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12 号線花いっぱいプロジェクト開催
厚別東地区の恒例事業である 12 号線花いっぱいプロ
ジェクトは、6 月 10 日（金）に厚別東地区各種団体交
流会・まちづくり会議の各団体＋コカコーラ社員計 90
名が、また、6 月 11 日（土）に厚別中学校女子バレー
ボール部生徒 10 名が手分けして国道 12 号線沿いの街
路樹枡 37 カ所に花を植えました。
これまではマリーゴールドを植えてきましたが、今年
はベコニア、ペチュニア、アリッサム、クリッソンセマ
ムの 4 種類を 4 カ所に植えました。来年の花の種類の
参考にします。
１０月末の撤去まで、咲き続けるよう雑草取り、水や
りが必要です。沿道の企業には快くご協力をいただいて
いますが、地域の皆様もよろしくお願いします。

2026 年札幌オリンピックの招致に向けて
1972 年に札幌オリンピックが開催され、札幌が「ウィンタースポーツの街」として
世界に知られるようになり、地下鉄の整備など、札幌は大きく変わりました。
札幌市では、市民の皆さんの声や市議会での議論に基づき、２０２６年にオリンピッ
クを再び開催するため、開催概要計画の策定を進めています。
計画（案）では、スピードスケート場を札幌市に新設した場合、地元札幌市負担が約
１,１００億円、帯広市で開催する場合で約１,０５０億円と見積もられています。
開催概要計画を取りまとめ、日本オリンピック委員会に提出、今年中に正式に立候補
するかどうか決まります。２０２６年の開催地は２０１９年に決定します。
平成 26 年（2014 年）10 月に実施した市民アンケートでは、回答のあった 4,775
人のうち、賛成、どちらかというと賛成が 66.7％で，反対、どちらかというと反対の
20.6％を大きく上回りました。北海道と共同して招致にあたることで合意しました。
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親睦交流ゲートボール大会開催
6 月 16 日（木）、小野幌老人クラブＡ，Ｂチーム、万年青会Ａ，
Ｂチーム、キングサークル 1 チームの計 5 チームが参加して、く
りの木公園で開催されました。当初は 13 日の予定でしたが、雨
のため延期、16 日も予報が雨でしたが、日頃の行いが良い（？）
ため開催、終了とともに霧雨が降ってきました。審判の方から「厚
別東のゲートボールのレベルは高い。自分だけでなくメンバーの
玉も考えてチームの勝利を目指せ！」との講評をいただきました。
優勝は 2 勝をあげた万年青会Ａチーム、準優勝はキングサークル
チーム、第 3 位は万年青会Ｂチームでした。
「来年も会おうぜ」互
いの健闘をたたえあいました。

福まちふれあいサロン・百合ケ原公園を散策
6 月 24 日（金）福まち（厚別東地区福祉のま
ち推進センター）が主催して、15 名の方が参加し
て北区百合が原公園にバスで出かけました。今時
期はルピナスが満開、シャクヤクも 5 分咲きです。
公園内を走るリリートレイン（65 歳以上は無料、
年齢が確認できるものが必要）や温室の見学など、
百合が原公園を堪能しました。福まちでは、これ
からも楽しいイベントを企画していきます。

ワイワイ夏フェスタｉｎくりの木
や地区の夏お祭りなどに出かけてみては
○ワイワイ夏フェスタｉｎくりの木
今年は 7 月 27 日（水）10 時から 11 時 30 分までくりの木公園(厚別東 3 条 5 丁目)
で開催します。雨天でも厚別中学校体育館で遊べます。
○室内合奏団ミニコンサート
8 月 19 日（金）10 時 30 分から小野幌会館で、フィオーレ合奏団がクラシック、ポ
ピュラーソングなどを弦楽器で演奏します。参加費 100 円が必要です。
○地域の夏まつり
8 月 6 日（土）

小野幌連合会小野幌まつり（小野幌会館前）16：30～
小野幌ニュータウン町内会夏まつり（くりの木公園）16：00～
厚別東王子町内会夏まつり（ひまわり公園）16：00～
もみじ台通り町内会納涼夏祭り（かっこう公園）17：00～
8 月 13 日（土） 厚別東ひまわり町内会夏まつり（高台公園グランド）14：00～
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地域振興課からのお知らせ

今年も「とうべつ軽トラ・マーケット」を開催します！！
当別産の採れたて野菜と花が厚別に大集結！
開催日時：８月 21 日（日）10 時～14 時
場
所：ふれあい広場あつべつ（厚別区厚別中央１条５丁目）
※小雨決行
※野菜等がなくなり次第終了
※フリーマーケット「夢市場あつべつ」や、木の端材を使った工作教室も同時開催！
詳細：厚別区役所地域振興課 ℡895-2442
主催：とうべつ軽トラ・マーケット運営協議会（当別町ほか）

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 27 回 厚 別 区 民 ま つ り
今年も「厚別区民まつり」を、ふれあい広場あつべつなどで開催します。
まつりステージ、ビアガーデン、食べ物コーナー、遊戯コーナーなど、多数出店し
ます。江別市、北広島市の近隣市交流ステージや当別町、新篠津村を加えて近隣市町
村物産品販売コーナーもあります。
厚別東地区は、食べ物コーナーで「アメリカンドッ
グ・フランクフルト」を販売します。厚別の夏を一緒
に楽しみましょう！
営業時間 (店舗により異なります)
１日目：７月２9 日（金）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１４時～２０時３０分
１４時～２０時３０分
１２時～２１時

２日目：７月３０日（土）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１２時～２０時３０分
１２時～２０時
１２時～２１時

※荒天の場合は７月３１日（日）まで順延
詳細：厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所地域振興課内）電話 895-2442
厚別区民まつりホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/fureai/

まちづくりセンターからのお知らせ
まちづくりセンターでは、厚別区民まつりの「ビアガーデン・食べ物コーナー共通利用
券」を取り扱っています。販売価格は 1,000 円で 1,100 円分使えるお得な前売券です。
ご希望の方は、厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所 2 階地域振興課）、または、
まちづくりセンターへ。販売期間：平成 28 年 7 月 28 日（木）まで。
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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

７月

７月

９日～8 月 6 日

11 日（月）夏の交通安全街頭啓発（小野幌橋）

サッポロ・シティ・ジャズ 2016（大通公園ほか）

15 日（金）第 1 回各種団体交流会・まちづく

16 日～8 月９日

り会議（小野幌会館）

ＰＭＦ（ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）2016（芸術の森ほか）

27 日（水）ワイワイ夏フェスタｉｎくりの木
（くりの木公園）

20 日～8 月 17 日 第 63 回さっぽろ夏まつり（大通公園）
24 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

小野幌会館 11 日（月）胃がん大腸がん検診
19 日（火）住民集団健康診査

８月

原始林会館 14（木）
・15 日(金) 住民集団健

４～６日 第 52 回すすきの祭り（すすきの地区）

康診査と胃がん大腸がん検診

21 日

とうべつ軽トラ・マーケット、夢市場あ

27 日（水）
・28 日（木）胃がん

つべつ（ふれあい広場あつべつ）

大腸がん検診

28 日

2016 北海道マラソン（大通公園発着）
９月

９～10 月１日

８月
各町内会の夏祭りは 2 ページ見てください。

さっぽろオータムフェスト 2016（大通公園）

９月

19 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ） 21 日(水)厚別東地区交通安全総決起大会

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
12 カ国が 2 グループに分かれて戦うサッカーＷ杯ロシア大会アジア最終予選が、
9月1
日の日本 vs アラブ首長国連邦から始まります。日本はグループＢで、強敵オーストラリア
やサウジアラビアと同組です。上位 2 チームが自動的にＷ杯に出場、3 位同士でプレーオ
フを戦い、勝ったチームが北中米カリブ海 4 位とプレーオフです。Ｗ杯の本番は 2018 年
なので 1 年間の長い予選です。2019 年にはラグビーＷ杯日本大会があり札幌でも試合が
あります。
（たぶん日本の試合ではないが）2020 年は東京オリンピック、2026 年は？
～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/

-4-

さっぽろ市
02-Q01-16-533
28-2-394

