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笑顔で深まる地域の絆〜高齢者ふれあい昼食会

▲子どもたちに元気をもらいます（西会館）

▲みんなで楽しむ昭和歌謡（森林公園会館）

６月下旬、地区内３か所において、厚別西地区社会福祉
協議会・厚別西地区福祉のまち推進センターの主催による
「高齢者ふれあい昼食会」が開催され、全体で１８１名の
方が参加しました。(16 日：厚別西会館、21 日：森林公園会館、
27 日：森林公園パークハウス西参番街コミュニティホール)。
この催しは、地域の一人暮らし高齢者をお招きして、民
生委員など地域の方々と食事をとりながら交流を図るこ
とを目的に開催されているものです。
食事の前の交流会では、近隣の幼稚園児や小学校の児童
による元気な歌、踊り、楽器演奏などが披露され、会場に
は参加した皆さんの自然な笑顔があふれていました。
また、西会館では手作りのお弁当が振る舞われるなど、
福まちスタッフ、民生委員、ボランティアの皆さんの献身
的な準備、運営のもと、おいしい食事や合唱などの余興、
さらには区保健支援係・地域包括支援センター・介護予防
センターの職員による手軽な体操なども行われ、各会場の
参加者は会話を弾ませながら満足そうな笑顔を浮かべて
いました。
地区社協の副会長で地区福まちの運営委員長も務める
髙橋征勝森林公園町内会会長は「こういった場に来ていた
だくことが、地域の絆を深める第一歩です。健康に留意さ
れ、来年もこの昼食会でお会いしましょう！」と参加者に
呼びかけていました。
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▲指を動かせば脳も元気に！
（パークハウスコミュニティホール）

▲ボランティアの皆さんも大切な地域の宝物

みんなの元気が地域を守る！〜厚別西少年消防クラブ入クラブ式

▲明るく、楽しく、元気よく！防火・防災に取り組もう！

6 月１１日（日）、厚別消防署厚別西出張所
において「厚別西少年消防クラブ入クラブ式」
が開催され、３人のクラブ員が加わりました。
この日は、櫻井進指導部長（森林公園ﾊﾟｰｸﾊｳ
ｽ町内会会長）から「明るく、楽しく、元気よく、
活動に取り組んでください」とあいさつがあり、
厚別西出張所の奈良弘文所長からは「みんなで
力を合わせて、地域の防火・防災に取り組んで
いきましょう」と激励の言葉が送られました。
続いて、さっそく規律訓練が行われ、クラブ
員たちは熱心に動きを確認していました。

★ご存知ですか？少年消防クラブ★
「少年消防クラブ」は、地域の小学生が中心となり、防火・防災に関する訓練など消防
の仕事を体験するとともに、地域の防火・防災の普及啓発にも取り組んでいます。
厚別西地区では、今回新たに加わった 3 人の新入クラブ員を含む 18 人の小学生、
3 人の中学生・高校生（準指導者）
、9 人の指導者が活動しています。
少年消防クラブの活動に興味があるお子さんがいらっしゃいましたら、厚別消防署厚別
西出張所（電話 894-3119）まで気軽にご連絡ください。

まちの安全・安心を支えて〜防犯功労者表彰
６月 23 日（金）、厚別警察署にて開催
された「平成 29 年度 札幌厚別・北広島
防犯協会連合会総会」において、厚別西厚
信会の顧問で、本年３月まで１０年間にわ
たり厚信会の会長を務められた笠嶋義雄
さんが「防犯功労者表彰」を受けられまし
た。青パト隊の結成や防犯拡大会議の設
置、精力的な見回り活動など、多年にわた
る地域防犯の取組を讃えてのものです。
あらためまして、笠嶋さんのこれまで
の活動に感謝申し上げますとともに、今後
の一層のご活躍をお祈り申し上げます。

▲厚別警察署長から表彰状を受け取る笠嶋さん

厚別消防団西分団が総合訓練大会４連覇！
６月２４日（土）、ふれあい広場あつべつに
おいて「平成２９年度 札幌市厚別消防団 消
防総合訓練大会」が開催され、西分団が４年連
続の総合優勝を飾りました。
区内４つの分団が日頃の鍛錬の成果を競う
この大会で、最も優秀な成績を収め４連覇を達
成されたことは大変な偉業であり、地域の誇り
です。
訓練を重ねてこられた佐藤分団長ほか西分
団の皆様、本当におめでとうございます！
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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 電話 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。
厚別西地区は、食べ物コーナーで「焼きとり」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)
８日〜８月１日

１日 厚別西厚信会大運動会(厚別西公園)
11日 交通安全早朝街頭啓発

PMF2017（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

21日 カルチャーナイト2017（市内各参加施設）

18日 厚別西町内会連合会役員会

22日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

22日 桜台町内会夏まつり(厚別いなり公園)

28日・29日 厚別区民まつり
（ふれあい広場あつべつ 他）

22日 厚別西少年消防クラブ研修会

8月

8月

厚別区フラワーガーデニングコンテスト2017

４日・５日 厚別西厚信会納涼盆踊り（厚別西公園）

子育てふれあいサマーフェスタ

４日・５日

１日〜31日 作品募集

４日 （ふれあい広場あつべつ） ※雨天中止
４日・５日 さっぽろ八月祭（札幌市北３条広場）

５日 山本町内会夏まつり（山本会館前広場）

６日〜10/1 札幌国際芸術祭2017（芸術の森 他）
20日

５日・６日 厚北夏まつり（厚別北若葉公園）

とうべつ軽トラ・マーケット
（ふれあい広場あつべつ）

19日 交通安全ミニ運動会（厚別西地区センター）

〃 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

9月

22日 厚別西町内会連合会役員会

9月

８日〜30日 さっぽろオータムフェスト（大通公園）
12日

第二桜台町内会庁内納涼盆踊り（厚別西みどり公園）

19日 厚別西町内会連合会役員会

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）

20日 西町連女性部ぶどう狩り

16日・17日 だい・どん・でん！（札幌駅前通 他）

21日 交通安全早朝街頭啓発

17日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

30日 ミステリーバスの旅

30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）
いよいよ夏まつりのシーズンが到来しました。町内会のみなさんをはじめ、いろいろ
な方が支えている短い夏の一大イベントに、できるかぎりお伺いしたいと思っておりま
す。どうかよろしくお願いいたします。
また、恒例の「厚別区民まつり（３ページをご覧ください）」が７月末に開催されま
す。当まちづくりセンターにてお得な前売券をまつりの前日まで販売していますので、
ぜひお買い求めください！

〜編集・発行〜
厚別西まちづくりセンター 厚別区厚別西 2 条 3 丁目 8－31
電話 011－891－4555 ＦＡＸ 011－895－7961
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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