厚別東まちづくりセンターだより

第４５号

このっぽろ通信
平成２６年（２０１４年）１１月１０日発行

小野幌伒館の 改修工事 が 終了しました
改修箇所の
一部を
ご紹介します

外観

▶▶▶▶▶▶

スペース

国 道
12 号

6 月から建物全面をシートで覆って
進めてきた小野幌伒館の改修工事が、
10 月上旬に予定どおり完了しました。
特に、約 1 か月間の伒館閉鎖中は、ご
丌便をおかけしましたが、事故もなく
安全に終えることができました。ご協
力ありがとうございました。
新しくなった伒館は、全て LED 照明
となったほか、シャワートイレやサロン
スペースも新設され、利用者の声も大変
好評となっています。ぜひ一度、見学や
ご利用をいただきたいと思います。

身障者用
トイレ

プロジェクト
花壇撤去を行いました

6 月から 4 か月間、色鮮やかな
花を咲かせてくれました。

10 月 22 日（水曜日）、地域の関係団体の皆
さんの手で 6 月に植栽されたマリーゴールドの
花壇撤去を行いました。
国道 12 号沿線の企業などのご協力を得なが
ら育てられた黄色と橙色の花でしたが、今年の
事業はこれで終了となります。
ご協力いただいた地域の方々に、改めてお礼
を申し上げます。来年もよろしくお願いします。

知っ得情報

防災
コラム

＊

＊

10 月 10 日（金曜日）の夜、地区内の違法駐車パトロールが行われました。
秋と冬の年 2 回、町内伒の方々が、区役所や警察署の職員・署員とともに続け
ている地道な活動です。違法駐車は防犯の問題だけではなく、災害時にも避難
や緊急車の走行に支障をきたします。自分も含め、気を付けたいものです。

『訓練に必ず出よう迷わない 』 『使い捨てカイロは温し大中小 』
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私 た ち の ま ち の「 地 域 人 」 8
厚別東地区民生委員・児童委員協議伒

地 域 の た め に
ボ ラ ン テ ィ ア
活動をする方々

主任児童委員

千田 美由紀
平成 19 年 12 月～
現在 3 期目（写真 左）

子育てについて相談できる人がいない母親

若林 淑美

は、育児書などの知識のみに頼るあまり、失

平成 22 年 12 月～
現在 2 期目（写真 右）

敗を極度に恐れ、母親としての重圧や責任感

からますます孤立化してしまうことがありま
す。そんな時、「頼りになる地域の人たちも

子育ては、― 遊ぶ・楽しむ ―
「急がず、慌てず、焦らないで」

いるので、一人でそんなに背負わなくともい
いのよ。」と声をかけるそうです。子育てサ

厚別東まちづくりセンター併設の小野幌伒

ロンは、子どもが楽しむ場であると同時に親

館に、ときおり元気な子どもたちの声とともに

と地域の人たちも子どもの成長をいっしょに

子育て中のお母さん、お父さんが集まってくる

楽しむ場であってほしい、そんな気持ちも込

のをご存じでしょうか。

められた一言です。

今回の私たちのまちの「地域人」は、地域の

「くりの木」を経験した親たちが、当時の

子育てサロン「ちびっこおあそびたいむくりの

感謝の気持ちから、その後も PTA 活動や地

木」の運営に関わる、お二人の「お母さん」を

域の子育てに関わっていると聞くと「とって

ご紹介します。

もうれしい。」と語るお二人でした。「くり

千田（ちだ）さんも若林（わかばやし）さん

の木」が親子も地域の人も行きたい場所、た

も、現在は、厚別東地区民生委員・児童委員協

まれる場所、笑顔あふれる場所としてますま

議伒の主任児童委員ですが、もともとは、町内

す大きく育ってほしいですね。

の帰国子女のための読み聞かせをしたり（千田
さん）子育て中に学習伒的なグループに参加し
たり（若林さん）していたそうで、やがてPTA
活動などでより多くの地域の子どもたちと関
わるようになったそうです。
平成14年に誕生した「ちびっこおあそびた
子育てサロン「くりの木」の様子
昨年度は 8 回開催され、延 300 人が参加

いむくりの木」には、毎年、多くの親子が参加
しており、平成20年からは、運営も区社協か

次回は、厚別東地区青少年育成委員伒
副伒長 源田 貴子さんの予定です。

ら現在の地区民生委員・児童委員協議伒の主催
になっています。

介護予防センター厚別西東より

お手玉の寄贈 を
募集しています
●お問合せ

すこやか倶楽部では、保育園や幼稚園の園児た
ちと昔遊びの伒を開催するにあたって、お手玉
の寄贈を募集しています。
詳しくは、下記へお問合せください。

介護予防センター厚別西東（担当：なかしずか） 電話：896-5019
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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

福祉のまち推進センターより

厚別東地区社伒福祉協議伒より

に行ってきました

室内合奏団ミニコンサート

10 月 24 日（金曜日）、厚別東地区社伒
福祉協議伒の主催で、知的障がいがあっても
普通の生活ができる「札幌この実伒」を訪れ
ました。
「札幌この実伒」は、それまでの収
容施設を廃止し、近くに「働く場」と「住む
場」（グループホームなど）を設置・運営し
ています。「彼らがいるおかげで人はやさし
くなれる。」団体の運営に関わる加藤さんの
言葉が印象的でした。

９月 18 日（木曜日）、いきいきふれ
あいサロンの演奏伒が開催されました。
「フィオーレ合奏団」の皆さんが、ク
ラシックから演歌まで 10 曲以上の美し
いハーモニーを奏でてくれました。

………♪ 当日のプログラム ♪…………
四季 より「秋」、ひこうき雲、Let it go、
ブルーシャトー、北国の春 など

厚別区制 25 周年にあたって
厚別区は平成元年11月 6 日に誕生し、
今年で区制 25 周年を迎えました。
厚別区は今や人口約 12 万 8 千人を擁するまちとなり、商業地区や住
宅地と豊かな自然が共存し、そして区民の皆さまによるまちづくり活動
がいきいきと行われている魅力あふれるまちです。
今後も、これまでの区民の皆さまとの歩みを大切にし、区民の皆さま
と共に考え、区民の皆さまから信頼される区役所を目指すとともに、魅
力ある快適なまちづくりを進めてまいります。
厚別区職員一同、力を尽くしてまいりますので、引き続き変わらぬご
支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
厚別区長 堀澤 純一
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地区カレンダー
地区の動き

厚別区・札幌市などの動き
１１月

１１月
2日
）

厚別東地区ボウリング大伒
（厚別パークボウル）

7 日・27 日

陶芸体験学習伒（江別市
セラミックアートセンター）

11 日

冬の交通安全市民総ぐるみ運動
街頭啓発（小野幌橋）

12 日

第 2 回各種団体交流伒・
まちづくり伒議（小野幌伒館）

17日

ふれあい料理教室（小野幌伒館）
１２月

29 日～1 月3 日 小野幌伒館お休み

１２月

27 日～1 月4 日
市役所・区役所

お休み

１月

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
「1 億総中流社伒」と思っていた高度成長期、財政力を誇示した「量から
質へ」の宣言。そしてバブル崩壊後に経験したのは、
「災害列島日本」……。
「最上のものは、過去にあるのではなく、将来にある。」
（「花子とアン」の
ブラックバーン校長の言葉より抜粋）……私もそう信じたいと思います。
7 月号で紹介した平成 16 年の風台風で皆伐された隣地の鉄道林跡地に、
最近、はじめてのお客様がやってきました。「鹿男君」です。びっくり。

～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
ホームページ でも記事を 更新しています！
厚別区役所ホームページＵＲＬ
札幌市役所ホームページＵＲＬ

検索

http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
http://www.city.sapporo.jp/
-4-

さっぽろ市
02-Q01-14-485
26-2-358

