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
平成２５年５月１０日発行

平成 25 年度の厚別東まちづくりセンターです！
平成 25 年度に入って最初の「このっぽろ通信」
をお届けします。
まちづくりセンターでは、町内会をはじめとす
る地域の皆さんと連携しながら様〄な市民活動を
支援することで、地域コミュニティの活性化やネ
ットワークづくりによるまちづくりを推進してい
ます。
「このっぽろ通信」は、厚別東地区におけるこ
うした市民活動の内容や地域情報を発信するとと
もに行政情報の共有の場としても提供していきた
いと考えています。
事務局メンバーは次のとおりです。
厚別東まちセン所長 高橋 進(H25.4 着任)
〃
支援員 渡辺・岡部 計 3 名
どうぞよろしくお願いします。

平成 25 年度の新体制がスタートしました
厚別東地区は、7 つの単位町内会とそ
れらを統括する厚別東町内会連合会で構
成されています。各町内会では、それぞ
れの改選期に町内会長をはじめとする役
員の選任を経て、町内会連合会において
も 4 月 20 日の総会で新体制が決定した
ところです。
「地域のくらしを良くしたい」という思
いの方〄で構成された団体ですので、よ
り多くの皆さんの積極的なご支援・ご参
加をお願いします。

厚別東町内会連合会 会長
〃
副会長
〃
副会長
各町内会長
小野幌連合会
小野幌ニュータウン町内会
厚別東王子町内会
厚別東ひまわり町内会
もみじ台通り町内会
厚別東イトーピア町内会
厚別東高台町内会

中川喜久雄
団
久嗣
大戸 勇三
団
久嗣
長谷川雄助
佐藤 勝彦
中川喜久雄
菊地 邦夫
上條
隆
大戸 勇三
（敬称略）
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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

春の交通安全市民総ぐるみ運動
4 月 6 日（土曜日）から 15 日（月曜日）まで、
春の交通安全市民総ぐるみ運動が行われました。8
日の交通安全街頭啓発には、強風の中、町内会の
皆さん総勢約 60 名の方が、交通量の激しい小野
幌橋の交差点で交通安全を呼びかけました。

4月8 日 ▲
（強風）

期間中は、雪がちらつくなど悪天候の日もあり
ましたが、交通安全母の会や交通安全実践会の皆
さんの活動により無事終了しました。
皆さん、大変お疲れ様でした。

4月12日
（雪）

子育てサロン「くりの木」
子育てサロン「くりの木」は、春・
夏・冬休み中に小野幌会館で開催され
る子育てサロンです。今年度の第１回
目は、4 月 3 日（水曜日）午前 10 時
から開催され、14 名の
地域の皆さんのサポ
ートで、49 名の親
子がすべり台など
元気いっぱいに遊ぶ
ことができました。
ぜひ遊びにいらしてください

「くりの木」は、厚別東地区民生委員児
童委員協議会の主催で、地域の皆さんの
温かいご協力により開催されています。

7 月31 日（水曜日）、くりの木公園で

「ワイワイ夏フェスタ in くりの 木」を行います！！
主催：厚別東地区ワイワイ夏フェスタ in くりの木実行委員会

知っ得情報

あそびに
きてね♪

災害で水道管が破損したり、水道管に被害がない場合でも、受水槽

防災

や加圧タイプのマンションでは、停電だけで断水となります。飲食は

コラム

もとより、トイレにも大変丌自由します。いざという時のために、日
ごろからの備蓄(水道水やペットボトル等)を心がけましょう。

防災川柳

『一日は防災のこと話し合おう』
「風呂の水抜かずにおこう流すため』
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厚別東地区の紹介

かつては小野幌と呼ばれた地域で、平成 8 年 5 月に厚別中央地区か
ら分かれて誕生しました。
豊かな水田地帯として栄えた地域で昭和 40 年代以降の宅地開発や地
下鉄東西線の延長によって新興住宅地として発展しました。

世帯数と人口

住民基本台帳による
平成 25 年 1 月現在

世帯数

人口

年少人口

生産年齢人口

老年人口

（14 歳以下）

（15 歳～64 歳）

（65 歳以上）

札幌市

993,637

1,922,734

11.7%

66.5%

21.7%

厚別区

61,982

130,056

11.5%

65.2%

23.3%

厚別東まちセン区域

7,179

16,434

13.5%

64.7%

21.8%
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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

５月

５月

4 月 20 日～5 月 19 日
第 27 回定山渓温泉渓流鯉のぼり
4 月下旬～5 月下旬

12 日

厚別東地区社会福祉協議会総会

16 日

ふれあいサロン(地区内散策)

22 日

日赤奉仕団厚別東分団総会

平岡公園 梅まつり 2013
22～26 日 第 55 回さっぽろライラックまつり（大通公園）
６月

25 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
31 日～6 月 2 日 もいわやまの日（藻岩山）
６月

「歩道美化事業」(街路樹花壇)
国道 12 号線花いっぱいプロジェクト

1～2 日 第 55 回さっぽろライラックまつり（川下公園）
5～9 日 第 22 回 YOSAKOI ソーラン祭り（市内各会場）
７月

19 日 厚別交流イベント「あつこい」（ふれあい広場あつべつ）
14～16 日 北海道神宮例祭（北海道神宮・札幌市内）
16 日 ファミリー森林浴ウオーキング（野幌森林公園）

26・27 日
31 日

22～30 日 花フェスタ 2013 札幌（大通公園）

区民まつり(出店)

ワイワイ夏フェスタ in くりの木
(くりの木公園)

30 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
◆編集後記◆（所長のつぶやき）
4 月 1 日、新たに 486 人もの人たちが札幌市の職員としてスタートしました。この
うち 6 名の若者が 4 月 12 日(金曜日)午後、町連会長はじめ 4 名の町内会の方〄から、
まちづくりの苦労や人生の大先輩としての多くの貴重なアドバイスをいただきました。
今回の研修を踏まえて、今後の長い「公務員」生活の中で、彼らが立派な社会人のみ
ならず、立派な「地域人」としても長く活躍するよう心から期待のエールを贈りたいと
思います。
～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/
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さっぽろ市
03-Q01-13-405
25-3-130

