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幌北
幌北まちづくりセンターだより

幌北まちづくりセンター
北区北１6 条西 4 丁目北晴北 16 ビル
（12 月頃まで上記の住所に移転しています。
）

℡726-6345

Fax726-2765

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/machi
/center/horokita/index.html
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元気いっぱい！ほろきたミニミニ雪まつり
1 月 26 日（日曜日）午後 1 時から「第 7 回幌北ミニミニ雪まつり」が
開催されました。
この行事は北国ならではの雪遊びを通して、世代間交流を深めるこ
とを目的としており、学生と地域で考えるまちづくり会（川向亜実（か
わむかいつぐみ）代表（通称 NeoLos（ネオロス）幌北）が中心となって
毎年行われています。
今年はこれまで会場としていた幌北会館が建て替え工事のため、
札幌市立幌北小学校（北区北 19 条西 2、佐藤博明（さとうひろあき）
ゆきだるマンも一緒に
校長）が会場となり、同小学校に通う児童や地域の方など約 200 名が
参加しました。
屋外イベントでは雪の中から掘り当てた雪だるまの飾りのパーツを
学生たちが作成した大きな雪だるまに飾りつけをして楽しみました。
室内イベントでは北海道大学から落語研究会による落語、「生（な
ま）」のアコースティックライブ、「縁（えん）」のヨサコイの演舞などで多
いに盛り上がりました。
会場には、札幌市が「雪に親しもう！雪と暮らそう！」をテーマに進
める札幌ゆきだるマンプロジェクトのキャラクター「ゆきだるマン」が登
場し大人気でした。
ほのかに揺れるあかりが道を照らします
また、連合町内会女性部が用意したあたたかい飲みものなどにみ
なさん舌鼓を打っていました。
日暮れには、アイスキャンドルと子どもたちと学生が紙コップに思い思い絵を描いて作った紙コップキャンドル
に火が灯され、辺りは美しい光景に包まれていました。

第 16 回幌北子どもクリスマス会
12 月 15 日（日曜日）午前 10 時から北区民センターで第 16 回幌北こどもク
リスマス会が開催されました。
これは幌北子ども会育成連絡協議会が主催し幌北連合町内会青少年部
と学生と地域で考えるまちづくり会（通称 NeoLos（ネオロス）幌北）などの学
生が協力して開催されたもので、毎年楽しみしている子ども達や地域の
方々など約 100 名もの参加者が集まりました。
クラッカーを鳴らして盛大にスタート
子どもたちは自分たちで用意したプレゼントを交換したりキャンドルサー
ビス、ビンゴ大会・ゴム飛びなどの昔あそびなどをしてクリスマスを楽しみました。

幌北まち
づくりセ

歩くスキーのつどい
2 月 23 日（日曜日）に東区モエレ沼公園の歩くスキーコースで、幌北連合
町内会（永野拓也会長）主催の「幌北歩くスキーのつどい」が行われ小学生
を含む幌北地区の約 25 名の方が参加しました。
この日は晴天に恵まれ、参加者は 1 周約 1 キロメートルのコースを滑り心地
良い汗を流し、休憩の合い間には広大な景色を眺めながら交流を深めてい
ました。
運動後は同公園近くの施設で食事をして、スキー談義に花が咲き、温泉に
入りリラックス、充実した一日を過ごしました

気分爽快！

北っこシアターミニｉｎ（いん）ほろきた
3 月 8 日（土曜日）午後 1 時 30 分から、幌北児童会館体育室で「きたっこ
シアターミニ in（いん）ほろきた」と題して、短編アニメ映画の上映会が開催さ
れました。これは、暖かさを分かち合うことでエネルギーを節約し、コミュニケ
ーションを深めるウォームシェアの取り組みとして北区地域振興課と幌北児
童会館、SAPPORO ショートフェスト実行委員会が主催し、幌北連合町内会
の協力のもと行われたイベントです。
会場には地域に住んでいる子どもから大人まで様々な世代約 35 名が集ま
り、短いものは 3 分、長いものは 26 分の作品合わせて 13 作品を鑑賞しまし
体育室が映画館のようになりました
た。
みんなで、大きなスクリーンに映し出される映像に映画の醍醐味をあじわいました。

「幌北将棋のつどい」
3 月 21 日（金曜日）午後 1 時から、北辰中学校を会場とする地域交流事
業「幌北将棋のつどい」が開催され、小学生から大人まで約 40 名が参加し
ました。
これは、暖かさを分かち合うことでエネルギーを節約し、コミュニケーション
を深めるウォームシェアの取り組みとして北区役所、幌北連合町内会、北辰
中学校、日本将棋連盟札幌中央支部の主催で行われたイベントです。
この日の初心者初級者向けの将棋教室では参加者は講師のお話を熱心
に聞いていました。
また対局では子どもも大人も真剣勝負で一手一手駒を進めていました。
勝敗の行方にかかわらず、幅広い世代の交流になりました。

みなさん真剣勝負

北区保護司候補者検討協議会
鉄西・幌北地区では、北区保護司会鉄西・幌北分区、更正保護女性会
連合町内会、地区社会福祉協議会などの地域団体の代表者などで構成さ
れる保護司候補者検討協議会」が開催されています。
この協議会では、保護司の仕事を担う方を地域として推薦するため、情報
の収集と交換を行っています。
保護司は、法務大臣の委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、不幸にして
罪を犯した人や非行のある未成年者が保護観察を受け、再び罪を犯すこと
なく社会復帰するよう温かく指導・支援をする仕事をしています。
また、更正施設の訪問、犯罪・非行の未然防止のための広報活動など「社
会を明るくする運動」に取り組んでいます。 今後も明るい社会のために、十
分な体制で保護司の仕事が進められることが望まれます。

会議の様子

下記の各団体では参加者を募集していますので、
関心のある方はぜひ訪ねてみてください！
紹介する団体の「活動場所」は幌北会館（平成 26 年
12 月頃完成予定）が使用できない期間の会場です。
● 幌北不老会 ● （活動場所：札幌サンプラザ 北 24 西 5）
毎月 2 回程度、午前 10 時から午後 2 時頃まで活動している老
人クラブです。みなさんでおしゃべりを楽しみながら、カラオ
ケを歌ったり詩吟を嗜んだり。麻雀卓を囲む方もいらっしゃい
ます。

不老会：幌北会館にて

● 幌北ぽぷら会 ●（活動場所：札幌サンプラザ 北 24 西 5）
毎月第 1、第 3 月曜日午前 10 時から午後 1 時半まで行われてい
る老人クラブです。合唱や体操をしたり、輪投げなどのゲーム
を楽しんだり、みなさんで一緒に昼食を作ることもあります。
● 健康リズム会 ●（活動場所：札幌サンプラザ 北 24 西 5）

ぽぷら会：ひなまつり

毎週火曜日の午前 10 時半から正午頃まで行われている健康リ
ズム体操の会です。音楽に合わせて無理のない範囲で体を動か
します。定期的に運動をしてみなさん一緒に健康づくりをしま
せんか？
参加ご希望の方は、幌北まちづくりセンター（電話 726-6345）
までご連絡ください。各団体の担当者から日程、会場などの詳
細をご連絡いたします。

健康リズム会：北大生とともに

● すこやか倶楽部 ●（開催場所：ノースエイム 北 18 西 5-2-12）
毎月１回の午後 1 時半から午後２時半まで行われている、概ね 65 歳以上の方を対象とした介護
予防教室（主催：札幌市社会福祉協議会介護予防センター新道南）です。レクリエーションや小
物作り、体操、介護予防教室など、毎回楽しいプログラムを用意しています。参加費は無料です
が、小物作りの時など材料費がかかることがあります。
すこやか倶楽部のお問い合わせは介護予防センター新道南
電話 707-4129 担当の生出（おいで）さんまで。
～幌北関連ホームページのご案内～
・
「学生と地域で考えるまちづくり会」 http://horokita.net/
「学生と地域で考えるまちづくり会」が運営する、幌北地区を紹介するホームページです。
・
「net 幌北」 http://nethorokita.seesaa.net/
地域の方が運営する幌北地区に関する各種情報を紹介しているブログです。
・ 掲載された記事は札幌市役所ホームページでもご覧になれます。
http://www.city.sapporo.jp/kitaku/machi/center/horokita/index.html

地域の皆さまへ

～ご存知でしたか？～まちセンで証明書らくらく受け取り♪
まちづくりセンター（通称：まちセン）では、住民票や戸籍謄本・抄本など
札幌市の証明書を受け取ることができます。
3 月～5 月の間は、北区戸籍住民課の窓口は大変込み合うことが予想されま
す。
ご自宅やお勤め先から近い方など、まちセンで申し込みと受け取りもできま
すので、ぜひご利用ください。
（申込み日の翌開所日にご用意できます。）
幌北まちづくりセンターで取り扱っている証明書は、表のとおりです。

取り扱い証明書

手数料

住民票

３５０円

印鑑登録証明書

３５０円

戸籍関係の証明
４５０円
（戸籍謄本・抄本など）

注意
証明書は、申し込み日の翌
開所日にご用意できます。
（祝日などがなければ、金
曜日申し込みの場合は次の
月曜日にお渡しできます。）

※取り扱い証明書の種類や申込方法など詳しくはお気軽にお問合わせください。

幌北まちづくりセンター
◆〒001-0016

北区北 16 条西 4 丁目 2-26

北晴北 16 ビル 6 階

（幌北会館建て替えのため仮事務所）
◆電話

726-6345

/

ファックス

726-2765

◆平日

午前 8：45～午後 5：15（諸証明受付は午後 4：45 まで）

◆駐車スペース：1 階駐車場右手最奥に乗用車 1 台分のみです。

