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地 域 の 話 題
■花苗で交流〜フラワータウン事業
今年も、もみじ台自治連合会の協力により、5月17日
に「フラワータウン事業」が実施されました。
今年は、もみじ台北7丁目街区を中心に花苗を植え込
み。ショッピングセンター内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、小学校と地域との交流事業として、もみじの森
小学校の「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6月12日に、それぞれ街路樹の植樹
桝に花苗の植え込み。地域の皆さんと児童らが、笑顔で
交流を深めました。

▲もみじの森小

▲フラワータウン事業

▲もみじ丘小

■歩こう会と野外交流会
６月６日、もみじ台地区老人クラブ協議会が、
熊の沢公園において 歩こう会と野外交流会
を開催しました。
当日は気持ち良い好天に恵まれ、195名の参
加者が公園広場に集まり、ラジオ体操で体を動
かした後、みんなで歌を歌って地域の交流を深
めました。
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■見守り隊

ボランティア募集！！

もみじ台社会福祉協議会（地区社協）では平成29年
10月から、小学生の登下校時に「行ってらっしゃい！」
「お帰りなさい！」の声掛けと見守りを行う 見守り隊
の活動を行っています。
ボランティアは緑色のベストを着用し、それぞれの都合の
良い時に、通学路や自宅前など都合の良い場所で子供たちの見
見守り活動を行っています。
見守り隊では、新たに活動して頂けるボランティアを随時募集しています。
地域の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
≪お問合せ・申込先≫
もみじ台まちづくりセンター
もみじ台北７丁目もみじ台管理センター１階 ☎８９７−６１２１
■あじさい食堂が１周年
平成 30 年６月にスタートした地域コミュニティサロン あじさい食堂
１周年を迎えました！
1 周年を祝して、当日（６月 28 日）はメニューに
ケーキが加わり子供たちも大喜び！
これからも、みなさんのご支援をよろしくお願いします。

が

お 知 ら せ
〇もみじ台納涼まつり開催！

〇区民まつりはタコ焼き！

今年で第45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

第30回を数える「区民まつり」が、今
年も盛大に開催されます。（P４参照）
例年、もみじ台自治連合会では イカ
焼き を出店していましたが、近年のイ
カ不漁が続いていることから、原材料の
入手が困難な状況に陥りました。
そこで、今年度は「タコ焼き」・「タコ
焼き入りカレー」を出店することになり
ました。
初の試みとなるタコ焼き！
みなさんも、
ぜひお越し頂き、
お試しください！

８月10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11日（日）は、大好評の花火大会
も開催されます。
されます。
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地域振興課からのお知らせ

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。

☆あつべつアイデア料理レシピコンテスト 2019☆応募期間：8/1(木)〜8/30(金)
料理名に「厚」が入ったパン料理アイデアを募集。あつべつ食の文化祭で表彰します！
☆第 10 回 みんなの！新さっぽろフォトコンテスト☆応募期間：9/2(月)〜9/30(月)
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！今年
は厚別区 30 周年記念として「あつべつ魅力再発見賞」を設け、季節ごと（春夏秋冬）
の魅力的な写真を表彰します。
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 30 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「たこ焼き・たこ焼きカレー」
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：8 月 2 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：8 月 3 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 8 月 4 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：令和元年 8 月 1 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

6日〜8月2日

PMF2019（ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙKitara、芸術の森 他）

6日

7日〜8月25日

SAPPORO CITY JAZZ 2019（大通公園 他）

10日

地域子育てサロン もみじっ子

夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

11日

夏の交通安全該当啓発

15日

13日、27日

さっぽろ夏まつり（大通公園）

19日〜8月16日

地域の茶の間

フロアカーリング

19日 カルチャーナイト2019（市内各参加施設）
19日

21日

スポカルSP 2019 in新さっぽろ（ふれあい広場あつべつ 他）

子育てふれあいサマーフェスタ

26日 （ふれあい広場あつべつ） ※雨天中止

8月

1日〜30日

8月

あつべつアイデア料理レシピコンテスト2019作品募集

2・3日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ 他）
9日・10日 さっぽろ八月祭2019（札幌市北３条広場）
12〜18日 新さっぽろ夏祭り（ふれあい広場あつべつ）
25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

7日

地域子育てサロン もみじっ子

10〜11日
10日
21日

もみじ台納涼まつり
フロアカーリング
蕎麦サロンあじさい

25日 2019北海道マラソン（大通公園発着）
30〜9月1日

創成川公園サンキューフェスティバル（創成川狸二条広場）

9月
2日〜30日

9月
7日

第10回 みんなの！ 新さっぽろフォトコンテスト作品募集

11日

6〜29日 さっぽろオータムフェスト2019（大通公園）
7日 モエレ沼芸術花火2019

14日、28日

地域の茶の間
地域子育てサロン もみじっ子
フロアカーリング

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
元号が令和に変わり、新たな時代を迎えての夏。
７月には参議院選挙、8 月には区民まつり、その翌週にはもみじ台納涼まつりと、
イベントが目白押しの季節となります。
屋外で過ごす機会も増えると思いますが、熱中症などには十分注意して楽しい夏を
過ごしてください。

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
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/
厚別区マスコットキャラクター 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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さっぽろ市
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31-2-411

