もみじ台まちづくりセンターだより
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地 域 の 話 題
■もみじ台自治連合会定期総会開催
4月22日、もみじ台管理センターで第46回
もみじ台自治連合会の定期総会が開催されま
した。今年度は新たに１自治会が連合会に加盟
し、この日は自治会役員など約60名が参加。
冒頭、東 健二郎会長からは「より良いもみじ
台に向け、皆で力を合わせて、先ずは行動しま
しょう」と、力強いご挨拶がありました。
その後、平成30年度の事業計画や収支予算
など、各議案は原案どおり可決され、新たな年
度のスタートを切りました。

▲東会長挨拶

■スピードダウンの励行を！
春の交通安全市民総ぐるみ運動の一環とし

て、4 月 6 日の早朝、もみじ台交番前交差点で
街頭啓発が行われました。この日は交通安全実
践会や交通安全母の会などの団体や地域住民
約 100 名が参加。
「スピードダウン！」の旗を
掲げながら、道行くドライバーに交通安全を呼
びかけました。

▲約 100 人が街頭に集まりました！

■もみ人ふれあい祭りが開催
毎年恒例の「もみ人ふれあい祭り」が、3 月
25 日、もみじ台管理センター全館を会場に、
盛大に開催されました。
このイベントは世代間の交流とふれあいを ▲平木前厚別区長
育むお祭りとして、今年で 8 回目を数えます。
高校生による商品開発コーナーや縁日コーナ
ー、各種出店ブースの外、大ホールでは大道芸
や落語にダンスと、多彩なプラグラムが用意さ
れ、会場は多くの人々で一日賑わいました。
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特別プログラムの「車いすダンス」 ▲

■楽しいお話とクラシックコンサート
3 月 17 日、
「まちづくり講演会＆ふれあいコンサート」
が、もみじ台管理センターを会場に開催されました。こ
れはもみじ台まちづくり会議の主催によるイベントで、
初企画となりました。
前半の講演会の部では、さっぽろ産業振興財団の酒井
裕司さんを講師に、もみじ台に近いテクノパークの歴史 ▲酒井講師
をはじめ、インターネットや最新の AＩ（人
口知能）など、興味深い話題の数々に会場の
参加者は真剣に耳を傾けていました。
続く後半は、新進気鋭のピアニストの鈴木
飛鳥さんと、札幌交響楽団でヴァイオリニス
トとしてご活躍の鈴木勇大さんによるデュ
エット。クラシックの名曲と、息の合った素
晴らしい演奏に、満席の会場から大きな拍手
が贈られていました。

▲熊谷勇大さん（右）と、鈴木飛鳥さん

まちづくりセンターの５つの役割
地域のまちづくり活動の支援
諸証明の取り次ぎ
まちづくり活動がより行いやすく活発になる 住民票や印鑑証明、戸籍謄本などの諸証明の取
ように、情報提供や関係団体などとの連絡調整 り次ぎをしています。来所または電話（戸籍謄
などを行っています。
本は来所のみ）で申し込むと、翌開所日の10
時30分以降に受け取ることができます。
地域課題に関する情報収集、提供
受付時間 平日の８時45分〜16時45分
課題を共有し、協力して地域をより良くしてい
くために必要な情報を収集し提供しています。 詳細 厚別区戸籍住民課 895-2452
地域における情報交流の促進
地域の活動主体のネットワーク化支援
市の事業・制度や地域のイベントなどのチラシ 町内会をはじめとした地域で活動するさまざ
などを設置し情報を提供しています。
まな団体が協力し合い、住み良いまちづくりを
推進する「まちづくり会議」の設置や運営のサ
ポートを支援しています。

札幌市からのお知らせ

札幌市のお知らせ情報は
地デジとアプリでチェック！

地デジ

５チャンネルでｄボタン
を押し「札幌市からのお知
らせ」を選択！

札幌市からのお知らせ情報を地上デジタル
テレビ５チャンネル(STV)のデータ放送と無
アイ
料配信のスマートフォンアプリ「ｉさっぽ
ろ」で見ることができます！広報さっぽろに
掲載しているお知らせの他、イベントや講座
の情報などもたくさん配信しています。

アプリ

「i さっぽろ」
で検索！または
こちらから→

アイ

詳細

厚別区総務企画課広聴係 895-2428

[対応 OS]
Android 版：OS 5.0 以上
IPhone 版：iOS 8.0 以上

地デジ・アプリで配信して
いるイベントや講座情報
をまとめた冊子も配架し
ています！
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−配架場所−
区役所、まちづくりセンター、
地区センター、区民センター、
市内郵便局(簡易郵便局を除
く) など

も み じ 台

地区の

情報

もみじ台
まちづくりセンター

ピカット豆知識

主要行事

昔のままの自然の姿を残す「熊の沢公園」

５月 春の一斉清掃

の広さは、なんと札幌ドームの1.4倍！

８月 もみじ台納涼まつり
１１月 もみじの大広間

この地域は、明治18年の入植当時、昼で

２月 もみじ台雪あかりの路

も暗く感じられるほどの巨木が立て込み、地
面には笹竹などが生い茂るうっそうとした

厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

統

計

情

森林地帯だったんだって。

住民基本台帳
平成30年４月１日現在

報
世帯

人

口

割 合（％）

（人）

男

女

平均

年少人口

生産年齢人口

老齢人口

年齢

札幌市

1,050,295

1,949,947

911,129

1,038,818

11.4

62.3

26.3

46.8

厚別区

64,714

127,658

58,578

69,080

10.5

59.6

29.9

49.0

もみじ台地区

8,373

15,070

6,564

8,506

8.3

45.7

46.0

55.6
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地区カレンダー

（詳しい内容は、広報さっぽろ及び区・市のホームページなどでご確認ください。)

厚別区・札幌市など

もみじ台地区

５月

５月

19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
※先着400名に花苗プレゼント（一人１株）

9日 地域子育てサロン もみじっ子
12日 もみじ台の地域の茶の間
12日 フロアカーリング

19日 健康都市空間 新さっぽろロハスマラニック
（受付：青少年科学館前（予定））

13日 春の一斉清掃（もみじ台自治連）

16日〜27日 さっぽろライラックまつり（大通公園）

17日 地区社会福祉協議会評議員会

（川下公園会場 6/2・3）

25日 もみじ台フラワータウン事業

６月

６月

５日 瑞穂大学開校（〜10月30日）

2日 もみじ台の地域の茶の間

６日〜10日 YOSAKOIソーラン祭り（大通公園 他）
10日

新さっぽろ「あつこい」会場（ふれあい広場あつべつ）

16日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

9日 フロアカーリング
13日 地域子育てサロン もみじっ子
20日 蕎麦サロン あじさい

17日 ファミリー森林浴ウォーキング（野幌森林公園）
未定

あつべつ花フェスタ2018春

未定

ガーデニングdeお近付き

（新さっぽろアークシティホテル５階 アークホール）
みんなで一緒にまちづくり教室

７月

７月

21日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
27日・28日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）

7日 もみじ台の地域の茶の間
14日 フロアカーリング
14日 地域子育てサロン もみじっ子
28日 フロアカーリング

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
まちづくりセンター勤務、（ついに）３年目を迎えることとなりました（４年目は無
く（笑）、本当に最後の１年となります･･･）
。この間「地域のまちづくりに、どれだけ
お役に立てたか？」との問いには、いささか自信はありません。･･･が、振り返ります
と、もみじ台のまちづくり に関するさまざまなテーマについて、多くの地域の皆さん
と語り合うことが出来ました。こうした成果を踏まえ、今後も、もみじ台地区の魅力と
可能性を、更に更に発信して行きたいと思います。

編集・発行

もみじ台まちづくりセンター 厚別区もみじ台北７丁目１-１
FAX 011-897-2537
011-897-6121
厚別区役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
厚別イベントキャラクター 札幌市役所ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/
「ピカットくん」
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