厚別西まちづくりセンターだより
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子どもたちの笑顔があふれて！！
〜第 33 回厚別西地区ミステリーバスの旅〜
９月２8日（土）、「第33回厚別西地区ミステリ
ーバスの旅」が開催され、小学校低学年の児童を中
心に２２３名の地域の子どもたちが参加しました。
西町連・各単位町内会、地区社会福祉協議会、地
区老人クラブ連絡協議会、地区子ども会連絡会、地
区青少年育成委員会により構成される「実行委員会」
が主催し、青少年育成委員の皆さんが中心となって
企画・準備を進め、当日は各町内会や子ども会から
運営に加わるなど、地域ぐるみで実施されました。
現地に向かうバスの中、秘密だった今回の行き先
「登別伊達時代村」が発表されると、子ども達は大喜
び。澄み切った秋晴れの青空の下、時代村のマスコ
ットキャラクターであるニャンまげコメディ劇場や
忍者達のアクションショーを鑑賞したり、こけしや
こまの絵付けや弓矢術や手裏剣などの遊びを体験し
たり、江戸時代の仙台藩の街並みを散策したりと、
施設内のあちらこちらで子ども達の笑顔が見られま
した。
地区青少年育成委員会の野川順子会長は「当日は
最高の晴天に恵まれ、子どもたちが本当に楽しそう
にしている様子に、私たちも元気をもらうことがで
きました。事前の準備や当日の運営にご協力いただ
いた皆さまに心から感謝を申し上げたいと思いま
す」と笑顔で話していました。

▲ニャンまげのお芝居に大興奮！

▲時代村を探索する子どもたち

▲お昼はみんなで楽しく賑やかに焼肉！

▲忍者のアクションショーにハラハラドキドキ
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▲熱心に見入る子どもたち

「明るい」まちづくり〜街路灯にかかる永年表彰
10月8日（火）、ホテル札幌ガーデンパレ
スにて開催された札幌市街路灯組合連合会の
永年表彰式において、厚別区から１団体、森
林公園町内会（髙橋征勝会長）が市長表彰を
受賞されました。
地域住民の安全・安心な暮らしの確保のた
め、長年に渡る街路灯の整備や維持管理活動
を讃えてのものです。
森林公園町内会の髙橋会長は、
「地域住民の
防犯の一環として、25年以上に渡り街路灯管
理に努めてきました。今回の受賞は、会員皆
様からの通報や町内会防犯防災部の早期対応
の賜物であるものと感謝いたします。
」と話し
ていました。

秋を満喫！〜「研修」で深まる仲間の絆

▲福祉のまち推進センター
福祉施設視察研修
9 月９日（月）

▲町連女性部研修会
9 月 19 日(木)

▲交通安全母の会研修会
10 月 11 日（金）

9月から10月にかけて、地域内の様々な団体において、施設の視察などを通じた知識の向上
とともに、会食等による交流・親睦を主な目的とした研修が開催されました。
日頃から地域のために熱心に活動される皆さんが、このような機会を通じて新たに学ぶととも
に、組織の絆を一層深めていました。

地域を支える奉仕の心〜赤十字奉仕団厚別西分団奉仕活動〜
10月24日（木）、札幌市
赤十字奉仕団厚別西分団に
よる奉仕活動が行われまし
た。午前中はグループに分か
れて道路のごみ拾い等の清
掃活動を行い、午後は雑巾縫
いを実施。心を込めて縫い上
げた雑巾は、市内の養護施設
▲ごみのないきれいな街に！
▼一針一針心を込めて…
や老人保健施設等に寄贈さ
れます。
佐藤アツ子分団長は、
「皆さんの協力のおかげで今年も町内がきれいになりましたが、やはり、
人通りの少ないところではゴミが沢山捨てられているようです。来年度も環境美化活動等に取り
組んでまいりますので、ご協力よろしくお願いします。」と話していました。
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＊＊地域振興課からのお知らせ＊＊

「第 10 回厚別歴史写真パネル展」を開催します
あつべつ区民協議会主催による「厚別歴史写真パネル展」を開催します。
第10回目となる今回は、厚別区の30年前と今の風景を比較するパネルを展示する他、例年大好
評の、大型ビジョンを用いて歴史写真を解説しながら来場の方と語らう交流・談話会を、テーマ
を新しくして開催します。
日 時 令和元年11月28日（木）〜11月30日（土） 10時〜20時
場 所 サンピアザ1階 光の広場
詳 細 厚別区役所地域振興課（まちづくり調整担当）電話895-2442

ストップＤＶパネル展ミニコンサート
ＤＶ撲滅に関するパネル展の実施に合わせて、コンサートを行います。
日 時 令和元年11月18日（月）16時〜16時30分
場 所 サンピアザ1階 光の広場
観覧料 無料
パネル展示は18日（月）〜19日（火）10時〜21時
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

第 29 回

花のチャリティーバザー

厚別区女性サークル連絡会主催による「花のチャリティーバザー」を行います。
冬に彩りを添える、赤やピンクの色鮮やかなシクラメンやポインセチアなどの鉢植え、観葉植
物などが販売されます。収益金の一部は、福祉事業に役立てられます。
26日には（公財）北海道盲導犬協会から、盲導犬がキャンペーンに来る予定です。
日 時 令和元年11月26日（火）〜11月28日（木） 10時〜20時
場 所 厚別区民センター1階 ロビー
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

令和元年厚別区新成人のつどい
日 時 令和２年１月12日（日）13時〜14時（12時30分受付開始）
会 場 ホテルエミシア札幌3階パレスホール（厚別中央2条5丁目）
対 象 厚別区に住民登録がある新成人（平成11年４月２日〜平成12年４月１日生まれの方）
その他 対象者の方には、12月上旬に案内状を郵送します。また、厚別区に住民登録のない方も
出席できます。出席を希望される方は、当日、直接会場へお越しください。
主 催 厚別区成人の日行事実施委員会
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

成人式お祝いメッセージ募集
二十歳を迎えた新成人へ、成人式で贈る先達からのメッセージを募集します。
叱咤、激励、期待、教訓…気持ちがこもっていればなんでもかまいません！可能性あふれる若
者に「おめでとう」の気持ちをつづってください。（200 字程度以内、短いものも可）
応募方法 郵送、FAX、E メール（at.chiiki@city.sapporo.jp）
。11 月 22 日（金）まで。
氏名（フリガナ含む）
、住所、電話番号、必要があればペンネームを記入ください。
詳細 厚別区成人の日行事実施委員会（厚別区地域振興課内）電話895-2442 FAX895-5930

-3-

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

11月

11月

みんなの！新さっぽろフォトコンテスト表彰式
（サンピアザ 光の広場）
みんなの！新さっぽろフォトコンテスト
全作品展示（サンピアザ 光の広場）
ストップDVパネル展ミニコンサート
（サンピアザ１階 光の広場）

11日 厚別西地区更生保護女性会ミニ集会（西会館）

22日〜12月25日

ミュンヘン・クリスマス市（大通公園）

ル
15日 厚別西地区迷惑駐車パトロー
（森林公園会館周辺）

22日〜12月25日

さっぽろホワイトイルミネーション（大通公園）

19日 厚別西町内会連合会役員会

9日
9日〜14日
18日

11日

14日 男性料理教室

26日〜28日 花のチャリティーバザー（厚別区民センター）
27日〜12月2日

冬の交通安全早朝街頭啓発（北門信金厚別西支店、
ﾄﾗｲｱﾙ厚別店・ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ厚別北3条）

30日 もちもちフェスティバル（厚別西児童会館）

みんなの！新さっぽろフォトコンテスト
入賞作品展示（Duo2 5階 新さっぽろギャラリー）

28日〜30日 厚別歴史写真パネル展（サンピアザ 光の広場）
30日 厚別区防災講演会（厚別区民センター）

12月

12月

18日〜22日 SAPPORO CITY JAZZ 2019冬
28日〜1月5日

8日 第二桜台町内会もちつき会

市役所・区役所 休み

12日

HAPPYひ ろ ば ・て を つ な ご う ＆ ポ ロ ッ プ ひ ろ ば
みんなでもちつきをしよう（あつべつきた幼稚園）

17日

厚別西町内会連合会役員会

28日〜１月5日

まちづくりセンター

１月

１月

6日 厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌）
12日 厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌）
25日・26日
25日〜2月22日

休み

10日 厚別西地区迷惑駐車パトロール
（森林公園会館周辺）
21日 厚別西町内会連合会役員会

新さっぽろ冬まつり2020
（ふれあい広場あつべつ 他）

札幌演劇シーズン2020-冬（市内劇場）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
今年は、全国各地で例年より 2 か月程早くインフルエンザが流行しているとの報道がありましたが、
札幌市でも 10 月中旬にはインフルエンザの流行が始まったとの発表がありました。
予防接種は発症後の重症化等に一定の効果があるとされていますので、早めに接種
されることをお勧めします。また、こまめな手洗いや室内の適度な湿度維持など、
日ごろから体調管理に留意され、元気に今年の冬も乗り切りましょう。

〜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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