厚別東まちづくりセンターだより

第６７号

このっぽろ通信
平成３０年（２０１８年）７月１０日発行

今年もはじまりました
国道 12 号線花いっぱいプロジェクト
６月 11 日（月）厚別東地区の恒例事業「国道 12 号線
花いっぱいプロジェクト」の花苗植えを行いました。今年
も花は橙色と黄色のマリーゴールドで、まず、午前 10 時
から、厚別東地区各種団体交流会・まちづくり会議の各団
体から 70 名が参加し、街路樹枡 28 か所の植え込みを行
いました。午後 2 時 50 分からは、厚別中学校３年生５4
名が、地元住民 1５名の助言のもと、慣れないながらも丹
念に草取りをし、配置を決め、きれいに植えつけました。
この日は、小野幌会館入り口花壇にもベゴニア、サルビ
ア、マツバボタン、スイートアリッサム、アゲラタムなど
が小野幌老人クラブにより彩りよく植えられました。
これから秋まで長く沿道や札幌市を訪れる皆さんの目を
楽しませてくれることでしょう。
そのためにも、雑草取り、水やりが大切です。沿道の企
業・事業所には快くご協力をいただいておりますが、地域
の皆様にも日頃のお手入れをよろしくお願いします。

厚別東地区福祉演芸大会を開催しました
６月２2 日（金）、今回が 2 回目となる厚別東地区社会福祉協議会主催「厚別東福祉演
芸大会」が開催されました。地域の 6 つの高齢者・介護施設などから、付き添いの方を含
め 55 名をお招きし、２月に開催した厚別東地区演芸大会の演目から選りすぐったフラダ
ンス、演劇、マジック、歌謡舞踊の 4 演目を披露しました。
公演中は美しい衣装と踊り、工夫を凝らした舞台装置と奇想天外な演技、意表をつくマ
ジック、懐かしの歌や踊りに、その度、笑い声と拍手が響いていました。１時間ほどの短
い時間でしたが皆さんゆったりと楽しまれ、満足げにお帰りになりました。
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ふれあいサロン「歌声喫茶」を始めました
６月 15 日（金）、小野幌会館を会場に、厚別東地区福祉
のまち推進センター主催の「ふれあいサロン〜歌声喫茶」
が初めて開催されました。
この日は、 うたごえ便よりみち 代表 石澤桂子さんの
アコーディオン伴奏と歌唱指導で約 40 名の参加者が、童
謡や昭和 20 年代から 50 年代にかけての代表曲などちょ
っと懐かしい全 20 曲を、途中休憩をはさみながら 1 時間
30 分ほどかけて熱唱し、歌声がホールに響きました。
この後、12 月 7 日と平成 31 年 2 月 15 日にも開催を
予定しています。ご参加お待ちしています。

男性限定「料理教室」が開催されました
5 月の金曜日、3 回に渡って厚別区介護予防センター厚
別西東主催「男性限定‼男子厨房に入ってみよう やさしい
料理教室」が小野幌会館で開催されました。
「血圧と減塩」、「血糖値と食物繊維」、「骨密度とカルシ
ウム」をテーマに、ミニ栄養講座と調理実習が行われ、食
生活改善推進委員の皆さんのご協力により「缶詰を使った
おにぎらず」と「季節の山菜味噌汁」、「フライパンで作る
ピザ」と「カラフル豆とプチトマトのスープ」などに挑戦
しました。各回 8 名ほどの参加者は、調理後テーブルを囲
み、出来ばえや日頃の趣味などで大いに盛り上がりました。

ワイワイ夏フェスタ in くりの木 ＆ 地区の夏まつり
○ ワイワイ夏フェスタｉｎくりの木
７月２６日（木）１０時から１１時３０分まで、小野幌くりの木公園(厚別東３条５丁目)で開催し
ます。雨天時は、小野幌くりの木公園で受付を行い、厚別中学校体育館で遊びます。
○ 地区の夏まつり
・８月 4 日（土）
小野幌ニュータウン町内会夏まつり（小野幌くりの木公園）１4：００〜
厚別東王子町内会夏まつり（厚別東ひまわり公園）１５：００〜
もみじ台通り町内会納涼夏祭り（厚別東かっこう公園）１5：００〜
小野幌連合会小野幌まつり（小野幌会館前）１６：３０〜
・８月１1 日（土・祝）
厚別東ひまわり町内会夏まつり（下野幌高台公園グラウンド）１４：００〜
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地域振興課からのお知らせ

あつべつ・エキ音♬を初開催します！
地下鉄駅構内で JAZZ ライブを開催します。事前申込不要、観覧無料
日時：7 月 18（水）午後 6 時〜 場所：地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所

厚別区で行われるコンテストを紹介します！！

※区が主催・共催するうちの一部です。

☆厚別区フラワーガーデニングコンテスト 2018☆ 応募期間：8/1（水）〜8/31（金）
個人宅のお庭や鉢植え、公園や施設などの花壇を写真で審査し表彰します！
☆あつべつアイデア料理レシピコンテスト 2018☆ 応募期間：8/1（水）〜8/31（金）
バターご飯を使った料理アイデアを募集し、あつべつ食の文化祭で表彰します！
☆第 9 回 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト☆ 応募期間：9/３（月）〜9/30（日）
厚別区内の自然や景色、街並み、人々の暮らしなどを撮影した写真のコンテスト！
応募方法などの詳細は、まちづくりセンターに配架されているチラシをご覧ください。
お問い合わせ：厚別区役所地域振興課 電話 895-2442

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 29 回

厚 別 区 民 ま つ り

夏の風物詩「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。
会場には、ビアガーデン、食べ物コーナー、近隣市の物産販売コーナー、遊戯コーナ
ーなどが多数出店！バンド演奏や近隣市町村の伝統芸能などのステージイベントも楽
しめます☆
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 27 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 28 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 29 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（1,100 円分利用）のお得な前売券です。
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まで。【販売期間：平成 30 年 7 月 26 日（木）まで】
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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

地区の動き

７月

14日〜22日

SAPPORO CITY JAZZ 2018(大通公園 他)

７日〜８月１日

PMF2018（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

18日
20日〜8月17日

20日
21日

27日・28日

あつべつ・エキ音♫
（地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所前）

さっぽろ夏まつり（大通公園）
カルチャーナイト2018（市内各参加施設）
夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

７月

9日(月)
10日(火)

女性部日帰り親睦旅行(マウントレースイ)

11日(水)

夏の交通安全運動街頭啓発(小野幌橋付近)

11日(水)

国道12号線花いっぱいプロジェクト除草

12日(木)・13日(金)

13日(金)
17日(火)
20日(金)
20日(金)
20日(金)
26日(木)

8月
１日〜31日
３日
３日・４日
11・12日
19日
26日

集団住民健康診査(原始林会館)
第１回厚別東地区各種団体交流会・まちづくり会議(小野幌会館)

区民まつり従事者説明会(小野幌会館)
ふれあいサロン「フィオーレ合奏団演奏会」(小野幌会館)

子育てサロン「森のもりっ子」
集団住民健康診査(小野幌会館)
ワイワイ夏フェスタinくりの木(小野幌くりの木公園)

8月

厚別区フラワーガーデニングコンテスト2018、
あつべつアイデア料理レシピコンテスト2018
作品募集
子育てふれあいサマーフェスタ
（ふれあい広場あつべつ） ※雨天中止

各町内会の夏祭りは2ページをご覧ください。

さっぽろ八月祭（札幌市北３条広場）

1日(水)・9日(木)

大工のゆうさんと遊ぼう 木育広場inあつべつ

・16日(木)

夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

17日(金)

子育てサロン「くりの木」(小野幌会館)
子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)

2018北海道マラソン（大通公園発着）

9月
７日〜30日
15日
17日
30日

ＤＩＧ研修(厚別中学校)

9月

さっぽろオータムフェスト2018（大通公園）
あつべつふれあいコンサート（サンピアザ劇場）

夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

10月10日

あつべつ健康・福祉フェスタ プレフェスタ
（サンピアザ光の広場）

10月20日

あつべつ健康・福祉フェスタ
（厚別区民センター）

14日(金)
21日(金)
21日(金)

子育てサロン「森のもりっ子」(厚別東小学校)
秋の交通安全運動街頭啓発(小野幌橋付近)
厚別東地区交通安全総決起大会(小野幌会館)

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
6 月 17 日開催のファミリー森林浴ウォーキングではバスの車窓から存廃が議論され
ている北海道百年記念塔の姿が見えました。今年は北海道命名 150 年。北海道博物館
では特別展「松浦武四郎」が 8 月 26 日まで開催されています。エリアには北海道開拓
の村、自然ふれあい交流館もあります。地元で歴史に思いをはせながら夏の一日を過ご
してみるのも如何でしょうか。

編集・発行

厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

厚別東まちづくりセンター 厚別区厚別東４条４丁目 9-3
TEL 011-897-2885
FAX 011-897-2887
厚別区役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
札幌市役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/

- 4 -

さっぽろ市
02-Q01-18
30-2-244

