厚別東まちづくりセンターだより
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ワイワイ夏フェスタ in くりの木を開催
7 月 27 日（水）に今年で 7 回目の「ワイワイ夏フェスタｉｎくりの木」が開催されま
した。このイベントには、地域の子育て世代との交流を目的に、地域の様々な団体がスタ
ッフとして参加しています。また、厚別中学校と東商業高校の生徒さん、厚別東児童会館
や厚別東小ミニ児童会館の子どもたちもボランティアとして参加してくれました。
当日は雨で、厚別中学校体育館で初めて行いました。
子どもと保護者がどれくらい来てくれるか不安でしたが、230 名も来てくれました。
11 種類の遊びのコーナーが用意され、子育てボランティア「ひよっこ」の人形劇、
「アン
パンマン体操」「きのこ体操」も披露され、花飾りを手に持ち歌をうたい締めくくりまし
た。

第 1 回各種団体交流会・まちづくり会議を開催
7 月 15 日（金）に、平成 28 年度第 1 回各種団体交流会・
まちづくり会議が開催されました。地域の各種団体から 69
名、札幌市関係者など 1２名、計 81 名の出席がありました。
札幌市からは、想定される最大の地震被害想定などについて
説明がありました。また、まちづくり会議から、熊本・大分
地震義援金を呼びかけ約 21 万円の義援金が集まったこと、
北星学園大学付属高校が災害時には校舎を避難所として開
設し、札幌市の制度を活用して、寝袋等の備蓄を行う考えで
あること、が報告されました。
厚別東地区は平成 22 年から災害時の見守りや防災・福祉
まちづくりマップを作成するなど、災害対応に熱心に取り組
んでいます。
28 年度のまちづくり会議の事業として、ワイワイ夏フェ
スタｉｎくりの木のほか、10 月 20 日（木）と 11 月 11
日（金）に陶芸体験講習会開催などを決定しました。
-1-

会議では、２８年度の事業
について話し合われました

陶芸体験講習会
10 月、11 月開催です！

7 月 29 日（金）30 日（土）の区民まつり
において、厚別東地区は他の町連とともに出
店を運営しました。29 日は午前中強い雨でし
たが、午後には雨も止み、次第に来場者が増
えました。2 日間で、区民まつり全体で 7 万
人にのぼり、
「美味しい」と好評のうち、フラ
ンクフルト 4,000 本、アメリカンドッグ
1,600 本を売り切りました。
お買い上げありがとうございました！

従事された各町内会の皆さん、町連総務部
の皆さんお疲れ様でした。

秋の交通安全運動・総決起大会
厚別区では、交通死亡事故死ゼロを平成 25 年 9 月から約 1,100 日続けています。
さらに厚別東地区では、平成 18 年 3 月 24 日から約 3,800 日続いています。
交通安全実践会（交通指導員）
、交通安全母の会、各町内会、老人クラブが熱心に活動してい
るおかげです。年 4 回の交通安全市民総ぐるみ運動に合わせ小野幌橋付近で街頭啓発も実施し
ています。9 月 21 日（水）13：30 から、小野幌会館で「厚別東地区交通安全総決起大会」
を開催して交通安全の決意を新たにします。

小野幌会館のサークル活動・老人クラブの活動
小野幌会館や原始林会館で、様々なサークルや老人クラブが活動し、仲間づくりや健康づく
りに活発に活動しています。興味がありましたら、どんな活動なのか、のぞいてみませんか。
今回は小野幌会館の活動を紹介します。 ※参加費が必要な場合があります。
≪団体・サークル名

内容・活動曜日・時間帯≫

■小野幌老人クラブ カラオケ（月・午前）、麻雀（水・午前午後）
手芸（木・午前）、文芸等（金・午前）
、囲碁（金・午後）
■自彊術普及会

自彊術（月と金・午前）

■クウ・プアマナ

ハワイアンダンス（火・午前）

■小野幌はつらつサロン

体操（水・午前）

■厚別東パソコンクラブ

パソコン操作習得（木・午後）
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厚別東パソコンクラブ

厚別区役所地域振興課からのお知らせ①
今年 10 月、厚別区の新しいスポーツイベント「厚別区スポーツチャレンジ（スポチャ
レ）」を開催します！
「厚別区スポーツチャレンジ」とは、子どもから高齢者まで広く区民にスポーツを楽
しんでもらうため、誰もが気軽に挑戦できる競技・種目のコーナーを複数もうけ、来場
者に自由に参加してもらう体験型イベントです。
普段からスポーツする方はもちろん、スポーツする機会が少ないという方もスポーツ
を始めるきっかけづくりとして参加してみませんか？
日時 平成 28 年 10 月 9 日（日）午前 10 時～午後 15 時（開会式 9：45）
会場 厚別区体育館
対象 厚別区民（厚別区以外の方の参加も可）
参加受付 当日会場にて
参加費 無料
【種目】フロアカーリング、キンボール、スポーツチャンバラ、室内パークゴルフ、
キックターゲット、ストラックアウト、バスケットシュート、フィットネス
体験、体力測定、その他小さなお子様向けコーナー（輪投げなど）
主催：厚別区スポーツ推進委員会、厚別区体育振興会連合会、厚別区体育館、厚別区
後援：厚別区町内連合会連絡協議会
詳細：厚）市民部地域振興課地域活動担当 電話 895-2442

厚別区役所地域振興課からのお知らせ②
「第７回みんなの！新さっぽろフォトコンテスト」を実施します！
写真を通してあつべつの魅力を発見・発信し、まちづくりにつなげていこうと平成 22
年度から実施しています。厚別区役所、副都心開発公社、北星学園大学の共催で行われ、
産学官の連携によりコンテストの企画、運営、審査、展示まで三者が協力しています。
募集内容 厚別区内の自然や景色・街の色・人々の暮らしなどの写真
募集期間

平成 28 年９月５日（月）～30 日（金）消印有効

応募部門は年齢別に４部門。詳しくは区役所などで配布しているチラシ裏の応募規定

をご覧いただき、そこに付いている応募用紙を写真に添えて下記あてに郵送してくだ
さい。地域振興課への持参も受け付けます。
【郵送・問い合わせ先】〒004-0052 厚別区厚別中央２条５丁目７－２
㈱札幌副都心開発公社内「みんなの！新さっぽろフォトコンテスト」事務局
011-890-2419（平日 10：00～17：00） http://www.arc-city.com/

厚別区役所地域振興課からのお知らせ③
今年も「厚別区民友愛セール」を開催します。
開催日時

平成 28 年 10 月７日（金）13 時～14 時（※商品がなくなり次第終了）

場

厚別区民センター2 階区民ホール

所

―――――――ご協力のお願い―――――――
ご家庭にある新品または新品同様の未使用・クリーニング済み衣類、日用品などをご提
供ください。区役所またはまちセン等で受け付けています。
提供品受付日時 平成 28 年 10 月３日（月）～10 月５日（水）9 時～17 時
詳細：厚別区連合女性部連絡会議事務局（厚別区地域振興課内）電話 895-2442
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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

９月

９月

５～30 日 「第７回みんなの！新さっぽろ
フォトコンテスト」作品募集期間
９～10 月１日 さっぽろオータムフェスト 2016（大通公園）

21日 交通安全総決起大会（小野幌会館）
24日 福祉のまちふれあいサロン旅行会
■各町内会の敬老会

19 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
１０月

４日 小野幌ニュータウン町内会
18日 小野幌連合会、厚別東高台町内会

４日～６日 厚別区フラワーガーデニングコンテス

19日 厚別東ひまわり町内会

ト応募作品展示・区民投票（区役所 1 階ロビー）

25日 もみじ台通り町内会

７日 厚別区民友愛セール（区民センター）
１０月

9 日 厚別区スポーツチャレンジ（厚別区体育館）
15 日 あつべつ区民音楽祭（区民センター）
22 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
27 日～28 日 あつべつ食の文化祭 2016（ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ）
１１月
５日～14 日 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト
表彰式・作品展（ｻﾝﾋﾟｱｻﾞ・ﾃﾞｭｵ 2）
25 日～ ミュンヘンクリスマス市（大通公園 2 丁目他）
29 日～12 月１日 花のチャリティーバザー
（区民センターロビー）

17 日 福祉のまちふれあいサロン入浴会
20 日

陶芸体験学習会

26 日

福祉施設見学会
１１月

2日

ＤＩＧ研修（厚別中学校）

11 日

陶芸体験学習会

20 日

ボーリング大会

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
このっぽろ通信が発行される頃は、湿気の多かった今年の夏も終わり、厳しい冬の前
の秋の到来です。厚別区各町連対抗のソフトボール大会が、昨年をもって終了しました。
厚別区では、代わって 10 月 9 日（日）にスポーツの楽しみを知ってもらうため、
「スポ
ーツチャレンジ」を開催します。フロアカーリングは床に傷がつかないなら厚別東地区で
もやってみたい競技ですね。フィットネス体験や体力測定もあります。体を動かすのは楽
しいです。面白そうなので、のぞいてみてはいかがでしょうか。
～編集・発行～
厚別東まちづくりセンター
電話

厚別区厚別東４条４丁目９－３

０１１－８９７－２８８５

ＦＡＸ ０１１－８９７－２８８７

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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さっぽろ市
02-Q01-16-534
28-2-395

