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厚別東地区の町内会
厚別東地区には７つの単位町内会があり、これらが集まって厚別東町内会連合会を結
成しています。４月22日には町内会連合会の定期総会が開催され、事業報告、決算報
告、事業計画案、予算案、会則改正案等の審議が行われました。
これから平成30年の事業が始まり
ます。安心・安全で住みよいまちづく
りの実現に向け、地域の皆様には町内
会活動への積極的なご支援、ご参加を
お願いします。

◎厚別東町内会連合会
会 長 中川 喜久雄
副会長 菊地 邦夫、鴇田 稔和
◎単位町内会長
小野幌連合会 鴇田 稔和
小野幌ニュータウン町内会 長谷川 雄助
厚別東王子町内会 深川 泰
厚別東ひまわり町内会 中川 喜久雄
もみじ台通り町内会 菊地 邦夫
厚別東イトーピア町内会 上條 隆
厚別東高台町内会 大戸 勇三

新入学児童を見守りましょう
春の交通安全市民総ぐるみ運動を終えて
４月６日、春の交通安全市民総ぐるみ運動の初日、国
道１２号線小野幌橋付近において、朝の通勤通学時間に
あわせて交通安全街頭啓発を行いました。今回は、浅野
厚別区長、伊藤厚別警察署長も一緒に北海道警察マスコ
ット「ほくとくん」を中央に据えて、「シートベルト着
用」と「スピードダウン」を呼びかけました。
今年度の新入学生は、小野幌小学校88名、厚別東小
学校41名、厚別中学校152名です。
これからの時期、学校生活にも慣れ、行動範囲も徐々
に広がります。交通安全指導員、交通安全実践会、交通
安全母の会、各町内会の皆さんには、引き続き、交通ル
ールを守り安全に登下校できるよう温かく見守ってく
ださるようお願いします。
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厚別東地区福祉のまち推進センター
札幌市ぬくもり・すこやか表彰を受賞
３月28日、厚別東地区福祉のまち推進センターが札幌市ぬくも
り・すこやか表彰を受賞しました。
同センターは長年にわたり高齢者の見守り活動を推進するととも
に相談窓口の開設やサロン活動などを実践しており、これらの取組み
が他の模範になる顕著な実績と認められました。

北星学園大学附属高等学校吹奏楽部
厚別区民ふれあい事業実践者として表彰されました
３月16日、スポーツ・芸術・文化の分野で全国大会出場な
どの顕著な実績のあった団体として、北星学園大学附属高等
学校吹奏楽部が厚別区民ふれあい事業実践者として表彰され
ました。平成28、29年度の２年連続で「全日本吹奏楽コン
クール北海道大会」で金賞を受賞、
「全日本高等学校吹奏楽大
会 in 横浜」に出場するとともに、地域の老人保健施設や厚別
区民まつりなどで演奏を続けてきたことが、区民の心のふれ
あいと連帯感を高めたとして評価されました。

子育てサロン 「くりの木」＆「森のもりっ子」
◎「くりの木」(会場：小野幌会館)
8 月 1 日(水)、9 日(木)、16 日(木)
平成 31 年 1 月 9 日(水)、17 日(木)、3 月 27 日(水)、4 月 3 日(水)

◎「森のもりっ子」(会場：厚別東小学校１階ホール)

すべて金曜日

5 月 18 日、６月 15 日、７月 20 日、８月 17 日、9 月 14 日、10 月 19 日、
11 月 9 日、12 月 14 日、平成 31 年 1 月 11 日、2 月 15 日、3 月 15 日

札幌市からのお知らせ
札幌市のお知らせ情報は
地デジとアプリでチェック！

地デジ

５チャンネルでｄボタン
を押し「札幌市からのお知
らせ」を選択！

札幌市からのお知らせ情報を地上デジタル
テレビ５チャンネル(STV)のデータ放送と無
アイ
料配信のスマートフォンアプリ「ｉさっぽ
ろ」で見ることができます！広報さっぽろに
掲載しているお知らせの他、イベントや講座
の情報などもたくさん配信しています。

アプリ

「i さっぽろ」
で検索！または
こちらから→

アイ

詳細

厚別区総務企画課広聴係 895-2428

[対応 OS]
Android 版：OS 5.0 以上
IPhone 版：iOS 8.0 以上

地デジ・アプリで配信して
いるイベントや講座情報
をまとめた冊子も配架し
ています！
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−配架場所−
区役所、まちづくりセンター、
地区センター、区民センター、
市内郵便局(簡易郵便局を除
く) など

厚 別 東

地区の

情報

厚別東
まちづくりセンター

ピカット豆知識
かつては「小野幌（このっぽろ）
」と呼ば
れ、平成８年に厚別中央地区から分かれて誕

した「小野幌小学校」は区内で２番目に歴史

６月 国道12号線花いっぱい
プロジェクト
７月 ワイワイ夏フェスタ
ｉｎ くりの木

がある学校で、当時は地域の娯楽施設として

８月 各町内会夏まつり

生した地区なんだよ。
明治32年、小野幌簡易教育所として開校

１月 かるた＆ゲーム大会

も利用されていたんだって。

２月 演芸大会

※区内最初の小学校は信濃小学校。

統

計

情

主要行事
厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

報
世帯

人

住民基本台帳
平成30年４月１日現在

割 合（％）

口

（人）

男

女

平均

年少人口

生産年齢人口

老齢人口

年齢

札幌市

1,050,295

1,949,947

911,129

1,038,818

11.4

62.3

26.3

46.8

厚別区

64,714

127,658

58,578

69,080

10.5

59.6

29.9

49.0

厚別東地区

7,617

16,414

7,607

8,807

12.2

58.2

29.6

48.2
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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

厚別東地区の動き

５月

５月

19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
※先着400名に花苗プレゼント（一人１株）

11日 小野幌会館運営委員会定期総会
13日 厚別東地区社会福祉協議会定期総会
１８日 子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)

19日 健康都市空間 新さっぽろロハスマラニック
（受付：青少年科学館前（予定））
16日〜27日 さっぽろライラックまつり（大通公園）
（川下公園会場 6/2・3）

６月

６月

５日 瑞穂大学開校（〜10月30日）

11日 国道12号線花いっぱいプロジェクト（花苗植え）

６日〜10日 YOSAKOIソーラン祭り（大通公園 他）
10日

新さっぽろ「あつこい」会場（ふれあい広場あつべつ）

１５日

福まちふれあいサロン「うたごえ喫茶」(小野幌会館)

１５日 子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)

16日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

22日 福祉演芸大会(小野幌会館)

17日 ファミリー森林浴ウォーキング（野幌森林公園）

26日

あつべつ花フェスタ2018春
未定 （新さっぽろアークシティホテル５階

未定

ガーデニングdeお近付き

福まちふれあいサロン「筋力アップセミナー(４月18日
から変更)」(小野幌会館)

アークホール）

みんなで一緒にまちづくり教室

７月

７月

21日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
27日・28日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

９日 ＤＩＧ研修
20日 子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)
26日 ワイワイ夏フェスタ in くりの木

「国道１２号線花いっぱいプロジェクト」花苗植えは６月11日（月）、
「ワイワイ夏フェスタ in くりの木」は７月 26 日（木）に実施します。
◆編集後記◆（所長のつぶやき）
所長は着任して早一年が過ぎました。これまでの間、どこまでお力になれたものか汗
顔の至りです。４月には、まちづくりセンター支援員が交代し、猿山 和枝と小山 美紗
子が着任しました。地域と市役所をつなぐ窓口として円滑な地域づくりの支援に努めて
参りますので、引き続きよろしくお願いいたします。
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
011-897-2885
FAX 011-897-2887
厚別区役所ホームページ
札幌市役所ホームページ

厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」
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