厚別東まちづくりセンターだより

第３７号

このっぽろ通信
平成２５年７月１０日発行

＊ 国道 12号線

＊＊

花いっぱい プロジェクト

＊＊＊

6 月 14 日(金曜日)、15 日(土曜日)の両日に
わたって、厚別東地区各種団体交流会・まちづ
くり会議の各グルーブ団体が手分けをして、国
道 12 号線沿いの街路樹桝 37 か所に、マリー
ゴールドの花苗 1,110 株を植えました。
今年はあいにくの雨で金曜日にできなかっ
たところを土曜日に行うなど、予定が大幅に
変更となりました。その一方で、町内会の皆
さんと厚別中学校女子バレー部の子どもたち
60 人、そしてポプラ若者活動センターの若
者 3 人が、合同で花苗を植えるという交流が
あらたに生まれました。
事業に参加された皆さん、雨の中大変お疲
れ様でした。これからは、沿線企業の皆さん
を中心に、10 月まで子育てならぬ花育てが
続きます。少しでも長く多くの方々の目を癒
せるよう見守ってほしいと思います。

ワイワイ夏フェスタ in くりの 木
今年の「ワイワイ夏フェスタ in くりの木」は、７月３１日
（水曜日）10 時～11 時３0 分まで、くりの木公園で開催されます。
毎年、地域のさまざまな団体や小・中・高校生など多くのボランティ
雨でも
アスタッフが参加し、訪れた親子と水遊びや昔遊びを楽しんでいます。 中学校の武道場で
遊べます！
小さい子も、大きい子も、昔、子どもだった方も、
みんなで一緒に遊びましょう！
詳しくは、回覧・チラシをご覧ください。
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
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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
福祉のまち推進センターでは、地域の方々が気
軽に交流して、より多くの仲間づくりができるよ
う「いきいきふれあいサロン」を毎月開催してい
ます。最近では、災害時の避難場所となっている
北星学園大学附属高校経由でその周辺を散策した
り、京極温泉へ足を運んできました。
今年度は、そうした活動も踏まえて、福祉のま
ち推進センターの役割である地域福祉の向上を図
るため、日常的な見守り活動に重点をおいて取り
組んでいきます。運営組織や要綱を変更し、豊澤
委員長や長谷川事務局長を中心に、運営委員会が
一丸となって活動にあたります。
身近な地域の中で、日常的な見守りによる「気づき」
「受けとめ」
「つなぐ」活動が行われるよう、地域の
皆さん一人ひとりのご協力をお願いいたします。

厚別東防災・福祉ネットワーク協議会
協定調印式 ～新札幌聖陵ホスピタル～
瀬戸病院長

中川町連会長

5月16日
北星高校散策
（←水芭蕉）

ふ
サれ
ロあ
ンい
6月19日
京極温泉

厚別東地区では、災害時支えあいプ
ロジェクトの活動母体として、防災・
福祉ネットワーク協議会を設置し、要
支援者などを把握したマップの作成や、
地域の病院・学校などとの相互支援を
目指した「災害の発生等緊急時に関す
る支援協定書」の締結を進めています。
6 月 28 日(金曜日)、あらたに新札
幌聖陵ホスピタル瀬戸一寿病院長との
協定が締結され、今後の相互支援体制
が確認されました。

(医社団)翔嶺館 新札幌聖陵ホスピタルとの協定締結

知っ得情報

西・東日本の渇水による取水制限がニュースになってすぐに、今度は

防災

台風 4 号の集中豪雨で、多くの人が会館などへ避難を余儀なくされまし

コラム

た。札幌は災害が少なく住みやすい街ですが、災害は、忘れても忘れな
くてもやってきます。日ごろからの備えをもう一度確認しましょう。

防災川柳

『歩こうよ避難する場所確かめに』
「情報はラジオで聴こう避難道』
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小野幌会館をご利用ください

クウ・プアマナ（ハワイアン・フラ）

厚別東まちづくりセンターに併設されている、
小野幌会館をご存じでしょうか？

会館入口には各種の
チラシがあります。

貸室の種類

町内会や各種団体、サークルな
どの活動拠点として使用されて
おり、地域の皆さんが集う交流の
場にもなっています。どうぞお気
軽にご利用ください。
詳しくは、下記お問合せ先まで
ご連絡ください。

厚別東
パソコン
クラブ

現在の使用例

※その他 厨房もあり

大ホール （約 154 ㎡ 約 93 畳）
和 室 A （約 37 ㎡ 約 22.5 畳）
和 室 B （約 52 ㎡ 約 31.5 畳）

町内会活動／老人クラブ活動／サークル活動／民間
営業使用（子ども向け教室など）

お問合せは 小野幌会館

TEL 898-1835 へ

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ
今年も「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。
まつりステージ、ビアガーデン、飲食コーナーのほ
かヨーヨー釣りなどのコーナーなど多数出店します。
江別市、北広島市の近隣市交流ステージや当別町、
新篠津村を加えて近隣市町村物産品販売コーナーも
あります。
厚別東地区からは、アメリカンドッグ・フランクフ
ルトの飲食コーナーを出店します。
開催日程は、平成 2５年
7 月 2６日(金曜日)・２７
日(土曜日)正午～午後９時
です。厚別の夏を一緒に楽
しみましょう！

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・飲食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 円で 1,100 円分使えるお得な前売券です。
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へ。販売期間：平成 2５年 7 月 2５日（木曜日）まで。

-3-

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

７月

７月

6 日～31 日

10～19 日 夏の交通安全市民総ぐるみ運動

ＰＭＦ（ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）2013（芸術の森ほか）
20 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
19 日～8 月 20 日 第 60 回さっぽろ夏まつり（大通公園）
26～27 日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ）

12 日 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)
18 日

ふれあいサロン(円山動物園)

26～27 日
31 日

８月

厚別区民まつり（出店）

ワイワイ夏フェスタ in くりの木
（くりの木公園）

1～3 日 第 49 回すすきの祭り（すすきの地区）

８月

18 日 区民地区対抗ソフトボール大会
（もみじ台東側緑地野球場ほか）

3 日 小野幌ニュータウン町内会夏祭り
王子町内会納涼夏祭り

25 日 とうべつ軽トラ・マーケット、夢市場あつ

もみじ台通り町内会納涼夏祭り

べつ（ふれあい広場あつべつ）

10 日 ひまわり町内会・
高台町内会夏祭り
30 日 札幌市総合防災訓練（ふれあい広場ほか）
小野幌連合会
９月
小野幌まつり
25 日 2013 北海道マラソン（大通公園発着）

11～16 日 第 8 回札幌国際短編映画祭（札幌ﾌﾟﾗｻﾞ 2･5 ほか）
９月

13～29 日 さっぽろオータムフェスト 2013（大通公園）
23 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ

21～30 日

秋の交通安全市民総ぐるみ運動

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
国道１２号線沿いのマリーゴールドがきれいな花を咲かしています。でも、日の当たる北
側の黄色の帯に比べ、まちづくりセンター側の橙色のマリーゴールドは、成長が目に見えて
遅いようです。しかし、
「それがどうした」と言わんばかりにつぼみを蓄えている花や、北側
の黄色に混じってしっかり咲いている花もあり、これでいいのだと妙に感心しています。
～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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