もみじ台まちづくりセンターだより
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「地域交流事業推進会議」
を開催しました。

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です。
今回は、もみじの森小学校と厚別区役所の連携のもと、子どもたちと地域の自治会・
各種団体の方たちとの交流を行う試みを紹介いたします。
今回の地域交流事業は、地域と学校が互いに力を合わせて、地域の人々と児童たちが
結びつきを深め、地域の教育力を向上させ、地域の力で子どもたちを育てることを目指
します。地域と連携する学習に関わって、学校は交流学習の計画を立て実践するととも
に、望ましい人間関係を育てることを目的とした異年齢交流にも務めます。厚別区役所
は地域と学校との調整役と交流学習に係る費用を支援いたします。また、地域の人々に
は、子どもたちに昔遊びを教える、学校の一部を花で飾るなどのお手伝いをしていただ
きます。
地域交流を通して、子どもたちと地域の方々がともに学び合える学校・地域づくりと、
地域の活性化を目指して継続的な地域交流事業を展開していきます。
具体的な今年度の活動としては、
１ 異年齢間で交流する活動
「お年寄りとの交流」「給食試食会」など
２ 異年齢交流につながる場つくり
「ミニガーデニング」など
３ 地域に目を向ける活動
「森の達人（熊の沢公園探索）」など
を実践する計画です。
この計画を実行するため、平成 23 年 6 月 17 日（金）にもみじの森小学校で「第 1
回地域交流事業推進会議」を開催しました。
この事業は、来年以降も継続して実施いたしますので、これからも多くの方たちに参
加していただきたいと思います。協力していただける方、アイデアをお持ちの方は、も
みじ台まちづくりセンターへお越しください。お待ちしています。
なお、当日の打ち合わせ内容は、次ページのとおりです。
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☆今後の日程☆
各活動に協力していただける方、団体を学校にご連絡ください。
連絡を取り合いながら、各活動を進めていきます。
① 「ミニガーデニング」を担当していただける方（グループ）の申し込み
・育成会、プラビ西会、下野幌町内会が参加表明。
・７月６日(水) 10 時～ もみじの森小グラウンドに希望者が集合し、活動開始。
② 「米（マイ）ラブ」の学習で、米作りについて指導していただける方
・つくし健友会とブラビ西会より２名の方の協力が得られました。
③ 「モリモリ環境プロジェクト」
・７月２１日（木）１０時３０分より、地域のごみ拾いを実施予定。日赤奉仕団
の協力を得られました。
④ 「熊の沢公園」の自然に関わる活動
・熊の沢公園の自然と親しむ会会長 加藤勲さんと調整しながら活動を進めます。
⑤ 「給食試食会」
・８月の会議で詳細を提案します。
⑥ 「お年寄りとの交流」（仮称）
・８月の会議で詳細を提案します。
・参加していただける団体は、お知らせください。
⑦ 「地域安全マップ」「公園づくりワークショップ」
・区が子どもたちや地域の方の意見を聞きながら実施します。
連絡は、もみじの森小学校 担当 小野寺 仁 までお願いします。
TEL ８０３－７８１０ FAX
８９８－３３４４
MAIL hitoshi.onodera@sapporo-c.ed.jp
★参加者★（敬称略）
もみじ台自治連合会副会長、プラビ西会会長、熊の沢公園の自然と親しむ会会長
もみじ台地区老人クラブ協議会会長、つくし健友会会長
つくし健友会副会長
もみじ台福祉のまち推進センター運営委員長、もみじ台地区民生委員協議会会長
もみじ台福祉のまち推進センター事務局
もみじ台福祉のまち推進センター事務局
もみじ台地区青尐年育成委員会会長
もみじ台体育振興会連絡会会長
日本赤十字奉仕団厚別区もみじ台分団分団長
ボランティアサークル ハマナス代表
下野幌町内会長
民生委員児童委員会協議会主任児童委員
民生委員児童委員会協議会主任児童委員
もみじ台まちづくりセンター所長
地域振興課まちづくり調整担当係長
土木センター公園緑化係長
土木センター公園緑化係
もみじの森小学校 校長
もみじの森小学校 教諭
もみじの森小学校 教諭
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加藤 勲
富永 一男
木谷 肇
野村 秀雄
齋藤 義樹
桂川 克子
藤田 信子
谷島 俊勝
五十嵐 和子
大塚 貞雄
松山 瑞穂
大野 征恵
石島 ひとみ
加藤 清徳
村山 政彦
今西 智幸
河西 敏彦
佐々木 洋一
井田 敦
小野寺 仁

地域振興課からのお知らせ
「みんなのガーデニングコンテスト」を実施します！
厚別区花のまちづくり応援事業の一環として平成 16 年度から実施しています。
花づくりに関わっている方の発表の場となるほか、作品展の実施等を通して区民に
花づくりの楽しさを伝えています。
区内の住宅にあるガーデニングされたお庭やベランダ、町内会などの団体で管理し
ているコミュニティガーデンや歩道植樹枡の写真に、簡単なコメントを添えて応募し
てください。 募集期間 平成 23 年 7 月 11 日（月）～8 月 1 日（月）
応募用紙は厚別区役所 2 階地域振興課、まちづくりセンターで配布しています。
詳細：:厚別区役所地域振興課 ℡895-2400 内線 230
厚別区役所ホームページ（みんなのガーデニングコンテスト）
http://www.city.sapporo.jp/atsubetsu/machi/g_contest/

厚別区民まつり実行委員会からのお知らせ
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、飲食コーナーのほかヨーヨー釣りなどのコーナー
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。
もみじ台地区からは、いか焼き・つぶ串焼きの飲食
コーナーを出店します。
開催日程は、平成 23 年 7 月 29 日(金)・30 日(土)
正午～午後９時です。
厚別の夏を一緒に楽しみましょう！

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 895-2400 内線 223
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・飲食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 23 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

もみじ台地区の動き

７月

７月

2 日、9 日 たのしいお話会（厚別図書館）

15 日（金）～夏の交通安全街頭啓発運動

12 日、26 日 法律相談（区役所１階相談コーナー）
８月

23 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）
29～30 日 厚別区民まつり（ふれあい広場あつべつ）

6 日（土）もみじ台納涼まつり

８月

（もみじ台自治連合会主催）

9 日、23 日 法律相談（区役所１階相談コーナー）

7 日（日）もみじ台納涼夏まつり

27 日 とうべつ軽トラマーケット

21 日（日）区民地区対抗ソフトボール大会出場

（ふれあい広場あつべつ 夢市場あつべつと同時開催）

９月
2 日（金）厚別区防災訓練
（会場：もみじ台東公園、雨天の場合は別途）
21 日（水）秋の交通安全街頭啓発

９月
9 日、23 日 法律相談（区役所１階相談コーナー）
12 日～ 第 2 回みんなの！
新さっぽろフォトコンテスト作品募集開始
18 日 夢市場あつべつ（ふれあい広場あつべつ）

◆編集後記◆（所長のつぶやき）
地域交流事業は、もみじの丘小学校ともみじの森小学校を対象に検討を進めました
が、今年度はもみじの森小学校で事業化することができました。ただし、今回の参加
団体への呼びかけは、まちセンの段取り丌足もあり、限定的な団体への情報提供とな
ってしまいました。反省しております。次号は、9 月に発行する予定ですが、今から
地域ネタを探して早めの情報提供に努めたいと思っています。
～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
03-Q02-11-394
23-3-216

