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２年（２０２０年）１月１０日発行

新年あけまして

おめでとうございます

令和元年度 第 2 回

各種団体交流会・まちづくり会議 令和元年11月22日（金）、小野幌会館において、
厚別東地区の各種団体交流会・まちづくり会議が開
催されました。福祉講演では、
「グループホーム白ゆ
り新さっぽろ」のホーム長 三浦 聡氏による認知症
の症状や地域包括ケアシステムなど現場の経験や最
新の知見に基づき詳細に解説していただきました。
その後議事に入り、まちづくり会議の令和元年度
事業報告と今後取り組む事業の説明が行われ、最後
に区長から講評をいただき会議を終えました。

表彰された方々をご紹介
令和元年11月に、札幌市などから表彰された方々をご紹介します。
①

札幌市優良青少年及び青少年育成者表彰
齊藤 隆弘さん（厚別東地区青少年育成委員会広報部長）
表彰式は、令和元年11月9日（土）「かでる2・7」
で行われました。齊藤さんは青少年育成委員を18年間
務め活動は模範的であり、その功績が認められたもの。
齊藤さん（左）、町田副市長（右）

②

札幌市自治振興功労者表彰
鈴木 啓子さん（厚別東町内会連合会女性部長）
表彰式は、令和元年１１月２１日（木）、「札幌パー
クホテル」で行われました。この賞は、町内会役員等
を長く務め、地域の自治振興に広く貢献された方を表
彰するもので、その功績が認められたもの。

③

鈴木さん（左）
、浅野厚別区長（右）

クリーンさっぽろ衛生推進功労者表彰

大島 一夫さん（厚別東町内会連合会環境副部長）
表彰式は、令和元年１１月２３日（土）、「カナモト
ホール」で行われました。この賞は、クリーンさっぽ
ろ衛生推進員として地域の環境美化、環境衛生等の推
進に尽力された方を表彰するもので、その功績が認め
られたもの。
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大島さん（左から 2 人目）

厚別東地区の活動状況
厚別東地区のみなさんは、こんな活動をしています
冬の交通安全
市民総ぐるみ運動

運動初日の令和元年

迷惑駐車パトロール

令 和 元 年 11 月 7 日

11月11日（月）
、地域、

（木）夜間、地域の方、

関係団体の方79名が国

警察、行政関係者31名

道12号小野幌橋付近で

が原始林会館を起点に

早朝街頭啓発を行い交通

約1時間かけて迷惑駐車

安全を呼びかけました。

パトロールをしました。

※ご協力いただいた地域、関係者の皆さん、寒い中大変お疲れ様でした。ありがとうございました。

陶芸体験学習会
令和元年10月20日（日）と11月17日（日）に、厚別東地区各種団体
交流会・まちづくり会議主催の陶芸体験学習会が、江別市セラミックアー
トセンターで開催されました。2日間で延べ40名が参加して、作品作りに
取り組みました。
出来上がった作品は、2月17日（月）〜2月21日（金）まで小野幌会館
内に展示し、皆さんからの投票と専門家による審査を行います。表彰は3
月13日（金）の第3回各種団体交流会・まちづくり会議で発表します。

ボウリング大会
令和元年11月4日（月）、厚別パークボウルにおいて、７町内会から20チームが参加して、
厚別東地区ボウリング大会が開催されました。成績は次のとおり
＜団体戦＞
優

勝

＜個人戦女子＞

1152点

大林英雄さん 332点

山本静子さん 352点

準優勝

小野幌連合会Ｂﾁｰﾑ 1119点

小松昇之さん 323点

阿部綾子さん 260点

３

小野幌連合会Ａﾁｰﾑ 1087点

片岡一也さん 318点

寺岡あけみさん260点

位

高台町内会Ｃﾁｰﾑ

＜個人戦男子＞

団体優勝の高台町内会Ｃチームの皆さん

個人男子優勝の大林さん（右） 個人女子優勝の山本さん（右）

老人クラブの作品展
11月初旬、原始林会館で厚別東高杉会の作品展、小野幌
会館で小野幌クラブの作品展示会が開催されました。絵
画、工芸品、書道など力作がそろい、多数の方々が鑑賞さ
れました。また、会場では工芸、手芸品などの展示即売会
やバザーもあり、大いに賑わいを見せていました。
←厚別東高杉会
小野幌クラブ→
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＊＊地域振興課からのお知らせ＊＊

新さっぽろ冬まつり 2020
厚別区の子どもたちが元気に冬を楽しめるようにと、地域の団体・企業や住民との協
働で開催しているもので、今年で1５回目。
メイン会場では、チューブすべりや雪のトンネル、宝探しなどが楽しめるほか、地域
の団体が運営する飲食コーナーにおいて、飲食物の販売を行います。
連携・共催会場では、スノーモービルが引っ張るチューブに乗ることや、雪の結晶観
察を楽しむことができます。
[日時] 令和２年１月2５日（土）12時〜18時
2６日（日）10時〜16時
[メイン会場] ふれあい広場あつべつ、科学館公園
（厚別中央１条５丁目）
[連携・共催会場]
※

札幌市青少年科学館、厚別公園競技場 ほか

開催時間が異なります。区ホームページまたは区役所など

新さっぽろ冬まつりキャラクター
（ゆきころん）

で配布するチラシをご確認ください。

詳細 新さっぽろ冬まつり 2020 実行委員会事務局（厚別区地域振興課内） 電話 895-2442

あつべつ・エキ音

厚別区出身のシンガーソングライター笠原瑠斗、
泉亮を含む和製 R＆B ユニット「MOL」
（エムオー
エル）と、北星学園大学アカペラサークル「ぽらり
す．」による、冬にぴったりの澄み渡る歌声をお届
けします。
[日時] 令和２年２月20日（木）17：30〜18：30
[会場] 地下鉄新さっぽろ駅定期券売り場前
（厚別中央１条５丁目）
[費用] 無料。入退場自由。
[連携] 札幌市交通局

詳細

厚別区地域振興課

電話 895-2442

＊＊厚別区役所から新年のごあいさつ＊＊
明けましておめでとうございます。
区民の皆様には、いつも厚別区のまちづくりにご理解、ご協力をいた
だき、ありがとうございます。
昨年は皆様のおかげで、厚別区の誕生３０周年を盛大にお祝いするこ
とができましたことに、心からの感謝を申し上げます。
本年も「区民が主体のまちづくり」という考えの基、職員一同、さら
に活気あふれる魅力的なまちづくりを目指して、取り組んでまいります
ので、よろしくお願いいたします。
今年が皆様にとって素晴らしい１年となりますことを、心よりお祈り
申し上げます。
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厚別区長

浅野

正信

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

１月

１月

6日 厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌）

5日

厚別東ひまわり町内会新年を祝う集い（原始林会館）

8日、16日 子育てサロン「くりの木」（小野幌会館）

6〜9日 「みんなの！新さっぽろフォトコンテスト」

10日

10周年パネル展

12日 厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌）

子育てサロン「森のもりっ子」 （厚別東小学校）

12日 小野幌連合会新年交礼会（小野幌会館）
13日 小野幌クラブ新年交礼会（小野幌会館）

25日・26日 新さっぽろ冬まつり2020
（ふれあい広場あつべつ、科学館公園 他）

15日 除雪ボランテイア(地区内)

25日〜2月22日

札幌演劇シーズン2020冬（市内劇場）

17日

31日〜2月11日

第71回さっぽろ雪まつり(つどーむ会場)

17日 迷惑駐車パトロール（小野幌会館集合）

ふれあいサロン「会食お正月遊び」（小野幌会館）

19日 かるた＆ゲーム大会（小野幌会館）

２月

２月
9日 厚別東地区演芸大会（小野幌会館）

2日 札幌国際スキーマラソン（札幌ドームほか）
4日〜11日

第71回さっぽろ雪まつり
(大通公園・すすきの会場)

20日 あつべつ・エキ音♫
（地下鉄新さっぽろ駅）

13日

ふれあいサロン「歌声喫茶」(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）

19日 緊急ヘリポート雪踏み（厚別中学校）

３月

３月

１日 札幌市立高等学校（全日制） 卒業式

13日

子育てサロン「森のもりっ子」 （厚別東小学校）

13日 札幌市立中学校 卒業式

13日 ふれあいサロン「映画鑑賞会」(小野幌会館)

19日 上野幌小学校、青葉小学校 卒業式

13日

23日 札幌市立小学校 卒業式

26日 子育てサロン「くりの木」（小野幌会館）

第３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）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
明けましておめでとうございます。
昨年は、区民まつりなどの様々な行事で、地域の皆様には大変お世話になりありがと
うございました。今年は、東京五輪マラソン・競歩が札幌で開催されます。皆さんとと
もに大会を盛り上げていきたいと思います。
また、まちづくりセンターとしても、少しでも皆様のお役に立てるよう努めてまいり
ますので、引き続きご理解とご協力の程お願いします。
今年が皆様にとりまして幸せな一年となりますよう、お祈り申し上げます。
〜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 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/
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さっぽろ市
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