もみじ台まちづくりセンターだより
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もみじ台で“フォーラムウィーク”が開催されました
もみじ台地区のこれからのまちづくりを考えようと、もみじ台自治連合会、もみじ
台まちづくり会議外の共催により“フォーラムウィーク”と題して、「まちづくりフォ
ーラム」と「講演会」がそれぞれ開催されました。本号ではその概要をお知らせします。
■まちづくりフォーラム『もみじ台の今を考える』
平成 28 年 11 月 23 日に開催したフォーラムでは、会場狭しと約 200 人が参加。
基調講演は、坂井文・北海道大学客員教授（都市計画）に行っていただきました。「も
みじ台をどういう街にしたいか目標を持ち、まず、一歩動き出すことが重要」との話に、
参加者は皆、真剣に聞き入っていました。
また、これに続くパネルディスカッションでは、
もみじ台自治連会の東会長、ホクノースーパーの野
地社長、青少年育成委員会会長の荒金さん等がパネ
リストとして参加。「大学生の
ルームシェア」や「中高一貫校
の誘致」など、さまざまな意見
が交わされました。
■『みんなで支え合うまちづくり講演会』
平成 28 年 11 月 26 日は、もみじ台のまちづくりを考える講演会が開かれ、約 130
人が参加しました。講演したさわやか福祉財団会長で弁護士の堀田力さんは「みんなで
創る支え合いのもみじ台」をテーマに、新たな介護保険制度のもとでの住民同士の支援
の在り方について、事例を挙げながら分かりやすく説明。今後ますます進む少子高齢化
の中で、
「大事なことは、何ができるかということを、住民自らが考えることです。」と
述べました。
講演後は、約 60 人の参加者
が「地縁」「居場所」「有償・無
償ボランティア」など８グルー
プに分かれ、
『地域のためにどの
ようなことができるのか』をテ
ーマに意見を出し合いながら、
グループワークを行いました。
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地 域 活 動 の 様 子
■今年も“大入り”地域の大広間開催！
平成 28 年 11 月 13 日、様々な世代の交流を目的
とした「第８回もみじ台の地域の大広間」が、もみじ
台管理センターで開催されました。今年のテーマは「出
会い つながる 地域の絆」。大ホールのステージは、人
気のもみじ台中学校の吹奏楽部演奏で開幕。続いてゲ
ームに劇、歌やダンス、フロアカーリングなど、多く
の皆さんが日頃の活動ぶりを披露しました。
このほか会場では、こども縁日や喫茶・相談コーナ
ー、もみじ台の学校やさまざまな団体の紹介コーナー
など、楽しい催し物が目白押し。運営スタッフでは北
星学園大学や星槎高校の学生さんも大活躍しました。
毎年恒例の試食では、
“ご当地メニュー”のもみじ汁
とキャロットライスが振る舞われ、来場者は舌鼓。
この日は 900 人を超える人々が“もみじ台の大広
間”に集い、楽しいひと時を過ごしました。

■栄えある受賞に輝く～地域の茶の間～

■歩くスキー教室 参加者募集！

このほど、もみじ台交流サロン「地域の茶
の間」が、「平成 28 年度北海道福祉のまち
づくり賞・活動部門」の賞に輝きました。
これは、世代間交流を通じ地域の絆を深め
る地道な活動が、高く評価されたものです。

健康づくりと冬の運動不足解消に歩
くスキーを始めませんか? 初めての
方のために無料体験会も行います。
＊＊＊＊＊ 実施要領 ＊＊＊＊＊
主 催 スポリティファイン
日 程 1 月から 3 月の土曜日(10 回)
会 場 もみじ台南中学校(もみじ台南 7）
対 象 小学生以上の全ての年齢の方
会 費 大人 1,000 円、中学生５００円、
小学生 無料

▲表彰式の石村さん（右手）

10 月 25 日に北海道庁で行われた表彰式
には、代表の石村実さんが出席し、村木保健

【問合せ・申込先】
・ｽﾎﾟﾘﾃｨﾌｧｲﾝ(総合型地域スポーツクラブ)
砂川さん (携帯) 080-1869-8245

・歩くスキーを楽しむ会（幹事）
福祉部長から賞状が手渡されました。
谷島さん 897-2390
「地域の茶の間」の関係者の皆さん、受賞お
めでとうごいます！
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厚別区役所地域振興課からのお知らせ

新さっぽろ冬まつり 2017
厚別の子どもたちが、冬を元気に楽しむことができるよう、地域の学生やボランテ
ィア・企業・関係団体が企画・実施する「新さっぽろ冬まつり」。今年で 12 回目を
迎えます。
メイン会場の“ふれあい広場あつべつ”では、アイスリンクやチューブすべり台、
子どもたち手作りのかまくら風トンネルが登場。また、野外書道など様々なパフォー
マンスやミニゲーム、あったかメニューで楽しめるほか、人気のスノーキャンドル作
りも体験できます。
ご家族そろって遊びに来てください！

日時 平成 29 年 1 月 28 日（土）12：00～18：00
29 日（日）10：00～16：00
会場 ふれあい広場あつべつ、科学館公園（厚別中央 1 条 5 丁目）
≪連携・共催会場≫
札幌市青少年科学館、厚別公園競技場
※ 連携・共催会場は開催時間が異なります。詳しくは、厚別区役所ホームペー
ジまたは厚別区役所などで配布するチラシをご確認ください。
詳細：新さっぽろ冬まつり実行委員会事務局（厚別区役所地域振興課内）☎892-2442

厚別区役所から

新年あけましておめでとうございます
厚別区民の皆様には、日ごろから厚別区のまちづくりにご支援、
ご協力いただきありがとうございます。
厚別区に着任し、早いもので 9 か月がたちました。この間、
地域における様々な会議や行事に出席させていただき感じたこ
とは、区民の皆様自らが主体となり、熱意をもって、まちづくり
に携わる活動が各地域で展開されているということです。
本年も、魅力ある快適なまちづくりを目指して、区民の皆様と
共に頑張ってまいりますので、引き続き変わらぬご支援、ご協力

厚別区長

をよろしくお願いいたします。
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平木

浩昭

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

もみじ台地区の動き

１月

１月

４日

厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌）

9日

厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌）

８日 もみじ台新年交礼会
11 日 地域子育てサロン もみじっ子

14 日 あつべつふれあいコンサート（厚別区民ホール）

14 日 地域の茶の間

28 日～29 日
新さっぽろ冬まつり 2017（ふれあい広場あつべつ 他）

〃〃

フロアカーリング

1 月 28 日～2 月 25 日
札幌演劇シーズン 2017-冬（市内各劇場）

２月

２月

４日 地域の茶の間
８日 地域子育てサロン もみじっ子

５日

第 37 回札幌国際スキーマラソン（札幌ドーム周辺）

11 日 フロアカーリング

６日～ 第 68 回さっぽろ雪まつり
大通公園・すすきの会場（12 日まで）
つどーむ会場（1 日～12 日まで）

15 日 そばサロン あじさい

３月

19 日～26 日
2017 冬季アジア札幌大会（札幌市・帯広市各所）

４日 地域の茶の間

３月

８日 地域子育てサロン もみじっ子

1 日～3 日
第７回厚別歴史写真パネル展（サンピアザ 1 階光の広場）
11 日

11 日 フロアカーリング
26 日

ガーデニング入門講座
（厚別区民センター視聴覚室）

もみ人ふれあい祭り（もみじ台管理セ
ンター）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
あけましておめでとうございます。昨年４月の着任以来、もみじ台まちづくりセン
ターの運営にあたりまして、地域の皆様にはいつもご協力をいただき、スタッフ一同、
厚くお礼申し上げます。
「出会い つながる 地域の絆 もみじ台」に向け、皆様に親しまれるまちセンを目指し
て参りますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。
～編集・発行～
もみじ台まちづくりセンター
電話 ０１１－８９7－6１21

厚別区もみじ台北 7 丁目 1-1
ＦＡＸ ０１１－897－2537

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
02-Q01-16-518
28-2-379

