もみじ台まちづくりセンターだより
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平成３０年（２０１８年）１１月１０日発行

地 域 の 話 題
■地域と協働によるサクラ植樹〜もみじ台の新名所に！
１0月15日、熊の沢川の河川敷地で「地域と協働によるサクラ植樹事業」が行われ、
もみじ台自治連合会、同地区老人クラブ協議会、もみじ台あえーるをはじめとした地域
の団体と、もみじの森小学校の児童、札幌市職員ら約100人が、ヤエザクラとエドヤ
マザクラの苗木12本を植えました。この事業は、もみじ台地区の人々に潤いと春を迎
える喜びを感じてもらおうと、同会や札幌市が実施したものです。
熊の沢公園で行われた開会式では、浅野厚別区長が「サクラが地域のシンボルとなる
よう期待します」とあいさつの後、参加者は熊の沢川の河川敷に移動。先ずは浅野区長、
地域団体の代表者ら４人と児童による記念植樹が行われ、引き続き、参加児童と地域住
民らがスコップを手に交流を深めながら、全ての苗木の植樹が次々と行われました。

■福まち防災研修
災害に備え防災意識を高めてもらおうと、もみ
じ台地区社会福祉協議会は10月25日、札幌市危
機管理対策室の瀬川課長を講師に「大地震・大雨
に備える」を開催しました。9月上旬に発生した台
風や地震を機に、防災の機運が高まっていること
から、会場となったもみじ台管理センター大ホー
ルは、予想を超える約100名の参加がありました。
「地震に備えて家具は固定して」
「食料品や水は最
低3日分を」といった日ごろの備えの外、
「災害情報はテレビ・ラジオで入手を」、
「避
難情報とは?」など、災害時の必要な対応などの詳しい説明に、参加者は皆真剣に耳
を傾けていました。日頃の備えの大切さを実感した一日でした。
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第 10 回 もみじの大広間
多くの人が集まる部屋を意味する「大広間」にちなみ、子どもから大人まで、地域
の人々が楽しみながら交流を進め、人と人とのつながりを深めるイベントです。
今年もプログラムに新企画を加えて盛大に開催します！
・日
・会
・主

時
場
催

平成30年11月11日（日） ９:45〜15:00
もみじ台管理センター （厚別区もみじ台北７丁目１-１）
もみじ台まちづくり会議

《タイムテーブル》都合によりプログラムを変更する場合があります。ご了承ください。

９：３０ 開場
９：４５
１０：００〜１１：００
１１：１５〜１１：５０
１２：００〜１２：３０
１３：３０〜１４：２０
１４：２５〜
１５：００頃

※司会進行は、主に地域の高校の生徒さんが行います。

開会式
大平まゆみさんのヴァイオリンソロ演奏とトーク
中学生発表「私の思い」
たのしい体操・もみじ台地区交通安全母の会
札幌日本大学高等学校吹奏楽コンサート
閉会式、地域の茶の間 ビンゴ抽選会
終了予定

《各階のご案内》
２階ロビー

１１：１０〜１３：３０

●出前！ホクノー健康ステーション
●野菜計量・食生活改善コーナー
●わたあめ・ポップコーンコーナー
●出前！健やか食堂
●地域団体の紹介コーナー
●赤い羽根共同募金コーナー 他

２階 小会議室１１：１０〜１３：３０
●出前児童会館・人形劇
：もみじ台児童会館・もみじ台ふれあい
児童会館・もみじの丘小ミニ児童会館外
２階 大会議室 １１：１０〜１３：３０

●もみじ台の地域の茶の間
●出前喫茶く・る・る
●地域活動紹介コーナー

もみじ台南中学校 PC 部
の 皆さ ん が デ ザ イ ン し

他

たキャラクターです。

◇ビンゴ抽選会について◇
11月11日（日）当日、２階受付で「もみじの大広間アンケート」に答えていた
だくと、引き換えにビンゴカードをお渡しします。
→ １人１枚、配布時間は14：25までです。
※アンケート、ビンゴカードは２階受付で配布します。
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第 28 回

＊＊地域振興課からのお知らせ＊＊

花のチャリティーバザー

厚別区女性サークル連絡会主催による「花のチャリティーバザー」を行います。
冬に彩りを添える、赤やピンクの色鮮やかなシクラメンやポインセチアなどの鉢植え、観葉
植物などが販売されます。収益金の一部は、福祉事業に役立てられます。
日時 平成30年11月27日（火）〜11月29日（木） ９時30分〜1６時
場所 厚別区民センター１階 ロビー

ミーナの募金箱

チャリティーバザー期間中、会場に
「ミーナの募金箱」を設置します。
皆さまからお寄せいただいた善意は、
盲導犬の育成や盲導犬の役目を終えた
老犬施設の運営費などに使われて
います。
当日は（公財）北海道盲導犬協会
から、盲導犬がキャンペーンに来る
予定です。

詳細 厚別区地域振興課（地域活動担当） 電話 895-2442

平成 31 年厚別区新成人のつどい
日 時 平成31年１月14日（月・祝）
13時〜14時（12時30分受付開始）
会 場 ホテルエミシア札幌3階パレスホール（厚別中央2条5丁目）
対 象 厚別区に住民登録がある新成人
（平成10年４月２日〜平成11年４月１日生まれの方）
その他 対象者の方には、12月上旬に案内状を郵送します。また、厚
別区に住民登録のない方も出席できます。出席を希望される方
は、当日、直接会場へお越しください。
主催 厚別区成人の日行事実施委員会
詳細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

厚別区民友愛セール中止のお知らせ
北海道胆振東部地震の影響により 10 月 5 日（金）の開催を中止とさせていただいていた厚別
区民友愛セールですが、今後の冬場の開催は支障も多く、このたび今年度の延期開催を断念いた
しました。楽しみにされていた皆様には大変恐縮ですが、どうかご了承くださいますようお願い
申し上げます。
詳細 厚別区連合女性部連絡会議事務局（厚別区地域振興課内）電話895-2442

「第９回厚別歴史写真パネル展」を開催します
あつべつ区民協議会主催による「厚別歴史写真パネル展」を開催します。
第９回目となる今回は、話題となっている百年記念塔を特集したパネルを展示する他、例年大
好評の、大型ビジョンを用いて歴史写真を解説しながら来場の方と語らう談話交流会を、テーマ
を新しくして開催します。
日時 平成30年11月27日（火）〜11月29日（木） 10時〜20時
場所 サンピアザ1階 光の広場
詳細 厚別区役所地域振興課（まちづくり調整担当）電話895-2442
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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

11月

11月

１０日
１０日〜１５日

７日

みんなの！新さっぽろフォトコンテスト表彰式
（サンピアザ 光の広場）
みんなの！新さっぽろフォトコンテスト
全作品展示（サンピアザ 光の広場）
ストップDVパネル展ミニコンサート
（サンピアザ１階 光の広場）

３日 地域の茶の間
10日 フロアカーリング
11日 第10回もみじの大広間

17日 厚別区防災講演会(厚別区民センター)
28日〜12/3

みんなの！新さっぽろフォトコンテスト
入賞作品展示（Duo2 5階 新さっぽろギャラリー）

22日〜12/25

さっぽろホワイトイルミネーション（大通公園）

22日〜12/25

ミュンヘン・クリスマス市（大通公園）

14日 地域子育てサロン もみじっ子

27日〜29日 厚別歴史写真パネル展（サンピアザ 光の広場）
27日〜29日 花のチャリティーバザー（厚別区民センター）

12月
29日〜１月３日

12月

市役所・区役所 休み

１日 地域の茶の間
８日 フロアカーリング
12日 地域子育てサロン もみじっ子
19日 蕎麦サロン あじさい
29日〜１月３日

もみじ台まちづくりセンター 休み

１月

１月

４日 厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌）
14日 厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌）
26日・27日 新さっぽろ冬まつり2019

12日 地域の茶の間
12日 フロアカーリング

（ふれあい広場あつべつ 他）

26日〜2月24日

9日 地域子育てサロン もみじっ子

札幌演劇シーズン2019冬（市内劇場）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
地域の話題

でご紹介した「地域と協働によ

るサクラ植樹」。参加したもみじの森小学校の児
童たちは 4 年生で現在 10 歳。今後、その子供
たちの成長を見守るようにサクラも成長し、彼
らがちょうど二十歳を迎える春、きっと熊の沢
川のサクラは、もみじ台を彩る名所となってい

▲ 将来の予想図

ることでしょう･･･。
〜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
電話 011-897-6121
ＦＡＸ 011-897-2537
厚別区役所ホームページＵＲＬ
札幌市役所ホームページＵＲＬ
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