もみじ台の風景
１月のお楽しみ「わいわい冬フェスタ」の日、熊の沢公園は、思いっき
り遊んで笑う子どもたちの歓声につつまれました。実施に尽力されたさま
ざまな団体のみなさん、おつかれさまでした。
それにしても、なかなか降らない雪にはハラハラしました。雪のある文
化や生活を季節の変化といっしょに受け入れて暮らしてきたのに、それが
根こそぎ無くなってしまったら・・・なんて味気ないだろうか。もみじ台
では歩いてすぐのところに思いっきり雪遊びができる場所がある。雪遊び
は子どもたちの心とからだを育んでくれる貴重な機会なのだ。この恵まれ
た環境は宝物としてずっと残っていってほしい。
（写真：わいわい冬フェスタ：フォトひといきの会 伊藤氏提供）

活動サークル紹介

もみじ台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、昨年 12 月に開講した
『カリグラフィーサークル』
、写真好きが集まる『もみじ台フォトひといきの会』を紹介します。
紹介します。

カリグラフィーサークル

カリグラフィーは、ギリシャ語で「美しい手書きの文字」
と言われ、専用のペンでアルファベットを美しく見せる
ための手法です。西洋の書道とも言われます。お誕生日
やお礼の言葉、季節のご挨拶など描いてみませんか？英
語は苦手でも大丈夫。いつでも見学自由です。

日

時：第１金曜日 13:30～15:30
（5 月は第 2 金の 8 日）

場

所：1 階会議室

講

師：渡邊一栄

受講料：1,500 円/1 回
連絡先：090-9085-7751（渡邊）

もみじ台フォトひといきの会

写真を楽しむ方なら、どなたでも参加 OK です。各自が撮
ってきた写真を紹介し合ったり、ときどき写真を撮りに
でかけたりもします。女性の方もお気軽にご連絡くださ
い。写真撮影を通じてみんなでわいわい楽しみましょう。

日

時：月 1 回、日程は都度みんなで決定

場

所：もみじ台管理センター内など

参加費：500 円程度（部屋代割勘）
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もみじ台管理センター便り 第 24 号改訂版 ごあいさつ
当センター便り第２４号（２月２０日発行）の改訂版をお届けします。
第２４号の印刷が上がり配布を始めた頃、札幌市・北海道内で新型コロナウイルスの感染症患者発生が次々と報道
され始め、センター便りには当面の行事予定が掲載されており、開催できない事態も危惧されたことから、配布を中
断しました。
その後、２月２３日に、札幌市は当面３週間程度(２/２３～３/１５)、市の主催するイベント等を原則中止または
延期することを決め、翌２月２４日当センターへも、感染拡大の防止の観点から対応を検討するよう通知がありまし
た。当センターとして、札幌市からの検討依頼を受け、当センター主催のイベント・講座等の行事は中止、当センタ
ーを会場として行われるサークル・団体等のイベント・講座等の行事については自粛・延期をお願いしました。また、
札幌市から、図書コーナーの休館（返本を除く）
、おとしより憩の家の運営自粛要請があり、３月１５日までの休館と
しました。
さらに３月１日札幌市から、北海道の緊急事態宣言を踏まえたとして、３月１９日までの①フリースペースをはじ
めとする施設内のフリー利用の原則禁止 ②貸館予約の強力な自粛要請 ③新規利用申し込みは受け付けないとの通
知があり、それに応じた対応をとってきました。また、３月１７日に札幌市から、自粛期間を当面の間３月３１日ま
で延長する旨の通知があり、現在に至っています。
この間、当センター各所掲示板等に、当センター主催の「シネマサロン」
「もみ人ふれあい祭り」等の行事や、サー
クル・各種団体主催のイベント・行事の中止・延期のお知らせを掲示しておりますが、現時点での中止・延期や今後
の開催予定などの訂正情報を盛り込んだもみじ台管理センター便り第２４号改訂版として発行いたします。新型コロ
ナウイルス感染の拡大防止が図られ、もとのもみじ台の日常が取り戻されることを願っています。
２０２０年３月２４日
もみじ台管理センター長 小 林 悟
中止となった行事
◆３月…うたごえ喫茶、地域の茶の間、シネマサロンなないろ、あじさい食堂、イキイキ体操、フロアカーリング
うたと体操を楽しむつどい、第１０回もみ人ふれあい祭り、もみじ台生き活き塾スポーツウエルネス吹矢
◆４月…地域の茶の間、フロアカーリング、そばサロンあじさい、イキイキ体操、あじさい食堂（10 日）

連絡先：070-4157-4972（藤田）

もみじ台管理センター主催イベントのお知らせ
編集後記
あるニュースの中で大手銀行が今の紙の通帳を今後デジタル化する予定で
あり、その主な理由として、紙の通帳の管理経費が年間約６８億円もかか
る為とありました。キャッシュレス化が進む中、将来スマホでの支払も少
なくなり、
「手のひら」での支払が考えられているとか…。車は自動運転に
なり、ほとんどの農業や医療が遠隔で出来る様になるのも間近でしょう。
未経験や初体験の事が多くなり、便利さを喜ぶのか、弱者を置き去りと考
えるのか。いづれにしても世の中の動きの速さには驚かされます。
管理センターでは、今まで通り変わることなく、色々な企画をお届けした
いと思っています。今年もよろしくお願い致します。

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 時半～17 時半
図書コーナー
12 時 30 分～16 時 30 分
(休館：水・祝日・年末年始）

4 月 26 日（日）10：00～12：30
「ミニチュアのパン屋さんをつくろう！」
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：20 名、小学生高学年～大人

5 月 24 日（日）10：00～12：30
「アロマワックスカップ作り」
講 師：有働由紀子さん（Yuki）
参加費：1,200 円 / 定 員：24 名
※小学生 4 年生以下は保護者同伴

地域の職場

もみじ台の人

～ テクノパーク理容室 ～

～ 厚別消防団 東分団 分団長

髙澤るり子さん（もみじ台東） ～

今回はテクノパークで 30 年余り理容室に勤めている紺野恵美子さんにお話を聞きました。

私は平成元年に白石区から厚別区に分区になる時に厚別消防団に入団しました。
Q．
「テクノパーク理容室」はいつから、どのように始められましたか？

振興会の方から「元気なバレーボールチームから女性消防団員になってくれる人募集している

A．昭和 62 年 7 月から依頼を受けて 1 人で勤めています。

…」という話になり、札幌市初の女性団員 6 名が誕生しました。その中の 1 人として今日まで

Q．お客さんは一日どのくらい利用していますか？
また、どこから・どのようにいらっしゃいますか？

頑張ってきました。

A．1 日 3 人くらいですね。もみじ台の方がほとんどですが、以前月寒で理
容店をやっていたので、月寒や江別からもいらっしゃいます。皆さん車
ですが、もみじ台東の方は歩いて来られます。

私のいる団は、もみじ台と厚別東地区を担当し、年間様々な活動をしております。火災が発
生すると現場にもかけつけます。又、女性団員で作っている救命指導サポート隊というのがあ
り、救命救急の指導にもあたっています。企業・学校・地域などです。1 年間を通してですか

Q．お仕事されていて良かった点はありますか？

笑顔が素敵な紺野さん♪

丁度その頃、ママさんバレーをしており、地域の方々とプレーを楽しんでおりました。体育

A．“自由な自分でありたい”との思いがありましたし、外に出て人と話す
のが大好きなので、飾らず自然体でお客さんと話せるこの仕事は良かっ
たと思っています。

ら、学校のプール学習に向けての講習、中学生の授業の中での講習、老人クラブ、PTA、先生
…講習を受けた人達には勇気をもって実行してほしいと思います。
今までに 3 度程手助けをしたことがあります。この仕事をしてきて良

Q．ご趣味は何ですか？

かった事は沢山あります。人に感謝される事も多いのです。皆さんも積

A．好奇心旺盛な性格もあって、色々チャレンジしています。以前は、夏はキャンプ、冬はスキーなどもやりま
したが、今は旅行と山菜採りが一番の楽しみです。

極的に講習には是非参加してほしいと思います。入団したその日に「市

Q．
「もみじ台」の良いところを教えてください。

忘れずこれからも頑張りたいと思います。

民の皆様の生命と財産を守る、頑張ります」と言った時の気持－初心を

A．自然環境がものすごく良いですね！それで、もみじ台の方は元気で長生きできる方が多いのだと思います。
●住所：厚別区下野幌テクノパーク 1 丁目 1-10（エレクトロニクスセンターの駐車場側）
●電話：011-807-6080

※予約制（留守電の時はかけなおしてくれます♪）

●時間：9:00～16:30

※休み：土・日・祝日・年末年始

写真：厚別区民祭りにて
趣味：華道、編み物
他に、もみじ台地区青少年育成委員会、もみじ台地区統計調査員協議会に所属しています。

今後の予定
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止になる場合もあります。中止の場合、もみじ台管理センター掲示板やホームページに掲載します。

6月

5月

4月

8 日(金) ・イキイキ体操教室

7 日(火) うたごえ喫茶
14 日(火) シネマサロンなないろ「第三の男」

・あじさい食堂
9 日(土) ・フロアカーリング

24 日(金) あじさい食堂
26 日(日) ・月イチ☆ヒロバ「ミニチュアのパン屋さんをつくろう！」
・もみじ台自治連合会総会

赤い線を引いた行事につきましては、当面の間、開催を見合わせます。
再開につきましては、管理センター掲示板にてお知らせいたします。
（3 月 24 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

●シネマサロンなないろ

・地域の茶の間
12 日(火) うたごえ喫茶

2 日(火) うたごえ喫茶
6 日(土) 地域の茶の間
9 日(火) シネマサロンなないろ「リオグランデの砦」
12 日(金) ・イキイキ体操教室
・あじさい食堂

16 日(土) もみじ台生き活き塾「第 19 回 歌ってフレイル予防」

13 日(土) フロアカーリング

19 日(火) シネマサロンなないろ「ライム・ライト」

16 日(火) 歩こう会（厚別区老人クラブ連合会）

22 日(金) あじさい食堂

17 日(水) そばサロンあじさい

23 日(土) フロアカーリング

26 日(金) あじさい食堂

24 日(日) 月イチ☆ヒロバ「アロマワックスカップ作り」
次号は 2020 年 6 月中旬発行予定です。お楽しみに！

