厚別西まちづくりセンターだより
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楽しい語らい、通じ合う心〜高齢者ふれあい昼食会

▲園児たちの元気なダンス！（厚別西会館）

▲よさこいよさこい！こちらも元気な園児たち
（パークハウスコミュニティホール）

▲ボランティアさんたちが心を込めて準備
「本当にやりたかったことを見つけました」

▲たくさんの児童との楽しい交流（森林公園会館）

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 187 名の方が参加しました。
(６月８日：厚別西会館、６月 13 日：森林公園会館、６月 26 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、さらにはクイズなど
も披露され、会場は大いに盛り上がりました。
また、各会場で手作りの扇子入れが配られたほか、
西会館ではスタッフさんたちが準備したお弁当が振
る舞われるなど、福まち運営委員、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も行われ、会場には笑
顔があふれていました。
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「子どもたちか
ら元気をもらい、楽しく語り合い、あっという間に
時間が過ぎました。今後も健康に過ごしていただき、
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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地域が支える美しいまち〜清掃ボランティア活動実践者表彰

感謝状を笑顔で受け取る佐藤さん 左(
)

５月２５日（金）、厚別区民センターにて開催さ
れた「厚別区クリーンさっぽろ衛生推進協議会定例
総会」において「清掃ボランティア活動実践者への
表彰が行われました。
厚別西町連からは厚別西厚信会地区にお住まい
の佐藤恵美子さんが受賞されました。朝のラジオ体
操へ通う道や公園内外のごみを約 6 年にわたり拾
い集めるなど、地域の模範となる環境美化への貢献
を讃えてのものです。いつもまちをきれいにしてい
ただき、ありがとうございます！

▲

明るく、楽しく、元気よく！〜厚別西少年消防クラブ入クラブ式
防火・防災のＰＲ、がんばります！

6 月１0 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」
が行われ、８人のクラブ員が加わりました。
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、厚別西出張所の大森
一貴担当係長からは「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」とそれぞ
れ激励の言葉が送られ、続いて行われた規律訓
練や消防・救急車両の見学に参加したクラブ員
たちの表情は、とても凛々しく見えました。

▲

火災からわがまちを守る！〜優良町内会表彰
6 月 13 日（水）に開催された「札幌厚別区
防火委員会定期総会」において「平成 29 年度
優良町内会表彰」が行われ、桜台町内会が受賞
しました。夏まつりでの防火・救急の普及啓発
や日頃からのパトロールなどの活動を讃えての
ものです。
桜台町内会の佐藤会長は「交通安全防災部の
尾方部長を中心に、町内の皆様には熱心に防火
活動に取り組んでいただいております。今回の
受賞を励みに、さらに地域一丸となって取り組
んでまいります」と話していました。

▲中川委員長から表彰状を受け取る佐藤会長（右）

厚別消防団西分団が総合訓練大会５連覇！
６月２３日（土）、ふれあい広場あつべつ
において「平成 30 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
５年連続の総合優勝を飾りました。
いつも地域の安全を支える区内４つの分
団が日頃の鍛錬の成果を競うこの大会で５
連覇を達成されたことは大変な偉業です。
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

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 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

７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

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

PMF2018（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

あつべつ・エキ音♫

17日 厚別西町内会連合会役員会

18日 （地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所前）
20日〜8月17日 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

21日 桜台町内会夏まつり(厚別いなり公園)
21日 厚別西少年消防クラブ研修会

厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

8月
１日〜31日
３日

8月

厚別区フラワーガーデニングコンテスト2018、
あつべつアイデア料理レシピコンテスト2018
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

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）

３日・４日 厚別西厚信会納涼夏祭り（厚別西公園）
３日・４日

第二桜台町内会庁内納涼盆踊り（厚別西みどり公園）

４日・５日 厚北夏まつり（厚別北若葉公園）
21日 厚別西町内会連合会役員会
25日 交通安全ミニ運動会（厚別西地区センター）

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）

18日
19日
21日
29日

厚別西町内会連合会役員会
西町連女性部ぶどう狩り
交通安全早朝街頭啓発
ミステリーバスの旅

あつべつ健康・福祉フェスタ プレフェスタ

10月10日 （サンピアザ光の広場）
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）

「あつにし通信」の編集作業を進めるうち、大阪方面で大きな地震が発生し、小学生の女の子を
含む複数の方の尊い命が失われてしまいました。亡くなられた方のご冥福をお祈り申し上げますと
ともに、被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。
今回「ブロック塀」の倒壊で亡くなられた方がいらっしゃいました。塀に限らず、地域を災害の
視点で見つめなおす必要性を痛感したところです。皆様もどうか今一度、身の回り、普段歩く道を
お確かめいただき、災害に強いまちづくりを進めてまいりましょう。

編集・発行

厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

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
TEL 011－891－4555 FAX 011－895－7961
厚別区役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
札幌市役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/
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