
【編集】厚別区総務企画課広聴係　　895-2428 / FAX 895-2403

厚別区役所関連施設

12月1日現在、（　）は前月比

厚別区の人口・世帯数

世帯数 57,498世帯（+5）
人　 口 125,839人（-12）

（以上、〒004-8612 厚別中央1の5）

(〒004-0007 厚別町下野幌45-39)

まちづくりセンター厚別区役所 895-2400（代表）
厚別保健センター  895-1881

厚別区土木センター  897-3800
厚別南（厚別南1） 891-1666
厚別中央（厚別中央4の3） 891-3907

厚別西（厚別西2の3） 891-4555
もみじ台（もみじ台北7） 897-6121
青葉（青葉町3） 892-8177
厚別東（厚別東4の4） 897-2885

厚別区には、「道道札幌恵庭自転車道線」という自
転車・歩行者専用道路が通っています。D51型
蒸気機関車（愛称：デゴイチ）もかつて走ってい
た旧千歳線の廃線跡地を利用して造られまし
た。その長さは白石区から北広島まで全長約
20㎞（厚別区内は約4.5㎞）あります。2008
年（平成20年）には、サイクリングをする人
だけでなく、歩く人も楽しめ、区民に愛着
を持ってもらえるようにと、厚別区間の
愛称を募集。240作品の中から、「陽だ

まりロード」と愛称が決定しました。「高台から見
下ろした道に陽が当たって、行き交う人たちが
ほのぼのと楽しそうに見えたから」と名付けら
れた陽だまりロードは、現在でもウオーキン
グや自然観察の場、通勤・通学の道路として
多くの区民に親しみ愛されています。

陽だまりロード愛称決定
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 厚別区長

厚別区は、昨年11月6日で誕生から30周年を迎
えました。区民の皆さまと共にお祝いし、厚
別区の魅力を再発見できた年となりました。
今年一年が皆さまにとって、素晴らしい年とな
りますよう、心よりお祈り申し上げます。

2020年

1月

（札幌市公文書館所蔵）

完成した当時の▶
陽だまりロード

謹んで新年の
ごあいさつを申し上げます

広報ラジオ番組は
厚別6㌻をご覧ください
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1月1日からの内容を
掲載しています。厚別区からのお知らせ月

①行事名  ②住所  ③氏名(ふりがな)  ④年齢  
⑤連絡先(電話番号・FAX番号・メールアドレスなど)

申込時の必要事項

子ども向け

厚別区役所ホームページにも情報を掲載 厚別区役所

ラジオ番組（厚別6㌻）で放送

■離乳のすすめ方
管理栄養士による講話を通して、離乳食のすすめ方のポイン
トを学びます。
日時 2月4日（火）13時30分～14時15分
会場 ちあふる・あつべつ（厚別中央1の6）
対象 1歳6カ月までの子どもとその保護者
定員 10組【先着順】　費用 無料
申込方法 1月21日（火）9時から電話で。札幌市外在住
の方は、1月22日（水）から申し込みを受け付けます
※昨年5月21日に同講座を受講した方は、同じ講座内容
のため、申し込みできません
【共通】申込先 健康・子ども課子育て支援担当 
895-2514

■子育て世代のおかねのはなし
教育費用や将来に向けた備えなど、大切な「おかねのはな
し」について学びます。
日時 1月24日（金）10時～11時
会場 ちあふる・あつべつ（厚別中央1の6）
対象 就学前の子どもとその保護者
定員 10組【先着順】　費用 無料
申込方法 1月10日（金）9時から電話で。札幌市外在住
の方は、1月14日（火）から申し込みを受け付けます

　親子で一緒に参加する子育て講座

札幌を本拠地にするプロバスケットボールチーム
「レバンガ北海道」の公式戦に厚別区民を無料招待します。
対象試合 対 シーホース三河 戦
日時 2月9日（日）15時5分開始
（開場：12時10分から）
会場 北海きたえーる
（豊平区豊平5の11）
対象 厚別区在住の方　
席種 自由席
定員 100人【多数時抽選】
申込方法 往復はがきに上欄「申込時の必要事項」の他、　
返信はがきの宛先を記入し送付【1月10日（金）消印有効】。
当選結果は返信はがきでお知らせします
その他 当選者の同伴者は、当日券を特別価格で購入す
ることができます。また、落選者には、返信はがきで同試合
のチケットの割引券を送付します
申込先 〒004-0041 厚別区大谷地東2丁目5-60
レバンガ北海道 厚別区民応援デー係 555-9090
※応募者の個人情報は、株式会社レバンガ北海道が適切に管理し、　
本件を含む当社からの案内以外には利用されません

厚別区民応援デー

医療にまつわる最新情報をテーマに、区内の医療機関の
医師を講師に招いて講演会を開催します。  
講師 札幌北辰病院
　　　呼吸器内科医 相
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 氏
日時 1月16日（木）14時～15時30分
会場 厚別保健センター 講堂
対象 厚別区在住の方　費用 無料。直接会場へ
詳細 厚別保健センター 895-1881

市民健康教育「呼吸器の病気について」

保健師や管理栄養士らによる講話、骨密度測定、運動実技
「温活ストレッチ」を通して健康管理のこつを学びます。
日時 1月29日（水）13時30分～15時30分
（受付：13時から）
会場 厚別保健センター　
対象 40歳～64歳の
厚別区在住の方　
定員 30人【先着順】
費用 無料
申込方法 1月7日(火)～17日（金）に電話かFAXで
申込先  厚別保健センター 895-1881、FAX895-5922

　健康講座「知って得する健康管理のコツ」

©LEVANGA HOKKAIDO

会場へ
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がん検診（胃・大腸・肺）

日時 2月10日（月）8時45分～10時
会場 厚別保健センター
対象 胃（バリウム）：50歳以上で偶数年齢の方（直前
の偶数年齢時に受診していない場合、奇数年齢でも
可）、大腸（検便）・肺（胸部エックス線）：40歳以上
費用 胃：700円、大腸：400円、肺：無料（問診により
喀
かく

痰
たん

検査が必要な場合は400円）
※減免制度有り。詳細は申込時に確認
申込方法 1月27日（月）までに電話かFAXまたはホー
ムページの申し込みフォームで
※肺がん検診は予約不要、直接会場へ
申込先 札幌市コールセンター 222-4894
FAX221-4894、HP 札幌市　申し込み可能

住民集団健康診査

健診種目　①健康診査、②胸部エックス線検査（肺が
ん検診）、③肝炎ウイルス検査 
対象　①40歳以上の国民健康保険加入者・生活保護
世帯員・支援給付世帯員、後期高齢者医療保険加入者、
②40歳以上の方、③過去に受診したことがない方
その他 予約不要、直接会場へ。①費用や持ち物など
の詳細は、受診券やパンフレットで確認、②③費用は
無料（②問診により喀

かく

痰
たん

検査が必要な場合は400円）。
持ち物は身分証明書
詳細 札幌市コールセンター 222-4894

月日 受付時間 会場

1/23（木） 9時30分～11時  厚別区民センター
 （厚別中央1の5）13時30分～15時

改修工事のため、4月1日（水）から10月31日（土）まで休
館し、仮事務所の設置を予定しています。休館中は、貸
室や図書室、開放事業などの利用はできません。仮事
務所の詳細などが決まりましたら、お知らせします。
※貸室の事前申し込みをする際はご注意ください
詳細  厚別南地区センター 896-3000

厚別南地区センター 休館のお知らせ

2月7日（金）～19日（水）は蔵書一斉点検のため休館し
ます。正面入り口横の返却ポストは休館期間中も利用
できますが、視聴覚資料（CD、DVDなど）は破損の恐
れがあるため、入れないでください。
詳細  厚別図書館 894-1590

厚別図書館 休館のお知らせ

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の5）
25日（土）：12時～18時、26日（日）：10時～16時
チューブすべり、雪のトンネル、手作り小雪像、
雪合戦、宝探し、スノーキャンドルなど

連
携
・
共
催
会
場

札幌市青少年科学館（厚別中央1の5）
折り紙で雪の結晶紋

もん

切
きり

体験など
厚別公園競技場（上野幌3の1）
チューブすべり、すべり台など
※開催時間は会場によって異なります

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

1
土

月25日 日26日
詳細は1月中旬から区役所や区内各まちづくりセンターなどで
配布するチラシでもお知らせします。 新さっぽろ冬まつり

厚別ふれあい・ほっと・ステーション厚別ふれあい・ほっと・ステーション
広報ラジオ番組

FMドラマシティ（77.6MHz）で
毎週水曜日10時45分から生放送！

過去の放送は厚別区役所ホームページから

1月8日
1月15日
1月22日

写真から伝わる！あつべつの魅力
農家のかあさん土曜市
新さっぽろ冬まつり2020

1月29日
2月5日

除雪について
厚別中央ともみじ台の地区紹介

国民健康保険料の夜間納付相談

日時 1月23日（木）20時まで
場所 厚別区役所1階9番窓口（庁舎東側の時間外
出入口からお入りください）
詳細  保険年金課収納係 895-2597

厚別区　広報ラジオ
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