
真駒内まちづくり通信

「まこ × まち 2016 vol.2」が開催されました！

　平成 28 年 11 月 12 日（土）、「まこ × まち 2016vol.2」
がまこまる（旧真駒内緑小学校）にて開催されました。
　「まこまる」をよりよく地域のみなさんに知っていただくこ
とを目的に、「まこまる」を体験しながら、子どもからお年寄
りまで多世代が楽しむ、賑やかな一日となりました。

◆開催日時　平成 28年 11月 12日（土）10：00～15：00
◆テーマ　きて！見て！まこまる　　
◆開催場所　まこまる（旧真駒内緑小学校）　真駒内幸町 2丁目 2-2
◆主催　まこ×まち 2016vol.2 実行委員会
　　　　〈NPO法人さっぽろAMスポーツクラブ、札幌市立大学、

　　　　 南区保育・子育て支援センター、真駒内相談指導教室、社会福祉法人札幌全育会 ※順不同〉
◆来場者　約 760名

MAKO
MACHI

まこ × まち 2016 vol.2　開催概要

まこ × まち 2016 vol.2　主なプログラム

まこ × まち 2016vol.2　実施結果

◆オープニング

◆地域の魅力を知って楽しもう！

◆オープニングセレモニー（10：00～ 10：30）
・開会のあいさつ
◆北海道警察音楽隊による演奏(10：30～11：30）

◆まこマルシェ（11：30～13：30）

◆まこまるを体験しよう！
◆ちあふる・みなみ（南区保育・子育て支援センター）
　・ベビー＆キッズルーム（10：30～ 12：30）
◆ Co ミドリ’（子どもの体験活動の場）　　　　　　
　・Coミドリ　プレーパーク（10：00～ 15：00）
　・しま専科「表現の不思議③」（13：00～14：30）
　・ベロタクシーモニターツアー　
　　（①12：00　②13：00　③14：00）
◆まちの学校（札幌市立大学COCキャンパス）
　・市立大学公開講座　①12：50～　②11：30～
　・まちの健康応援室開室（11：30～14：30）
　・学生企画「ふまねっと運動教室」（13：00～14：00）
　・まちの先生講座「生活の場のデザイン」
　　（13：50～15：00）
　・ダンボールアート展（10：00～15：00）
◆真駒内相談指導教室
　・パネル展示
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まこマルシェ（クラフト）

発行者（共同発行）
○真駒内地区連合会　〒005－0014 札幌市真駒内幸町２丁目 真駒内まちづくりセンター
　　　　　　　　　　TEL.（011）581-3025 FAX.（011）581-8020
○札幌市　　　　　　まちづくり政策局 　  〒060－8611 札幌市中央区北１条西２丁目
　　　　　　　　　　都市計画部地域計画課 TEL.（011）211-2545 FAX.（011）218-5113

　まこマルシェ（クラフト）では南区を中心
に活躍する芸術家や作家のクラフト作品が販
売されました。クラフト制作のワークショッ
プも行われ、多くの人で賑わっていました！

　まこ × まち 2016vol.2 では来場者の方にアンケートをお配りし、本イベントについてや今後のまこま
るに期待することやさらに地域の皆さまに親しまれる施設になるために必要なことなどを伺いました。
たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。アンケートの結果を一部抜粋してご紹介します。

■今回のイベントで特に良かったと思うものはなんですか。
　（複数回答可）

●出展者
ジャンル店舗名 出展品目地域
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A.オープニング

B.道警音楽隊の演奏会

C.プレーパーク

D.ベビー&キッズルーム

E.しま専科「表現の不思議」

F.ベロタクシーモニターツアー

G.カフェまこまるの昼食提供

H.公開講座a.「団地再生の最前線」

H.公開講座b.「脳卒中の予防と検査」

H.公開講座a.b.選択無

I.まちの先生講座「生活の場のデザイン」

J.まちの健康応援室

K.学生企画「ふまねっと運動教室」

L.段ボールアート展

M.まこマルシェ

N.真駒内まちづくりパネル展示

O.特にない

無回答
回答数合計

■まこまるに期待することや、さらに良い施設とな
るために重要だと思うことなど、お考えを自由に
ご記入ください。(一部抜粋 )

・我が子が通った小学校が、このように活用され
ていて嬉しいです。もっとたくさんの人に来て
ほしいと思います。

・小さな子供を連れたお父さん、お母さんと高齢
の方がみんな楽しそうでいいイベントですね。

・マルシェでもっとたくさん野菜等を扱ってほし
いです。

・まこまるは気になっていましたがなかなか来る
キッカケをつかめないでいました。今日はワー
クショップにも参加できて良かったです。

・ダンボールアートに感動しました。子供たちの
楽しそうな様子もみれて良かったです。また来
たいです。

・これからも子どもが楽しく遊べる環境作りをお
願いします。

さっぽろ市
02-B03-16-1915
28-2-1117

手芸品 中ノ沢

北ノ沢雑貨

澄川

澄川

澄川

フェザー小物

真駒内

雑貨

金工

レザー小物

手作り”夢らんど”
晴間BACKYARD

福ろうカフェ

studio kamokamo

スノードロップ

Fu’s room

小物、ポプリ、バッグ、クリスマス飾り等

リース、オーナメント、木製トレイ等

ピアス、イアリング、ストラップ等

ワークショップ：真鍮キーホルダー制作
販売：真鍮・銅キーホルダー等

ワークショップ：キャンドル制作
販売：キャンドル、ストラップ、ヘアゴム等

ワークショップ：革の小銭入れ制作
販売：ブローチ、タグ、端革等



オープニング まこマルシェ（食）

フードコーナー

フリーマーケット

縁日コーナー

災害時に備えてコーナー

健康生活支援コーナー・ＳＣＵまちの健康応援室

“健康寿命”ってなんだべあ�

まこマルシェ（アート＆クラフト）

真駒内中学校吹奏楽部

縁日コーナー

オープニング

まこまるを体験しよう！

ちあふる・みなみ（南区保育・子育て支援センター）

【ベビー＆キッズルーム】

【市立大学公開講座】 【まちの先生講座「生活の場のデザイン】

【しま専科「表現の不思議③」】 【ベロタクシーモニターツアー】 【まこまるカフェ】

【オープニングセレモニー】 【北海道警察音楽隊による演奏】

【Coミドリ　プレーパーク】

Co ミドリ（子どもの体験活動の場）

まちの学校（札幌市立大学 COC キャンパス）

　藻岩高校放送局の司会で行われ、南区市民部の芳村
部長や真駒内地区連合会の横堀会長の挨拶があり、ま
こまる内事業者紹介からお祭りがスタートしました！

　身体を動かしながら表現力を
磨く、大人も子どもも楽むこと
ができる体験が行われました。

　真駒内の名所や子ども達に人
気のスポットをベロタクシーで
めぐるツアーが行われました。

　カフェでは通常のメニューに
加え、イベント特別メニューも
提供され、賑わっていました。

　真駒内エリアのまちづくりについてや脳卒中
の予防と検査についての講座が開かれました。

　真駒内でさまざまなプロジェクトを仕掛ける
小林元さんのまちづくりの講座が開かれました。

　北海道警察音楽隊による演奏をはじめ、カラーガー
ド隊によるフラッグ演技など、さまざまなパフォーマ
ンスで盛り上がりました。

　チラシプールやアンパンマンの的入れ、ワニたた
きなど小さな赤ちゃんから遊ぶことのできる遊びが
たくさん揃いました。また、写真撮影のコーナーも
あり、親子で楽しそうに記念撮影をする来場者の姿
も見られました。

　プレーパークでは走り回って遊んだり、シート
を敷いたグラウンドに寝転んだりと自由にのびの
びと遊ぶ子ども達の声が響いていました。

「まこ × まち 2016vol.2」は、約 760 名の方に来場いた

だき、賑やかな雰囲気の中で開催されました！

MAKO
MACHI

地域の魅力を知って楽しもう！

まこマルシェ（食）

　まこマルシェ ( 食 ) では真駒内をはじめ
とした南区のお店の自慢の野菜やくだもの、
パンなどが出展され、南区の味覚が勢ぞろ
いした会場はお客さんで大盛況でした！

●出展者
ジャンル店舗名 出展品目地域
食品 真駒内

真駒内

オホーツク産の常温加工品 等

利尻昆布・わかめ、温州みかん、安納いも等

ベーグル、グラノーラ、クッキー等

コーヒー豆、クッキー、マドリング等

ベジパフェ等

大根、タマネギ、なめこ等

シナモンロール、メロンパン、ベーグル等

カンパーニュ、エピ、山食パン、フランスパン等

コーヒー豆等

野菜

石山カフェ

石山カフェ

真駒内

真駒内

パン

パン

常盤野菜

真駒内野菜

真駒内カフェ

アースビジョンクリエイト

ニシクルカフェ

three café

エピ工房
自家製酵母パン研究所
tane-lab
中山　榮吉

長谷川商店（ベジコ）

珈琲工房 柏丘

4丁目サロン
まんまる松崎商店

【まちの健康応援室開室】 【段ボールアート展】 【学生企画「ふまねっと運動教室」】
　骨密度測定・体内年齢チェッ
クや、健康相談が行われました。

　看護学部の学生と一緒に歩行
運動学習を行いました。

　デザイン学部の学生が制作した段
ボールアートが展示されました。
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