もみじ台まちづくりセンターだより

第５２号

も み じ 台 通 信
令和元年（２０１９年）１１月１０日発行

地 域 の 話 題
■「熊の沢公園で湿地の植生管理に関する説明会がありました！」
熊の沢公園は、自然林や湿地を残し自然に触れ合える公園として地域住民の散策・憩
いの場として親しまれている公園です。
この希少な環境を守るため、厚別区土木センターが主催し
『熊の沢公園の植生管理についての住民説明会』が開催され
ました。当日はあいにくの雨の中、熊の沢自然を守る会のメン
バーを中心に地域の方々が集まり、湿地の植生に詳しい専門
家（有）緑化計画の笠先生から今後の維持管理の必要性が説
明されました。
これからも、地域のみんなで熊の沢公園を保全していきましょう！

■もみじ台地区老人クラブ協議会演芸大会開催
令和元年１０月１３日（日）、恒例のもみ協の演芸
大会が、もみじ台管理センターで盛大に開催されま
した。４８回目となる今年も各老人クラブから歌や
詩吟、舞踏やダンスなど、いろいろな演目が披露さ
れ観客から大きな声援と拍手出演したみなさん、ま
た来年に向け日々の練習に頑張ってください！！

■札幌市高齢者福祉功績者表彰
令和元年９月１７日（火）、令和元年度札幌市高
齢者福祉功績者表彰として、厚別区から星見優子
さんに感謝状が授与されました。星見優子さんは、
「みずほ楓会」で平成２４年から２か月に１回、
料理教室を開催し、利用者に季節料理の作り方な
どを無償で指導してきました。
こうした活動が会員の楽しみとなり、また食生活
の改善につながったことなどが認められたもので
す。
星見優子さん、おめでとうございます！
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第 11 回 もみじの大広間
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

令和元年１１月２４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
開会式
１０：００〜１１：００ 大平まゆみさんのヴァイオリンソロ演奏とトーク
１１：１０〜１２：００ 中学生発表「私の思い」
１２：００〜１２：１０ たのしい体操・もみじ台地区交通安全母の会
１２：３０〜１２：４５ 大道芸（パフォーマー刹那）
１３：３０〜１４：２０ 札幌日本大学高等学校吹奏楽部コンサート
１４：３０〜１４：４０
閉会式
※ 閉会式終了後、厚別区誕生３０周年記念 餅まち を実施します！
１５：００頃
終了予定

《各階のご案内》
２階ロビー １１：１０〜１３：３０

２階 小会議室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

●出前児童会館
：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。

＊もみじ台スキークラブ員 募集中！
いよいよスキーシーズンが近づいてきました。札幌近郊にある素晴らしいスキー場へ貸
切バスで行き、健康なひとときを過ごしませんか?
レベル、年齢、常時参加・特別参加、一切問いません。さあ、一緒に滑りませんか?
（お問合せ先）
もみじ台スキークラブ幹事 木村紀夫さんまで。（℡０１１-８９７-２６９３）
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＊＊地域振興課からのお知らせ＊＊

「第 10 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10回目となる今回は、厚別区の30年前と今の風景を比較する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交流・談話会を、テーマ
を新しくして開催します。
日 時 令和元年11月28日（木）〜11月30日（土） 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

ストップＤＶパネル展ミニコンサート
ＤＶ撲滅に関するパネル展の実施に合わせて、コンサートを行います。
日 時 令和元年11月18日（月）16時〜16時30分
場 所 サンピアザ1階 光の広場
観覧料 無料
パネル展示は18日（月）〜19日（火）10時〜21時
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

第 29 回

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。
26日には（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。
日 時 令和元年11月26日（火）〜11月28日（木） 10時〜20時
場 所 厚別区民センター1階 ロビー
詳 細 厚別区役所地域振興課（地域活動担当）電話895-2442

令和元年厚別区新成人のつどい
日 時 令和２年１月12日（日）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11年４月２日〜平成12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

成人式お祝いメッセージ募集
二十歳を迎えた新成人へ、成人式で贈る先達からのメッセージを募集します。
叱咤、激励、期待、教訓…気持ちがこもっていればなんでもかまいません！可能性あふれる若
者に「おめでとう」の気持ちをつづってください。（200 字程度以内、短いものも可）
応募方法 郵送、FAX、E メール（at.chiiki@city.sapporo.jp）
。11 月 22 日（金）まで。
氏名（フリガナ含む）
、住所、電話番号、必要があればペンネームを記入ください。
詳細 厚別区成人の日行事実施委員会（厚別区地域振興課内）電話895-2442 FAX895-5930
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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

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）

13日 地域子育てサロン もみじっ子

22日〜12月25日

ミュンヘン・クリスマス市（大通公園）

24日 第11回もみじの大広間

22日〜12月25日

さっぽろホワイトイルミネーション（大通公園）

9日
9日〜14日
18日

2日 地域の茶の間
9日 フロアカーリング

26日〜28日 花のチャリティーバザー（厚別区民センター）
27日〜12月2日

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）

28日〜30日 厚別歴史写真パネル展（サンピアザ 光の広場）
30日 厚別区防災講演会（厚別区民センター）

12月

12月

18日〜22日 SAPPORO CITY JAZZ 2019冬
28日〜1月5日

7日 地域の茶の間

市役所・区役所 休み

11日 地域子育てサロン もみじっ子
14日 フロアカーリング
18日 蕎麦サロン あじさい
20日 うたと体操を楽しむつどい
28日〜１月5日

もみじ台まちづくりセンター 休み

１月

１月

6日 厚別区新年互礼会（ホテルエミシア札幌）
12日 厚別区新成人のつどい（ホテルエミシア札幌）
新さっぽろ冬まつり2020

8日 地域子育てサロン もみじっ子
11日 地域の茶の間
11日 フロアカーリング

25日・26日 （ふれあい広場あつべつ 他）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
今年 4 月にもみじ台まちづくりセンターへ着任し半年が過ぎました。何をどうし
て良いか分からないまま、地域のみなさんに助けられ何とか務めさせて頂きまし
た。ありがとうございます。
今月は、お知らせでもご紹介したとおり もみじの大広間 が開催されます。
今年は厚別区誕生３０周年を記念してお祝いの 餅まき を行います。
みなさんふるってご参加ください！
〜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
電話 011-897-6121
ＦＡＸ 011-897-2537
厚別区役所ホームページＵＲＬ

さっぽろ市
02-Q01-19
31-2-413

札幌市役所ホームページＵＲＬ
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