厚別東まちづくりセンターだより
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このっぽろ通信
令和元年（２０１９年）５月１０日発行

「平成」から「令和」へ、新しい時代の幕開け！

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2０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、予算案等の審議が行われました。
５月１日から新元号に変わり、令和
◎厚別東町内会連合会
元年度の事業が始まりました。安心・
会 長 中川 喜久雄
安全で住みよいまちづくりの実現に向
副会長 菊地 邦夫、鴇田 稔和
け、地域の皆様には町内会活動への積
◎単位町内会長
極的なご支援、ご参加をお願いします。
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 東郷 勇三
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

ご入学おめでとうございます
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。
今年度の新入生は、小野幌小学校9４名、厚別東小学校50名、厚別中学校145名で
す。入学された皆さんは、一日も早く学校生活に慣れ、お友達をたくさん作り元気で
明るい学校生活を過ごしてください。また、地域の皆さんは、子どもたちを温かく見
守ってくださいますようお願いします。

厚別中学校の入学式（4 月 9 日）

小野幌小学校の入学式（4 月 8 日）
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小野幌老人クラブ創立５０周年
記念式典・祝賀会の開催
３月７日、小野幌老人クラブの「創立５０周年記念式典・祝賀会」が小野幌会館で開
催されました。小野幌老人クラブは、昭和44年３月７日に厚別区では３番目の老人ク
ラブとして発足し、地域の発展とともに歴史を刻み続け、地域奉仕活動やサークル活動
などを行っています。この日は、会員60名に加え、厚別区役所、札幌方面厚別警察署、
厚別区老人クラブ連合会をはじめ各団体等から来賓16名を招き記念式典・祝賀会を執
り行いました。式典では、会長式辞、来賓3名からの祝辞、記念事業として厚別区社会
福祉協議会への金一封贈呈、元・前会長及び永年会員への感謝状贈呈も行われました。
祝賀会では、くす玉わりや日本舞踊、フィオーレ合奏団の演奏やマジックなどのアト
ラクションもあり、華やかな宴となりました。
なお、「小野幌老人クラブ」は、4月1日より「小野幌クラブ」に改称されました。

北海道札幌啓成高等学校女子硬式テニス部が
厚別区民ふれあい事業実践者として表彰されました
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、３月２２日に北海道札幌啓成
高等学校女子硬式テニス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３０年度高体連北海道テニス選手権大会優勝
平成３０年度全国高等学校総合体育大会（テニス競技）
団体ベスト16、シングルスベスト8、ダブルスベスト16
なお、３月２０日から福岡県で開催された第41回全国選抜高校テニス大会では、
個人戦で照井妃奈さんがベスト８まで進出し、優秀な成績をおさめました。

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 7 日(水)、14 日(水)
令和 2 年 1 月 8 日(水)、16 日(木)、3 月 26 日(木)、4 月 1 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 17 日、６月 14 日、７月 19 日、８月 16 日、9 月 13 日、10 月 18 日、
11 月 8 日、12 月 13 日、令和２年 1 月 10 日、2 月 14 日、3 月 13 日
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厚別区誕生★30 周年記念
イ ベ ン ト 情 報

キャッチフレーズ募集

■厚別区のキャッチフレーズ募集

■新さっぽろ音楽の日
〜MUSIC POCKET〜

「これからの厚別」がイメージできて、
厚別に気軽に足を運んでみたくなる…、
そんなキャッチフレーズを募集します。

６月22日
あつべつの街が音楽で
あふれます♪
新さっぽろ駅周辺の
事業者が連携して実施する
厚別区の新たな音楽イベント。
新さっぽろの街全体が一日中
巨大な音楽ステージに♬
◎

要

件

募集期間
応募条件

SNS アカウント

応募方法
応募資格
選考結果

music̲pocket̲pr
music̲pocket̲pr

■第26回厚別区子どもまつり

「これからの厚別」がイメー
ジできる、あなたが考える厚
別区魅力を20字以内で表現
４月11日〜６月10日
作品は一人１点とし、自作で
未発表のものに限る
郵送、FAX、メール等
どなたでも応募可能
審査・投票を経て、採用作品
を決定します

〜遊び・ふれあい・そして思いやり〜

応募要項等の配布先
日時 ７月７日[日] 10時〜15時
会場 ふれあい広場あつべつ
内容 ステージ発表や縁日コーナー、
パトカー乗車体験や人気の巨大
迷路など

･厚別区役所２階地域振興課
‣ 区内各まちづくりセンター
‣ 厚別区ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
30kinen/top.html

詳細 厚別区誕生 30 周年記念事業検討委員会事務局（厚別区地域振興課内）電話 895-2442

厚別もっと花壇づくり講座（中級編）・厚別オープンガーデン巡り
厚別区役所によるお花に関するイベントを
今年はリニューアル！
公共花壇や植樹升の管理をしている方や、そのような
場所での活動に興味のある方を対象にした連続講座の
ほか、個人宅のお庭を複数見学するオープンガーデン
巡りを行います。
詳細は、広報さっぽろ5月号や厚別区役所等で配架す
るチラシにてご紹介します。
詳細 厚別区地域振興課まちづくり調整担当係
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電話 895-2442

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

厚別東地区

５月

５月

６日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
18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））

10日 小野幌会館運営委員会定期総会
12日 厚別東地区社会福祉協議会定期総会
１7日 子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)

19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

17日

福まちふれあいサロン「筋力アップセミナー」(小野幌
会館)

※先着400名に花苗プレゼント（一人１株）

29日 厚別もっと花壇づくり講座開始（〜10月16日）

６月

６月

２日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
５日〜９日 YOSAKOIソーラン祭り（大通公園 他）
９日

新さっぽろ「あつこい」会場（ふれあい広場あつべつ）

11日 瑞穂大学開校（〜11月12日）
16日

17日

国道12号線花いっぱいプロジェクト（花苗植え）

13日

福まちふれあいサロン「うたごえ喫茶」(小野幌会館)

14日 子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)
21日 福祉演芸大会(小野幌会館)

ファミリー森林浴ウォーキング（野幌森林公園）

22日 新さっぽろ音楽の日
23日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
23日

厚別オープンガーデン巡り

７月

７月

15日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

8日 ＤＩＧ研修
19日 子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)
31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17日（月）、
「ワイワイ夏フェスタ in くりの木」は７月３１日（水）に実施します。
◆編集後記◆（所長のつぶやき）
４月１日付けで、まちづくりセンターに中澤 優（所長）と横浜 八重乃（支援員）が
着任しました。これからも、支援員（猿山 和枝）と 3 人で力を合わせ、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
厚別区マスコットキャラクター
ピカットくん
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さっぽろ市
02-Q01-19
31-2-398

