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厚別区防災訓練
8月29日（火）午前、厚別中学校を会場に厚別区防災訓
練が実施されました。この訓練は、区内の町内会連合会等
が輪番で実施しているもので、今年度は厚別東地区が会場
となりました。
この日は、震度7の地震と連日の大雨による洪水の被害が
発生したとの想定の下、まずは体育館で避難所開設・運営
訓練を行い、避難住民の円滑な受入れの訓練をしました。
その後、厚別東地区の99名に他の町連などからの参加者
24名を加えた総勢123名が４グルーブを作り、倒壊家屋救
出、応急担架作成、救護などの訓練を行いました。
この日は、厚別中学校１年生の生徒145名も、学級ごと
に地域の皆さんと同じプログラムを体験しました。
また、会場には、災害時の状況を身をもって体験するこ
とができる地震体験装置、浸水体験装置も設置されました。
訓練参加者は、最近多発する災害を思い起こし、いつ発
生するか予測できない災害時であっても、慌てず、身の安
全を守り、適切に行動し、少しでも被害を食い止めること
ができるよう、真剣に訓練に取り組んでいました。

第 1 回各種団体交流会・まちづくり会議を開催
7月14日（金）、平成29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。厚別東地区の各種団
体から72名、札幌市関係者12名の計84名が出席し、ま
ず、札幌市から今年度の厚別区の取り組みのほか、関心
の高い「健康寿命」に関する情報提供がありました。
その後議事に入り、平成29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6日（金）と12日（木）に陶芸体験学習会を開催
することや「防災・福祉まちづくりマップ」の改定に取
り組むことなどを決定しました。
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ワイワイ夏フェスタ in くりの木を開催
7月26日（水）に、今年で8回目となる「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
な団体の協力を得て多数の方がスタッフとして参加し
ており、また、厚別中学校と札幌東商業高校の生徒さん、
厚別東児童会館と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。
この日は、未就学児童を中心に子どもさんとその保護
者合わせて330名が訪れました。11種類の遊びのコー
ナーが用意され、特に水遊びのコーナーは、晴天で気温
も上がり大人気でした。子育てボランティア「ひよっこ」
による人形劇「バナナの親子」も披露され、最後に、参
加者全員で花飾りを手に「ありがとうの花」を歌って締
めくくりました。
ご協力いただいた皆さんありがとうございました。

厚別区民まつり ＆ 町内会夏まつり
●第28回厚別区民まつりが、7月28日（金）と29日（土）に
開催されました。
初日は夕方まであいにくの雨でしたが、厚別音頭踊りが始ま
るまでには上がり、二日目は晴天でぐんぐん気温も上がりお祭
り日和となりました。二日間会場全体で７万人の人出となり、
大いに賑わいました。
厚別東地区が運営する出店では、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。行列待ちのでき
る中、休む間もなく従事していただいた各町内会の皆さん、出
店部会の役員の皆さんお疲れ様でした。
●8月５日（土）に4つの町内会で夏まつりが開催されました。
町内会ごとに歴史と特徴があり、参加された皆さんはそれぞ
れに夏の夕方を楽しまれていました。なお、12日に開催予定
の町内会一か所は、残念ながら荒天で中止となりました。
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＊＊地域振興課からのお知らせ＊＊

厚別区スポーツチャレンジ（スポチャレ）
子どもから高齢者まで、誰でも気軽に参加できるスポーツイベントです。
日頃からスポーツをする方はもちろん、スポーツをする機会が少ない方も、スポーツ
を始めるきっかけづくりに、『スポチャレ』に参加しませんか。
日時 平成 29 年 10 月８日（日）開会式９時 45 分
午前の部 10 時〜12 時、午後の部 13 時〜15 時（12 時〜13 時は昼休み）
場所 厚別区体育館（厚別中央２条５丁目）※上靴、靴袋をご持参ください。
種目 フロアカーリング、キンボールスポーツ、スポーツチャンバラ、アイスホッケ
ーシュートゲーム、室内パークゴルフ、キックターゲット、バスケットシュート、
フィットネス体験、体力測定、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 厚別区地域振興課地域活動担当 電話 895-2442

第８回みんなの！新さっぽろフォトコンテスト
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、副都心開発公社・北星学園大学・厚別区の産学官連携による写真コ
ンテストを開催しています。ぜひ、作品をお寄せください。
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
募集期間 平成 29 年９月４日（月）〜30 日（土）（消印有効）
応募部門 年齢別・４部門
応募方法 写真に応募用紙を添付の上、下記へ送付してください。厚別区地域振興課
でも受け付けます。 ※詳しくは、区役所などで配布中のチラシをご覧ください。
郵送先・詳細 〒004-0052 厚別区厚別中央２条５丁目７－２
株式会社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
電話 890-2419（平日 10 時〜17 時） http://www.arc-city.com/

厚別区民友愛セール
家庭にある新品または新品同様の衣類や日用品、手芸品などを販売し、収益金を地域の
福祉活動などに役立てます。
開催日時 平成 29 年 10 月６日（金）13 時〜14 時 ※商品がなくなり次第、終了します。
会
場 厚別区民センター２階 区民ホール
販 売 品 新品同様の衣類、日用品、手芸品など
＊＊＊ご協力のお願い＊＊＊
ご家庭に眠っている「新品または新品同様の衣類や日用品」
、
「クリーニング・洗濯済み
の衣類」
、
「贈り物や引き出物」など、友愛セールの品物をご提供ください。
受付日時 平成 29 年 10 月２日（月）〜４日（水）９時〜17 時
受付場所 区内各まちづくりセンター、森林公園会館、山本会館、厚別区地域振興課
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

４日〜30日

9日 小野幌ニュータウン町内会敬老会

みんなの！新さっぽろフォトコンテスト作品応募期間

８日〜30日 さっぽろオータムフェスト2017（大通公園）

10日 厚別東高台町内会敬老祝賀会

12日 あつべつ健康・福祉フェスタ プレフェスタ

15日 子育てサロン森のもりっ子（厚別東小）

17日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

１７日 小野幌連合会敬老会

（サンピアザ光の広場）

26日〜28日

ちいきつながり☆まちあるきパネル展
（厚別区民センター ロビー）

１８日 厚別東ひまわり町内会敬老会

30日 あつべつ健康・福祉フェスタ（厚別区民センター）

21日 秋の交通安全街頭啓発（小野幌橋）

10月
２日〜６日

厚別東地区交通安全総決起集会（小野幌会館）

厚別区フラワーガーデニングコンテスト応募作品
展示・一般投票（サンピアザ１階 光の広場）

22日 福まち「若がえりサロン」（小野幌会館）

６日 厚別区民友愛セール（厚別区民センター）

10月

８日 厚別区スポーツチャレンジ（厚別区体育館）
14日 あつべつふれあいコンサート（厚別区民センター）

6日、12日

健康づくり陶芸体験教室（江別市セラミックアートセンター）

17日

区民交流ウォーキング大会（ふれあい広場あつべつ）

19日 地域健康教室-講演会（小野幌会館）

20日

あつべつ花フェスタ2017秋（サンピアザ１階 光の広場）

20日 子育てサロン森のもりっ子（厚別東小）

21日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
26日〜28日

23日

福まちふれあいサロン入浴会（札幌市保養センター駒岡）

２６日 福祉施設視察研修

あつべつ食の文化祭2017（サンピアザ１階 光の広場）

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１階 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１階 光の広場）
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）

12日 厚別東町内会連合会ボーリング大会

25日〜12/24

ミュンヘン・クリスマス市（大通公園）

25日

28日〜30日

厚別歴史写真パネル展（サンピアザ１階 光の広場）

４日
４日〜９日
22日〜27日

13日 冬の交通安全街頭啓発（小野幌橋）
17日 子育てサロン森のもりっ子（厚別東小）
第２回厚別東地区各種団体交流会・まちづくり会議

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
８月１６日夜、厚別東４条８丁目で死亡交通事故が発生し、厚別東地区の交通死亡事
故ゼロは残念ながら 4,160 日余りで止まりました。交通事故の多くは安全確認の不徹
底や基本的なルール違反が原因です。歩行者の方も、横断歩道外の横断や飛び出しは事
故に直結しかねません。今一度、交通事故に遭わない、起こさないためにはどのように
行動すべきかを確認し、日々、心がけましょう。

〜編集・発行〜
厚別東まちづくりセンター 厚別区厚別東４条４丁目３-６
電話 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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