厚別南まちづくりセンターだより

第４９号

み な み 通 信
平成３０年（２０１８年）７月１０日発行

みんなの陽だまりロードをきれいに！

厚別南地区のシンボルである陽だまりロード。
いつも使っている陽だまりロードに感謝をこめ
て、春の一斉清掃が５月 11 日（金）に行われま
した。
この清掃活動は毎年春と秋に、厚別南町内会連
合会と札幌市赤十字奉仕団厚別南分団が合同で行
っており、今回は天候に恵まれ約 80 名が参加しました。
大谷地地区、厚別南地区、上野幌地区それぞれから、清
掃活動を開始。ゴミを拾いながら陽だまりロードを歩き、
厚別南まちづくりセンターにごみを持ち寄りました。
環境への意識が高まり、年々ゴミは減ってきているよう
です。
当日参加された皆さま、ご協力ありがとうございました。

今年もピカットくんがやってきた！

寒さがとっても苦手なピカットくん。
冬場は暖かいところでのんびり過ごし
ていましたが、６月上旬、厚別南まち
づくりセンターに帰ってきました!!
ちょっと肌荒れ気味で、よく見ると
腕や顔にけがの跡があります。
それでも「みんなのことをいつも見
守っているよ！」とピカットくんは張
り切っています。
交通安全運動期間中などは、たすき
をかけて活動を応援しますので、皆さまも少し離れたところか
らあたたかく見守ってください。
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行楽シーズンはマダニに注意！

夏はレジャーの季節。ハイキングに出かける方も多いと思いますが、野山に生息するマ
ダニに咬まれることで、ダニ媒介性脳炎やライム病等に感染することがあります。マダニ
対策を徹底し、安全にレジャーを楽しみましょう！
主なダニ媒介性感染症（北海道）
病名
潜伏期間
主な症状
ダニ媒介性脳炎 ７〜14 日
発熱、筋肉痛、麻痺、意識障害、
けいれん、髄膜炎、脳炎等
ライム病
12〜15 日 発熱、倦怠感、慢性遊走性紅班、
稀に心筋炎、髄膜炎

マダニに咬まれないために
☑野外では、腕・脚・首など、肌の露出を少なくする。
※ 長袖、長ズボンを着用。半ズボンやサンダル履きは NG
☑ズボンやシャツの裾などを入れ込んでマダニの入り込みを防ぐ。
☑明るい色の服を着る（マダニを見つけやすいため）。
☑マダニに対する忌避剤を使用する。
※ 忌避剤は補助的な効果があると言われていますが、マダニの付着を
完全に防ぐわけではありません。他の対策と組み合わせましょう。

☑屋外活動後は入浴し、マダニが付着していないか確認する。
☑脱いだ衣類はすぐに洗濯するか、袋等に入れて口をしばっておく。

マダニに咬まれてしまったら
マダニを無理に取り除こうとすると、マダニの口器が皮膚の中に残り化膿することが
あります。皮膚科等の医療機関で適切な処置を受けましょう。
また、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は、医療機
関で診察を受けましょう。
キツネにも注意を！

厚別南地区ではキツネの出没が後を絶ちません。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!!
◎ 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
◎ 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
など

・ 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

エキノコックス症について詳しく知りたい場合は、札幌市公式ホームページ「エキノコックス症」をご覧ください。
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地域振興課からのお知らせ

あつべつ・エキ音♬を初開催します！
地下鉄駅構内で JAZZ ライブを開催します。事前申込不要、観覧無料
日時：7 月 18（水）午後 6 時〜 場所：地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所

厚別区で行われるコンテストを紹介します！！

※区が主催・共催するうちの一部です。

☆厚別区フラワーガーデニングコンテスト 2018☆ 応募期間：8/1（水）〜8/31（金）
個人宅のお庭や鉢植え、公園や施設などの花壇を写真で審査し表彰します！
☆あつべつアイデア料理レシピコンテスト 2018☆ 応募期間：8/1（水）〜8/31（金）
バターご飯を使った料理アイデアを募集し、あつべつ食の文化祭で表彰します！
☆第 9 回 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト☆ 応募期間：9/３（月）〜9/30（日）
厚別区内の自然や景色、街並み、人々の暮らしなどを撮影した写真のコンテスト！
応募方法などの詳細は、まちづくりセンターに配架されているチラシをご覧ください。
お問い合わせ：厚別区役所地域振興課 電話 895-2442

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 29 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。
会場には、ビアガーデン、食べ物コーナー、近隣市の物産販売コーナー、遊戯コーナ
ーなどが多数出店！バンド演奏や近隣市町村の伝統芸能などのステージイベントも楽
しめます☆
厚別南地区は、食べ物コーナーで「おでん・枝豆・
ゆでとうきび」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 27 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 28 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 29 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 30 年 7 月 26 日（木）まで】
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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・札幌市などの動き

地区の動き

７月

７月

８日 大谷地町内会運動会(大谷地東小)
11日 交通安全早朝街頭啓発

14日〜22日 SAPPORO CITY JAZZ 2018(大通公園 他)
７日〜８月１日

18日
20日〜8月17日

PMF2018（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

あつべつ・エキ音♫
(CoCo壱番屋厚別上野幌店交差点前)
（地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所
27日・28日 厚別区民まつり
さっぽろ夏まつり（大通公園）

20日 カルチャーナイト2018（市内各参加施設）
21日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
27日・28日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

(南地区はとうきび、枝豆、おでんを販売)

8月

8月

厚別区フラワーガーデニングコンテスト2018、

１日〜31日 あつべつアイデア料理レシピコンテスト2018
３日

４日 大谷地団地町内会夏祭り

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

(北星学園大学第二グラウンド)

３日・４日 さっぽろ八月祭（札幌市北３条広場）
11・12日 大工のゆうさんと遊ぼう 木育広場inあつべつ
19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
26日 2018北海道マラソン（大通公園発着）

８・９日 南旭町夏祭り盆踊り大会(白樺公園)
11・12日 上野幌中央町内会連絡協議会
夏まつり (上野幌中央公園)
11・12日 上野幌町内会納涼大会
(上野幌公園）

9月

9月

７日〜30日 さっぽろオータムフェスト2018（大通公園）
15日 あつべつふれあいコンサート（サンピアザ劇場）
17日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
30日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
10月10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）

21日 交通安全早朝街頭啓発
(地下鉄大谷地駅前交差点)

10月20日 あつべつ健康・福祉フェスタ
（厚別区民センター）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
話はさかのぼりますが、１月中旬に引いた風邪が意外と長引き、４月初旬に治ったと
思ったら、気の緩みからか、また風邪を引いてしまい、結局治ったのは５月の末でした。
今年は例年になく天候が不順で、寒暖の差が大きいと感じます。皆さまも体調には十
分お気をつけください。

編集・発行

厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

厚別南まちづくりセンター 厚別区厚別南１丁目 15-10
TEL 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
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