22日
あつべつの街が音楽で
あふれます♪
新さっぽろ駅周辺の
事業者が連携して実施する
厚別区の新たな音楽イベント。
新さっぽろの街全体が一日中
巨大な音楽ステージに♬

要

件

募集期間
応募条件
応募方法
応募資格
選考結果

QR
ｺｰﾄﾞ

■第26回厚別区子どもまつり

「これからの厚別」がイメー
ジできる、あなたが考える厚
別区魅力を20字以内で表現
４月11日〜６月10日
作品は一人１点とし、自作で
未発表のものに限る
郵送、FAX、メール等
どなたでも応募可能
審査・投票を経て、採用作品
を決定します

〜遊び・ふれあい・そして思いやり〜

応募要項等の配布先
日時 ７月７日[日] 10時〜15時
会場 ふれあい広場あつべつ
内容 ステージ発表や縁日コーナー、
パトカー乗車体験や人気の巨大
迷路など

･厚別区役所２階地域振興課
‣ 区内各まちづくりセンター
‣ 厚別区ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
30kinen/top.html

詳細 厚別区誕生 30 周年記念事業検討委員会事務局（厚別区地域振興課内）電話 895-2442

厚別もっと花壇づくり講座（中級編）・厚別オープンガーデン巡り
厚別区役所によるお花に関するイベントを
今年はリニューアル！
公共花壇や植樹升の管理をしている方や、そのような
場所での活動に興味のある方を対象にした連続講座の
ほか、個人宅のお庭を複数見学するオープンガーデン
巡りを行います。
詳細は、広報さっぽろ5月号や厚別区役所等で配架す
るチラシにてご紹介します。
詳細 厚別区地域振興課まちづくり調整担当係
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電話 895-2442

地区カレンダー

（詳しい内容は、広報さっぽろ及び区・市のホームページなどでご確認ください。)

厚別区・札幌市など
５月

厚別南地区
５月

６日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

9日 地区統計調査員協議会定期総会
10日 交通安全早朝街頭啓発

18日 健康都市空間 新さっぽろロハスマラニック
（受付：青少年科学館前（予定））

13日 陽だまりロード春の一斉清掃
20日 自衛隊協力会厚別南分会定期総会

19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
※先着400名に花苗プレゼント（一人１株）

22日 厚別南地区センター運営委員会定期総会

29日 厚別もっと花壇づくり講座開始（〜10月16日）

23日 地区社会福祉協議会定期総会
時期未定 厚別南会館運営委員会定期総会
30日 赤十字奉仕団厚別南分団定期総会

６月

６月

２日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
５日〜９日 YOSAKOIソーラン祭り（大通公園 他）
９日

18日 住民集団健診（厚別南会館）
時期未定 厚別南まちづくり会議

新さっぽろ「あつこい」会場（ふれあい広場あつべつ）

11日 瑞穂大学開校（〜11月12日）
16日 ファミリー森林浴ウォーキング（野幌森林公園）
22日 新さっぽろ音楽の日
23日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
23日 厚別オープンガーデン巡り

７月

７月

15日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

11日 交通安全早朝街頭啓発

◆編集後記◆（所長から）
4 月に着任しました西田と申します。センター支援員 2 名と力を合わせて、地域の皆
さまのまちづくり活動を支えてまいりますので、よろしくお願いいたします！

編集・発行

厚別南まちづくりセンター 厚別区厚別南１丁目 15-10
011-891-1666
FAX 011-895-0425
厚別区役所ホームページ
札幌市役所ホームページ
厚別区マスコットキャラクター
ピカットくん
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さっぽろ市
02-Q01-19
31-2-416

