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 10月2４日(木)、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

会議主催の「令和元年度防災講演会」を

開催しました。前半は、「災害・危機に備

えて～地震・風水害・土砂災害など～」を

テーマに、市危機管理対策室による出前

講座を聴講。 

その後、公益財団法人札幌市防災協会

から、各家庭での備えとしての防災用品

の解説を受けました。後半は、厚別消防

署による防災資機材の取扱いや女性消防

団によるＡＥＤの取扱について説明を受

け、訓練を行いました。 

秋の交通安全市民総ぐるみ運動の初日

にあたる9月20日（金）、小野幌会館にお

いて、厚別東地区交通安全総決起大会が開

催されました。 

今年は、札幌方面厚別警察署及び厚別区

交通安全運動推進委員会から講師をお招きし講話をいただきま

した。その後、「交通安全宣言」が読み上げられ、参加者は、交

通事故を絶対に起こさないと決意を新たにしました。 

また、この日は早朝から国道12号小野幌橋付近で、交通安全

街頭啓発が行われました。 

 10月15日（火）、厚別東地区地域ケア会

議が、カフェスペース（厚別東4条8丁目

15-10）で開催。今回は、小野幌連合会の

しんたく・学田・桂丘地区を対象に、関係団

体の方が参加。 

小野幌連合会会長、民生委員、福祉のまち推進セン

ター事務局長、新札幌パウロ病院。ＮＰＯ法人ＳＰ

ＥＳ理事長、所長、第一包括支援センター、厚別区

介護予防センター厚別西東、厚別区役所、厚別区社

会福祉協議会、厚別区生活支援推進員、 

会議では、高齢者の見守り体制の推進等

をテーマに、出席者から活動内容の報告や

事例紹介があり、また、今後の取り組みにつ

いて活発な意見交換がなされました。 

～ 不安や悩みを抱えている方へ ～ 

 「厚別区の相談窓口」は、厚別区役所のホ

ームページからご覧になれます。 

このっぽろ通信 
令和元年（２０１９年）１１月１０日発行 
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厚別東地区交通安全総決起大会

防災講演会 厚別東地区地域ケア会議 
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10月18日（金）、厚別中学校において、年に一度の学校

最大の文化的行事「音魂クール」が開催されました。  

午前は、学年合唱とクラス発表があり、この日に向けて、

練習を積み重ねてきた成果が披露されました。 

午後の閉会式では、生徒たちから「私たちが成長できた

のは、家族、先生方、仲間たちの支えがあったからです。

感謝の気持ちを込めて心の花を咲かせます」と挨拶の後、

曲に合わせて生徒たちによるダンスが披露され、会場内は

大きな歓声と拍手に包まれました。 

♦「音魂クール」は、毎年10月に開催♦

10月３日（木）、区民センターで「厚別区

民友愛セール」が開催されました。厚別東地

区の皆さんからは、衣類、日用品、手芸品、

ジャガイモなど、多数の品々を提供いただき

ました。ありがとうございました。 

また、町内会連合会

女性部の皆さんが整

理し値札を付けまし

た。大変、お疲れさま

でした。 

第 7回 音魂（おとこん）クール 

～ 厚別中学校 ～

令和元年度の「国道12号花いっぱい

プロジェクトが終了しました。 

６月1７日（月）に植栽を行い、沿道や

通行する皆さんの目を楽しませてきた

「国道12号花いっぱいプロジェクト」

は、10月21日（月）に厚別東地区各種

団体交流会・まちづくり会議の各団体が

手分けして花を撤去し、整地するなど、

来年に向けて整備を行いました。  

これまでの間、雑草取りや水やりにご

協力いただきました企業・事業所、住民

の皆さま、ありがとうございました。 

厚別区民友愛セールへの 

ご協力ありがとうございました

国道 12 号の花を 

撤去しました 
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ＤＶ撲滅に関するパネル展の実施に合わせて、コンサートを行います。

日 時 令和元年11月18日（月）16時～16時30分 
場 所 サンピアザ1階 光の広場 
観覧料 無料
    パネル展示は18日（月）～19日（火）10時～21時 
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

＊＊地域振興課からのお知らせ＊＊
「第 10回厚別歴史写真パネル展」を開催します 

ストップＤＶパネル展ミニコンサート 

令和元年厚別区新成人のつどい 
日 時 令和２年１月12日（日）13時～14時（12時30分受付開始）
会 場 ホテルエミシア札幌3階パレスホール（厚別中央2条5丁目） 
対 象 厚別区に住民登録がある新成人（平成11年４月２日～平成12年４月１日生まれの方）
その他 対象者の方には、12月上旬に案内状を郵送します。また、厚別区に住民登録のない方も
出席できます。出席を希望される方は、当日、直接会場へお越しください。 
主 催 厚別区成人の日行事実施委員会
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

成人式お祝いメッセージ募集 

第 29 回 花のチャリティーバザー 

二十歳を迎えた新成人へ、成人式で贈る先達からのメッセージを募集します。
叱咤、激励、期待、教訓…気持ちがこもっていればなんでもかまいません！可能性あふれる
若者に「おめでとう」の気持ちをつづってください。（200字程度以内、短いものも可） 
応募方法 郵送、FAX、Eメール（at.chiiki@city.sapporo.jp）。11月 22日（金）まで。

氏名（フリガナ含む）、住所、電話番号、必要があればペンネームを記入ください。
詳細 厚別区成人の日行事実施委員会（厚別区地域振興課内）電話895-2442 FAX895-5930

あつべつ区民協議会主催による「厚別歴史写真パネル展」を開催します。
第10回目となる今回は、厚別区の30年前と今の風景を比較するパネルを展示する他、例年大好
評の、大型ビジョンを用いて歴史写真を解説しながら来場の方と語らう交流・談話会を、テーマ
を新しくして開催します。 
日 時 令和元年11月28日（木）～11月30日（土） 10時～20時 
場 所 サンピアザ1階 光の広場 
詳 細 厚別区役所地域振興課（まちづくり調整担当）電話895-2442

厚別区女性サークル連絡会主催による「花のチャリティーバザー」を行います。
冬に彩りを添える、赤やピンクの色鮮やかなシクラメンやポインセチアなどの鉢植え、観葉植
物などが販売されます。収益金の一部は、福祉事業に役立てられます。
26日には（公財）北海道盲導犬協会から、盲導犬がキャンペーンに来る予定です。
日 時 令和元年11月26日（火）～11月28日（木） 10時～20時 
場 所 厚別区民センター1階 ロビー 
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442
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9日 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト表彰式

（サンピアザ　光の広場）
4日 厚別東町内会連合会ボウリング大会

9日～14日 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト

全作品展示（サンピアザ　光の広場）
7日 秋季迷惑駐車パトロール(原始林会館集合)

18日
ストップDVパネル展ミニコンサート

（サンピアザ１階　光の広場）
8日 子育てサロン森のもりっ子（厚別東小学校）

22日～12月25日 ミュンヘン・クリスマス市（大通公園） 11日 冬の交通安全街頭啓発（小野幌橋付近）

22日～12月25日 さっぽろホワイトイルミネーション（大通公園） 13日 福祉施設視察（石狩市厚田区「はるにれの里」）

26日～28日 花のチャリティーバザー（厚別区民センター） 17日 健康づくり陶芸体験教室（江別市セラミックアートセンター）

27日～12月2日
みんなの！新さっぽろフォトコンテスト

入賞作品展示（Duo2 5階　新さっぽろギャラリー）
21日 ふれあいサロン「鍋サロン」(小野幌会館)

28日～30日 厚別歴史写真パネル展（サンピアザ　光の広場） 22日 第2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)

30日 厚別区防災講演会（厚別区民センター）

18日～22日 SAPPORO CITY JAZZ 2019冬 11日 厚別東町連役員会・研修会（ｱｰｸｼﾃｨﾎﾃﾙ）

28日～1月5日 市役所・区役所　休み 12日 ふれあいサロン「歌声喫茶」(小野幌会館)

13日 子育てサロン森のもりっ子（厚別東小学校）

28日～1月5日 厚別東まちづくりセンター　休み

6日 厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌） 8日、16日 子育てサロンくりの木（小野幌会館）

12日 厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌） 10日 子育てサロン森のもりっ子（厚別東小学校）

25日・26日
新さっぽろ冬まつり2020

（ふれあい広場あつべつ　他）
16日 ふれあい交流事業「会食・お正月遊び」

25日～2月22日 札幌演劇シーズン2020-冬（市内劇場） 17日 冬季迷惑駐車パトロール（小野幌会館集合）

1月 1月

厚別区・札幌市などの動き 地区の動き
11月 11月

12月 12月

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)

～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 9-3
電話 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/

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
令和元年 10 月、東日本に記録的な大雨をもたらした台風 19 号は、各地に深い爪痕
を残しました。 
死者は 12都県で 80 人、行方不明者は 10 人（10月 20日現在）。各地で洪水や土砂
崩れ、河川の決壊が起き、インフラや交通にも大きな影響が出ました。住宅被害も 5万
6千棟以上に達し、昨年の西日本豪雨を上回る規模となりました。 
大雨や台風は、地震災害のように突然襲ってくるものではなく、いつ、どこで、どの
くらいの規模のものがやってくるのかなど、ある程度予測することができます。早めの
備えをしましょう。

さっぽろ市 
02-Q01-19 
31-2-401 


