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厚別東地区各種団体交流会・まちづくり会議
平成 28 年 11 月 17 日（木）に小野幌会館において、厚別東地区各種団体交流会・
まちづくり会議第 2 回が開催されました。
福祉講演会では、７月に発生した相模原市の障害者福祉施設で 19 名の方が殺害され
た事件について、北星学園大学の田中耕一郎教授から「障害者の生きる権利について」
お話いただきました。命を優と劣に分けてはならないこと、障害者を施設の中に分断す
るのではなく、生活の場で障害者と地域社会とがつながりを持っていくことが偏見を解
消する、というお話しでした。
障害者や高齢者が、その人らしく住み慣れた地域で暮らし
続けられることが望ましい、と感じました。
まちづくり会議第 3 回は 29 年 3 月 16 日（木）18：00
から小野幌会館で開催します。

厚別東高台町内会が市民憲章実践団体として表彰
「わたしたちは時計台の鐘がなる札幌の市民です。」で始まる
札幌市民憲章は、札幌がより豊かで住みよいまちになることを
願って、昭和 38 年に制定されました。
この度、厚別東高台町内会が毎年 12 月に実施している「も
ちつき大会を通じた三世代交流の促進」の事業が、市民憲章優
良実践団体として表彰されました。
今年は 12 月 18 日（日）に開催され、子どもたちに「もち
つき」を体験してもらうため、町内会の方が朝早くから準備し
ました。参加者は親子 70 名、子どもたちは交代で餅をつき、
お雑煮や餡もちにして食べました。もちつき大会の様子はＮＰ
Ｏ法人が撮影し、ユーチューブにアップし全世界に流れます。
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生活・子育てなど身近なことで困った
ら
［民生委員児童委員が決まりました］
民生委員児童委員と主任児童委員の新
しい任期が 12 月から始まり 1 日に委嘱
状が授与されました。
厚別東地区では再任が 13 名、新任が 4
名です。また、7 名が今期で退任され、
16 日に厚生労働大臣の感謝状が授与され
ました。今後 3 年間、地域のみなさんの
相談や一人でお住まいの高齢者の見守り、
子育て世代と
の交流事業
を行います。

［なんでも総合相談会が開催されました］
12 月 7 日（水）小野幌会館で「なんで
も総合相談会」が開催されました。
厚別区役所保健師や地域包括支援セン
ターなどの職員が、介護保険制度について
知りたい、施設に入るためにはどうした
ら、など様々な相談に乗りました。
小野幌会館にある「福祉のまち推進セン
ター」では月・水・金の午前中、当番を決
めて相談を受けています。
困りごとのある方
は、様々な機会を
活用して相談して
ください。

厚別東地区演芸大会のご案内
日時：平成 29 年 2 月 12 日（日）10：00～15：30
場所：小野幌会館 大ホール（厚別東４条４丁目９－３）
去年は出演者も増え、楽しい時間を過ごしました。今年もたくさんの方の
応援をよろしくお願いします。

ボーリング大会が開催されました
11 月 20 日（日）に厚別東地区ボーリング大会が 7 町内会
から 20 チームが参加して開催されました。
優勝は「ひまわりＣチーム」1170 点、準優勝は
「小野幌連合会Ａチーム」1138 点、3 位が「小野幌
ニュータウンＢチーム」1115 点でした。
個人優勝はひまわり町内会の谷口路夫さん 340 点で、
準優勝の小松昇之さんとは 3 点差の接戦でした。

火災に気をつけましょう！
厚別東地区において 12 月 14 日に 2 階の一部を焼く火災が発生しま
した。札幌市や厚別区では昨年に比べ火災の件数は減っていますが、厚
別東地区では逆に増えています。札幌市では仏壇のロウソクが原因の火
災が 3 件起きています。放火も怖いですね。物置に鍵をかけて燃えやす
いものを家の周りに置かないようにして注意してください。
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厚別区役所地域振興課からのお知らせ

新さっぽろ冬まつり 2017
厚別の子どもたちが、冬を元気に楽しむことができるよう、地域の学生やボランテ
ィア・企業・関係団体が企画・実施する「新さっぽろ冬まつり」。今年で 12 回目を
迎えます。
メイン会場の“ふれあい広場あつべつ”では、アイスリンクやチューブすべり台、
子どもたち手作りのかまくら風トンネルが登場。また、野外書道など様々なパフォー
マンスやミニゲーム、あったかメニューで楽しめるほか、人気のスノーキャンドル作
りも体験できます。
ご家族そろって遊びに来てください！

日時 平成 29 年 1 月 28 日（土）12：00～18：00
29 日（日）10：00～16：00
会場 ふれあい広場あつべつ、科学館公園（厚別中央 1 条 5 丁目）
≪連携・共催会場≫
札幌市青少年科学館、厚別公園競技場
※ 連携・共催会場は開催時間が異なります。詳しくは、厚別区役所ホームペー
ジまたは厚別区役所などで配布するチラシをご確認ください。
詳細：新さっぽろ冬まつり実行委員会事務局（厚別区役所地域振興課内）☎892-2442

厚別区役所から

新年あけましておめでとうございます
厚別区民の皆様には、日ごろから厚別区のまちづくりにご支援、
ご協力いただきありがとうございます。
厚別区に着任し、早いもので 9 か月がたちました。この間、
地域における様々な会議や行事に出席させていただき感じたこ
とは、区民の皆様自らが主体となり、熱意をもって、まちづくり
に携わる活動が各地域で展開されているということです。
本年も、魅力ある快適なまちづくりを目指して、区民の皆様と
共に頑張ってまいりますので、引き続き変わらぬご支援、ご協力

厚別区長

をよろしくお願いいたします。
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平木

浩昭

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

１月

１月

４日

厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌）

9日

厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌）

14 日 あつべつふれあいコンサート（厚別区民ホール）
28 日～29 日
新さっぽろ冬まつり 2017（ふれあい広場あつべつ 他）
1 月 28 日～2 月 25 日
札幌演劇シーズン 2017-冬（市内各劇場）

２月
５日

第 37 回札幌国際スキーマラソン（札幌ドーム周辺）

６日～ 第 68 回さっぽろ雪まつり
大通公園・すすきの会場（12 日まで）
つどーむ会場（1 日～12 日まで）

8日(日) 厚別東ひまわり町内会新年会
(原始林会館)
15日(日) 小野幌連合会新年会(小野幌会館)
16日(月) 小野幌老人クラブ新年会(小野幌会館)
19日(木) 福まちふれあいサロンお正月遊び
(小野幌会館)
20日(金) 町連・地区社協合同研修会
(小野幌会館)
20日(金) 違法駐車パトロール
22日(日) 青少年育成委員会かるた＆トランプ
大会(小野幌会館)
28日(土) 消火栓除雪ボランティア、緊急ヘリポ
ート雪踏み(厚別中学校など)

２月

19 日～26 日
2017 冬季アジア札幌大会（札幌市・帯広市各所）

12 日(日) 厚別東地区演芸大会(小野幌会館)

３月

15 日(水) 福まち ふれあいサロン入浴会

1 日～3 日
第７回厚別歴史写真パネル展（サンピアザ 1 階光の広場）
11 日

ガーデニング入門講座
（厚別区民センター視聴覚室）

３月
16 日(木) 各種団体交流会・まちづくり会議第
3 回(小野幌会館)

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
昨年は区民まつりなどの様々な行事やまちづくり会議でたいへんお世話になりました。
ありがとうございます。昨年度はまれにみる小雪で、累計降雪量が 400ｃｍちょっとでし
た。今年は雪が多そうで、町内会の役員の方は、パートナーシップ除雪をするかしないか、
悩まれる時期になりますね。札幌市では町内会などに「市民助成トラック」や「小型除雪
機」を貸出しています。冬の生活環境を向上するためには、地域のみなさんの協力がかか
せません。敷地内の雪を道路に出さない、路上駐車をしない、を守ってください。
～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
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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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