もみじ台まちづくりセンターだより
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地域の活動の様子
■フラワータウン事業を実施しました
５月 28 日、もみじ台北７丁目街区の街路
樹枡を中心に花植えが行われました。これ
は、厚別区土木センターの「歩道美化事業」
に合わせ、もみじ台まちづくり会議・フラワ
ータウン部会の事業として、自治連合会の協
力により例年実施しているものです。
この日は晴天に恵まれ、早朝から地域や企業の皆さんが、植え込みに精を出
していました。ベコニア、マリゴールドなど、沢山の花々は道行く人の目を楽
しませています。

■花壇づくりを通じ、児童と地域が交流
6 月８日、もみじの森小学校の児童と地域の方々が協力し
て、プランターへの花の植え込み作業が行われました。この
事業は、児童同士の絆や連帯意識を高め、また、子どもたち
と地域との結びつきを高めようと、平成 23 年から毎年続け
られているものです。
朝から数時間かけて仕上げた沢山のプランターは、どれも
立派な出来栄えで、皆さんとても満足そうな笑顔がこぼれて
いました。

■交通死亡事故「0」日数 1,000 日を達成！
もみじ台地区では、自治会や地域の皆さんの熱心な
交通安全活動により、平成 25 年 9 月 12 日から交通
死亡事故が発生しておらず、平成 28 年 6 月 8 日で交
通死亡事故「0」1,000 日を達成しました。
6 月 15 日に行われた表彰式には、自治連合会、交
通安全実践会、交通安全母の会の役員が出席。厚別区
交通安全運動推進委員会会長を務める平木浩昭厚別区
長から、日ごろの交通安全運動への敬意とお礼が伝え
られました。
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■歌あり＆フラダンスあり
もみじ台地区老人クラブ協議会（もみ協）主催
の「歩こう会と野外交流会」が、6 月１日、熊の
沢公園で行われました。
晴天にも恵まれ、お昼を目指して各老人クラブ
の皆さんが一堂に公園に集合。早速、お弁当を広
げ、歌や踊りの出し物を楽しみながら、互いに交
流を深めました。美味しい空気と豊かな自然に囲
まれた“もみじ台”ならではの光景でした。

■くれぐれも、特殊詐欺にはご用心！
６月４日、毎月恒例の「地域の茶の間」がもみじ台管理
センター大会議室で開催されました。
この日は、厚別警察署の原田警部補を招き、特殊詐欺に
ついてご講話をいただきました。厚別区管内でも高額な詐
欺の被害が多数発生している状況や、巧妙な犯罪の手口な
ど、実例を交えた説明に、参加者はうなずきながら皆真剣
に聞き入っていました。

■体いきいき、モーニング体操
“体操教室で元気に！”をテーマとしたモーニング体操。
この事業は、厚別区介護予防センターが主催し、毎月、ゆ
いま～る・もみじ台を会場に実施しているもの。3 回目とな
った 6 月 21 日は約 20 名が参加し、同センターの林さんの
ユーモアを交えた指導のもとで、楽しく健康づくりに励んで
いました。皆さんも参加してみませんか？
【お問い合わせ先】
厚別区介護予防センター 電話 011-898-8660 (林さん)

お知らせ
■平成 28 年度 第１回まちづくり会議を開きます！
快適な住まいと環境、そして、つながりと支え合いのある
まちをめざして、地域の自治会、教育、福祉など、さまざま
な組織・団体が集まり、まちづくり会議を開催します。
今回の会議では、まちづくり会議の充実、強化について話
し合うとともに、地域の問題解決のためのアイデアや意見を
集めます。

つながりづくりをもっとふ
やして、こどももおとなもイ
キイキできるまちにしたい
ね！

【開催要領】
＊日時：平成 28 年 7 月 15 日（金）
10：00-12：00
＊場所：もみじ台管理センター2 階大ホール
＊内容：
(１)まちづくり会議規約について
(２)役員体制について
(３)今後のまちづくりへの意見収集
《お問い合わせ先》
もみじ台まちづくりセンター内 事務局
電話 897-6121

FAX897-2537（田中）
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わたしたちの住まいや環境
を、もっとよくしていきた
いね！

地域振興課からのお知らせ

今年も「とうべつ軽トラ・マーケット」を開催します！！
当別産の採れたて野菜と花が厚別に大集結！
開催日時：８月 21 日（日）10 時～14 時
場
所：ふれあい広場あつべつ（厚別区厚別中央１条５丁目）
※小雨決行
※野菜等がなくなり次第終了
※フリーマーケット「夢市場あつべつ」や、木の端材を使った工作教室も同時開催！
詳細：厚別区役所地域振興課 ℡895-2442
主催：とうべつ軽トラ・マーケット運営協議会（当別町ほか）

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 27 回 厚 別 区 民 ま つ り
今年も「厚別区民まつり」を、ふれあい広場あつべつなどで開催します。
まつりステージ、ビアガーデン、食べ物コーナー、遊戯コーナーなど、多数出店し
ます。江別市、北広島市の近隣市交流ステージや当別町、新篠津村を加えて近隣市町
村物産品販売コーナーもあります。
もみじ台地区は、食べ物コーナーで「いか焼き・つ
ぶ串焼き」を販売します。厚別の夏を一緒に楽しみま
しょう！
営業時間 (店舗により異なります)
１日目：７月２9 日（金）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１４時～２０時３０分
１４時～２０時３０分
１２時～２１時

２日目：７月３０日（土）
ビアガーデン
食べ物コーナー
各 種 出 店

１２時～２０時３０分
１２時～２０時
１２時～２１時

※荒天の場合は７月３１日（日）まで順延
詳細：厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所地域振興課内）電話 895-2442
厚別区民まつりホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/fureai/

まちづくりセンターからのお知らせ
まちづくりセンターでは、厚別区民まつりの「ビアガーデン・食べ物コーナー共通利用
券」を取り扱っています。販売価格は 1,000 円で 1,100 円分使えるお得な前売券です。
ご希望の方は、厚別区民まつり実行委員会（厚別区役所 2 階地域振興課）、または、
まちづくりセンターへ。販売期間：平成 28 年 7 月 28 日（木）まで。
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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

７月

７月

９日～8 月 6 日
サッポロ・シティ・ジャズ 2016（大通公園ほか）

16 日～8 月９日
ＰＭＦ（ﾊﾟｼﾌｨｯｸ･ﾐｭｰｼﾞｯｸ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）2016（芸術の森ほか）

２日

地域の茶の間

９日

フロアカーリング

11 日

夏の交通安全該当啓発

13 日

地域子育てサロン もみじっ子

20 日～8 月 17 日 第 63 回さっぽろ夏まつり（大通公園）

８月

24 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
８月
４～６日 第 52 回すすきの祭り（すすきの地区）
21 日

とうべつ軽トラ・マーケット、夢市場あ
つべつ（ふれあい広場あつべつ）

28 日

2016 北海道マラソン（大通公園発着）

３日

地域子育てサロン もみじっ子

６日

地域の茶の間

６～７日 もみじ台納涼まつり
13 日

フロアカーリング

17 日

そばサロン
９月

９月
９～10 月１日

さっぽろオータムフェスト 2016（大通公園）

19 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

３日

地域の茶の間

10 日 フロアカーリング

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
４月にもみじ台まちづくりセンターに着任いたしましたが、あっという間に３か月が
過ぎました。この間の感想としましては、
「もみじ台地区の皆さんは人情味があって温か
く、地域のまちづくり活動に熱心な方が数多くいらっしゃる」ということです。
こうしたもみじ台地区の皆さんが一堂に会する「もみじ台まちづくり会議」の今年度
第１回会議が、7 月１５日に開催されます！（→２頁参照）どうぞご参加ください。

～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-Q01-16-515
28-2-376

