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
■花いっぱい、ふれあいいっぱい･･･
今年も 5 月 25 日と 26 日、
「フラワー
タウン事業」が実施されました。今回も、
もみじ台自治連合会の協力により、もみじ
台北 7 丁目街区を中心とした花苗の植え
フラワータウン事業
込み。ショッピングセンターの店舗の皆さ
んの参加をはじめ、地域からは、民生委
員・児童委員協議会、西自治会、プラビ西
会、クラブ中央の団体のご協力を得て、色
とりどりの花苗が植え込まれました。
また、学校と地域との交流事業として、
もみじの森小学校では「森のガーデニン
グ」作りが 6 月 5 日に、もみじの丘小学
校では、もみじ台みずほ通りの植樹桝への
花苗の植え込みが、6 月 14 日に行われま
した。両校とも地域の皆さんと児童が、笑
顔で交流を深めました。
▲もみじの丘小

▲もみじの森小

■もみじ台まちづくり会議総会開催
6 月 23 日、もみじ台管理センター
を会場に、もみじ台まちづくり会議の
総会が開催されました。
総会では、昨年度の事業報告と今年
度の事業計画、役員改選が議題として
審議され何れも了承されました。また、
昨年、札幌市に提出した「もみじ台地
区の地区計画の見直し要望」に対する
札幌市の素案について、担当部局から

▲40 団体等から約 50 人が参加

説明がありました。
このほか総会では、将来の市営住宅の再開発を含め、もみじ台地区全体の今後のまち
づくりについて多くの時間がさかれ、出席委員からは活発な意見が出されていました。
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■優良自治会表彰を受賞されました
6 月 13 日、もみじ台地区の第二もみじ自治会が、優
良防火団体のとして表彰されました。これは、火災予防
活動等を積極的に実践し、特に区民の模範であると認め
られる団体に贈られるものです。この日は、厚別区防火
委員会の中川委員長から、同自治会の山野博行会長に表
彰状が贈られました。今後も、地域の防災力向上に向け
た取り組みをご期待いたします。

▲山野会長（右）

■地域の茶の間、ひろ〜くなりましたよ！
地域の交流サロンとして親しまれ、もみじ
台管理センターを会場に開催している「地域
の茶の間」。参加者数が増えてきたため、今年
度から同センター２階の大ホールの一部が会
場となりました。一緒におしゃべりをして、
楽しい時間を過ごしませんか？
【開催日】毎月第１土曜日（１月は第２土曜日）
※参加費 200 円/回

▲楽しいビンゴ大会もあります！

お 知 ら せ
〇

あじさい食堂

開店しました！

〇もみじ台納涼まつり開催！

ボランティアサークル「あじさい」では、
もみじ台地区社協の協力を得て、6 月から
あじさい食堂 を始めました。これはも
みじ台地区の子供たちや大人が気軽に集
まり、夕食を一緒に食べながら、団らんの
出来るコミュニティサロンとしてスター
トしたものです。7 月の開催は以下の通り
です。ご来店をお待ちしています！
■日時：7 月 12 日（木）、27 日（金）午
後５時〜7 時まで。
■会場：もみじ台管理センター 2 階
■参加費：小中学生 200 円/高校生・保
護者 300 円/一般の方 500 円（幼児は無
料）※あじさい食堂では、賛助会員を募集
しています。
＊問合せ先＊
もみじ台まちづくりセンター
電話(011)897-6121
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今年で第 44 回を数えるもみじ台の夏
の 風物詩 「もみじ台納涼まつり」が、
今年も下記の日程で、盛大に開催されま
す。ぜひお越しください！
■日時/会場：８月４日（土）18 時から、
子供盆踊りと大人盆踊り（景品あり）/
もみじ台ショッピングセンター南側駐車
場 ※8 月５日（日）は、大好評
の花火大会も開催されます。

地域振興課からのお知らせ

あつべつ・エキ音♬を初開催します！
地下鉄駅構内で JAZZ ライブを開催します。事前申込不要、観覧無料
日時：7 月 18（水）午後 6 時〜 場所：地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所

厚別区で行われるコンテストを紹介します！！

※区が主催・共催するうちの一部です。

☆厚別区フラワーガーデニングコンテスト 2018☆ 応募期間：8/1（水）〜8/31（金）
個人宅のお庭や鉢植え、公園や施設などの花壇を写真で審査し表彰します！
☆あつべつアイデア料理レシピコンテスト 2018☆ 応募期間：8/1（水）〜8/31（金）
バターご飯を使った料理アイデアを募集し、あつべつ食の文化祭で表彰します！
☆第 9 回 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト☆ 応募期間：9/３（月）〜9/30（日）
厚別区内の自然や景色、街並み、人々の暮らしなどを撮影した写真のコンテスト！
応募方法などの詳細は、まちづくりセンターに配架されているチラシをご覧ください。
お問い合わせ：厚別区役所地域振興課 電話 895-2442

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ

第 29 回

厚 別 区 民 ま つ り

夏の風物詩「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。
会場には、ビアガーデン、食べ物コーナー、近隣市の物産販売コーナー、遊戯コーナ
ーなどが多数出店！バンド演奏や近隣市町村の伝統芸能などのステージイベントも楽
しめます☆
もみじ台地区は、食べ物コーナーで「いか焼き」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 27 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 28 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 29 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（1,100 円分利用）のお得な前売券です。
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まで。【販売期間：平成 30 年 7 月 26 日（木）まで】
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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・札幌市などの動き

地区の動き

７月

７月

14日〜22日 SAPPORO CITY JAZZ 2018(大通公園 他)
７日〜８月１日

PMF2018（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

7日 地域の茶の間
11日 夏の交通安全該当啓発

あつべつ・エキ音♫

14日 地域子育てサロン もみじっ子
18日 （地下鉄新さっぽろ駅定期券発売所前）
20日〜8月17日 さっぽろ夏まつり（大通公園）
14日、28日 フロアカーリング
20日 カルチャーナイト2018（市内各参加施設）
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）

8月

8月

厚別区フラワーガーデニングコンテスト2018、

１日〜31日 あつべつアイデア料理レシピコンテスト2018
３日

作品募集
子育てふれあいサマーフェスタ
（ふれあい広場あつべつ） ※雨天中止

１日 地域子育てサロン もみじっ子
４日 地域の茶の間

３日・４日 さっぽろ八月祭（札幌市北３条広場）
11・12日 大工のゆうさんと遊ぼう 木育広場inあつべつ
19日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
26日 2018北海道マラソン（大通公園発着）

9月

4〜5日 もみじ台納涼まつり
11日 フロアカーリング
15日 蕎麦サロンあじさい

9月

７日〜30日 さっぽろオータムフェスト2018（大通公園）
１日 地域の茶の間
15日 あつべつふれあいコンサート（サンピアザ劇場）
８日 地域子育てサロン もみじっ子
17日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ） 8日、22日 フロアカーリング
30日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
あつべつ健康・福祉フェスタ プレフェスタ

10月10日 （サンピアザ光の広場）
10月20日 あつべつ健康・福祉フェスタ
（厚別区民センター）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）

「もみじ台に桜並木を。そして春を迎える喜びに」、
「後世の人々に素敵な財産
を残したい」、そうした願いが今一つの声となっています。その桜並木の場所は、
熊の沢川の南三号橋線から熊の沢西一号橋の間の両側。実現すればもみじ台の新
名所となることでしょう！将来を見据えたこうした取り組み。まちづくりを進め
る上で大切な基本ですね。

編集・発行

厚別イベントキャラクター
「ピカットくん」

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
TEL 011-897-6121
FAX 011-897-2537
厚別区役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/
札幌市役所ホームページ http://www.city.sapporo.jp/

- 4 -

さっぽろ市
02-Q01-18
30-2-256

