もみじ台の風景
２０２０年８月６日発行 第２５号
家にこもりがちな日々を送っているあいだ、もみじ台の周りの緑は
すっかり夏の元気色に変わっています。いつもより家にいて、家族と
一緒に過ごしたり、ご近所を歩いたりする機会が多くなって、いろい
ろな意味で私たちの暮らしを見直す機会になったかも知れません。
管理センターでは、子どもたちがいつも遊んでいる公園や緑地の位
置がわかる地域全体のマップを作成しました。小学校低学年や、子ど
もの施設などで配布しています。ご家族の会話や、ご近所を楽しむ風

もみじ台
管理センター便り

景のなかに、このマップがとけこんでくれたら嬉しいです。

管理運営者 日興美装工業株式会社

もみじ台管理センター便りは
北海道新聞大久保販売所様のご協力で
もみじ台地区に全戸配布しております。

（写真：もみじ台の公園、探してみてください。写真は秋の様子です。）

当管理センターでは約４０のサークルが日々活動しています。今回は『ロイヤルフラワーサークル
アトリエ・リリィ』と７月から開講した『スポリティファイン ストレッチ運動』を紹介します。
紹介します。

活動サークル紹介

ロイヤルフラワーサークル
アトリエ・リリィ

スポリティファイン
ストレッチ運動

高齢なんのその！

体をしっかり伸ばす！

みなさん、こんにちは！ロイヤルフラワーという花をご
存知ですか？ロイヤルフラワーとは、紙で花びらと葉を
つくり絵の具で色を塗り、ろうでコーティングしたお花
です。手芸に興味のある方、部屋にいつまでも綺麗な花
を飾りたい方、大切な人へプレゼントしたい方など、ぜ
ひ一度参加してみてください！

日 時：毎月１回
講 師：田近

地域スポーツクラブ・スポリティファインです。専門の
指導員の指導を受けます。運動不足を感じている人、ス
ポーツの苦手な人、気分のスッキリしない人、身体を曲
げ、伸ばし、捻じり、体のバランスを良くします。そし
てお友達ができます！

10:30～15:30

政子

日

時：水曜日

参加費：1,000 円/1 回

Ａ組 9：30 受付～10：40
Ｂ組 10：30 受付～11：50

持ち物：汚れても良い服装、エプロン、昼食

場

連絡先：携帯電話 080-7300-8402（田近）

参加費：9,800 円/年（28 回実施）

メール

papiyon5617@softbank.ne.jp

ブログ

http://kurokodairu.jugem.jp/

所：2 階大ホールＢ（舞台側）

連絡先：090-1388-8916（谷島）

ごあいさつ
２月の雪まつりの後新型コロナ感染の第一波が、３月・４月の年度替わりを前後して第二波が札幌市・北海道を襲
い、その後断続的にクラスターが発生し、秋から冬にかけて第三波の可能性が懸念されています。
もみじ台を中心とした地域の“コミュニティーセンター・交流ひろば”である当センターは、札幌市からの検討依
頼や要請を受け、主催イベント・講座等の行事を中止し、サークル・団体等のイベント・講座等行事の自粛・延期を
要請するとともに、４月１４日からは駐車場業務を除き休館としました。また、センター内にある「もみじ台おとし
より憩の家」「もみじ台図書コーナー」も４月１日から休館としました。
その後、感染リスクの高くなる行為の自粛継続と感染対策の徹底を前提として６月１日からセンター業務を再開し、
６月１１日から図書コーナーも再開しました。なお、
「おとしより憩の家」は６月１９日以降、随時再開可能となりま
したが、囲碁・健康麻雀については引き続き感染予防対策が難しいとして利用を控えるよう要請を受けています。
ワクチンや特効薬が実用化されるには相当の時間を要するのではないかと言われています。今後第三波も想定され
る中で、もみじ台は６５歳以上人口が４８％超と札幌市の中でも高齢者の多い地域であることから、３密（密接・密
集・密閉）をより避けなければならない地域実態にあるといえます。
こうした状況の中で、新しい“コミュニティセンター・交流ひろば”の在り方・活動形態として、例えば「たくさ
ん集まる(集中)」から「少なくても、多くとつながる(分散)」などの「結節点としてのセンターの役割」を担うよう
な取り組みも試みたいと考えています。
新型コロナウイルスの感染拡大が抑えられ、その恐怖から解き放たれるとき、それはウイルスとの共生を受け入れ
るときなのかもしれませんが、生き活きとした「もみじ台」であってほしいと願っています。
２０２０年７月２０日

センター長

小林

もみじ台管理センター主催イベントのお知らせ
７月末から講座を再開しました。少人数制で、安心・安全に気を付けながら今後も取り組んでいきたいと思います。
◆8 月 25 日（火）13：30～15：30

もみじ台生き活き塾

フレイル（虚弱）予防

講師：渡邊一栄さん
（健康生きがいづくりアドバイザー北海道協議会代表）

◆10 月 4 日（日）10：00～12：30

月イチ☆ヒロバ

ミニチュアでパン屋さんを作ろう！

講師：渡辺元さん（ミニチュアアーティスト・画家）
参加費：1,000 円 / 定員：10 名 / 対象：小学校高学年～大人

参加費：300 円 / 定員：20 名 / 対象：大人

編集後記
人間がいなくなっても世界は変わらないが、
「ミツバチ」がいなくなると４
年で世界は無くなると言われています。新型コロナウイルスの流行の中、
人間だけが右往左往し、何ともろい存在なのでしょうか。やがて人類がい
なくなっても廻り続ける地球には、他の動物達は生き残り、何事も無かっ
たかの様に「ミツバチ」が飛びまわっているでしょう。映画「猿の惑星」
のラストシーンの様に猿達が支配しているかもしれません。皆様、くれぐ
れもご自愛ください。

◆10 月 27 日（火）13：30～15：30

もみじ台管理センター
〒004-0011
厚別区もみじ台北 7 丁目 1-1
(TEL) 011-897-7431
(FAX) 011-897-7511
窓口：8 時 45 分～17 時 15 分

悟

もみじ台生き活き塾

◆9 月中旬

チーズをおいしく楽しむ講座
講師：引地あけみさん（新札幌乳業株式会社）
◆9 月 27 日（日）10：00～11：30

もみじ台図書コーナー

月イチ☆ヒロバ

みんなで防災ワーク

12 時 30 分～16 時 30 分
(休館：水・日・祝日・年末年始）

参加費：300 円 / 定員：20 名 / 対象：どなたでも◎

もみじ台 de ファッションショー

講師：渡邊一栄さん
（健康生きがいづくりアドバイザー北海道協議会代表）

参加費：300 円 / 定員：20 名/ 対象：大人
◆11 月 8 日（日）10：00～12：30

月イチ☆ヒロバ

ブッダナッツ アレンジメント

講師：有働由紀子さん
参加費：1,500 円 / 定員：15 名、小学校高学年～大人

地域の職場

もみじ台の人

～ ホクノースーパー中央店 ～

今回は、毎日の生活に欠かせないお店、ホクノースーパー中央店店長の佐藤好史さんにお話を聞きました。

Q．
「新型コロナウイルス」の流行で、どのような対策をしていますか？
A．4 月中旬位に、レジ回りの感染防止シートとソーシャルディスタンスの目印（シール）
を付けました。レジ担当者の手袋着用と全従業員のマスク着用の義務付けをしました。
また、喫煙所の人数制限と各メーカーさんとの商談なども中止しました。

労されているものと拝察しております。「もみじ台管理センター大ホール」で
の、半年前までの、あののびやかな、歌ったり、踊ったりの諸行事、日々が偲
ばれます。
もみじ台地区「民生委員・児童委員」（主任児童委員を含む）44 名は、厳し

Q．
「新型コロナウイルス」の流行で、困ったことはありましたか？
A．日々の従業員の体調管理や感染リスクの危機感を和らげてあげることに気を付けまし
た。店舗内においては、一部商品（ホットケーキの粉など…）が品薄となりました。
在宅比率の高まりで、家庭内での内食需要が原因とみられます。

携した「生活・子育て支援」
、福まち推進センターの「福まち見守り隊」参画

A．今は通常通りに戻りつつありますが、依然として、手洗い用洗剤や除菌関係の品薄・
欠品状態が続いております。

A．特に高齢者の多い地域でもありますので、引き続き新型コロナウイルスに対して
細心の注意を払い、新たな生活様式を取り入れて、安心安全な地区にしていきまし
ょう。地域のライフラインとしてこれからもお役に立てるよう営業していきます。

しております。しかし、この春は、「コロナウイルス感染症」のため、不本意な状態となりました。下校
時も「見守り」をされている方々がおられ、頭がさがります。

ともあります。4 年目に入りましたので、気心も知れ、顔を見るだけでお互い安心できます。階段で転ば
ないようにと、いつも声をかけてくださる方もおります。

Q．スーパーを利用する時にご注意してほしいことはありますか？

Q．もみじ台の方へメッセージをお願いします！

ないところで頑張っております。

次は、
「一人暮らしお年寄りの安否確認」、月一回の巡回が基本ですが、気になる方は、二回訪問するこ

A．税別 3,000 円以上で無料にて宅配を承っております。

A．マスクの着用とソーシャルディスタンスを保ち、ゆとりを持った買い物をお勧め
いたします。当店は比較的、午後の時間帯が混雑時を避けられるかと思います。

など、住みよい「もみじ台づくり」のため、多くの関係機関と連携し、目立た

私にとっては、小学生（中学生）の「登校時の見守り」がお気に入りで、毎朝 30 分、楽しい時を過ご

Q．商品の宅配制度について教えてください。

今後の予定

皆様におかれましては「コロナウイルス感染症」拡大抑止のため、多々ご苦

い状況ではありますが、
「一人暮らしお年寄りの安否確認」、行政・区社協と連

Q．今現在、売れている商品は何ですか？
頼りになる佐藤店長♪

～ もみじ台地区民生委員・児童委員協議会
会長 山下太郎さん（もみじ台東）～

民生委員・児童委員になるための、□（資格）は不問です。△（参画）することが重要です。福祉の心

●住所
もみじ台北 7 丁目 1-3
●電話

「（ふ）普段の（く）暮らしを（し）幸せに」を実践・活動できる方は、○（ＯＫ）です。住みよい「も
みじ台づくり」のため、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。

011-897-4704
●時間
平日
土日祝

10 時～22 時
9 時～

連絡先
●住所：〒004-0014
●電話：011-897-6121

もみじ台北 7 丁目 1-1

もみじ台まちづくりセンター内

●時間：8 時 45 分～17 時 15 分

※下記イベント・講座は中止になる場合があります。

8月
9 日(日) 月イチ☆ヒロバ「流木教室 フォトフレームを作ろう！」

10 月

12 月

4 日(日) 月イチ☆ヒロバ「ミニチュアでパン屋さんを作ろう！」

1 日(火) うたごえ喫茶

11 日(火) シネマサロンなないろ「踊る大紐育（ニューヨーク）」

6 日(火) うたごえ喫茶

8 日(火) シネマサロンなないろ「リオグランデの砦」

14 日(金) イキイキ体操教室

9 日(金) イキイキ体操教室

25 日(火) もみじ台生き活き塾 第 19 回「フレイル（虚弱）予防」

13 日(火) シネマサロンなないろ「晩春」

11 日(金) イキイキ体操教室
18 日(金) うたと体操のつどい

27 日(火) もみじ台生き活き塾 第 20 回「もみじ台 de ファッションショー」

9月
1 日(火) うたごえ喫茶
8 日(火) シネマサロンなないろ「真昼の決闘」
11 日(金) イキイキ体操教室
27 日(日) 月イチ☆ヒロバ「みんなで防災ワーク」

シネマサロンなないろ は当面の間
事前予約制となります。

11 月
3 日(火祝) シネマサロンなないろ「キリマンジャロの雪」
8 日(日) 月イチ☆ヒロバ「幸せを呼ぶ幸運の実 ブッダナッツ アレンジメント」
10 日(火) うたごえ喫茶

下記の行事につきましては、当面の間、開催を見合わせます。
（7 月 15 日現在）

●地域の茶の間

●フロアカーリング

●そばサロンあじさい

●あじさい食堂

13 日(金) イキイキ体操教室
※2020 年 9 月 20 日（日）
・21 日（月）澄丘神社秋季例大祭 中止

12 日(金)

次号は２０２０年１２月発行予定です。お楽しみに！

