
開催日 曜日 開始時刻 会場名 所在区 会場所在地

5月20日 水 18:00 北光白樺福祉会館 東区 北23条東2丁目1-17

5月20日 水 18:00 澄川南福祉会館 南区 澄川4条10丁目2-7

5月20日 水 18:00 金山会館 手稲区 金山2条2丁目3-1

5月20日 水 18:30 幌北会館 北区 北17条西5丁目1-17

5月21日 木 13:00 宮の森会館 中央区 宮の森2条5丁目2-21

5月21日 木 14:00 北会館 北区 北29条西7丁目3-15

5月21日 木 18:00 前田会館 手稲区 前田6条11丁目2-1

5月21日 木 18:00 北発寒稲積会館 手稲区 新発寒5条1丁目1-3

5月21日 木 18:30 下野幌南集会所 厚別区 青葉町6丁目3-30

5月22日 金 14:00 篠路会館 北区 篠路4条7丁目2-40

5月22日 金 14:00 西野福祉会館 西区 西野3条2丁目4-12

5月22日 金 18:00 南が丘福祉会館 南区 南沢3条1丁目1

5月22日 金 18:30 篠路駅前団地福祉会館 北区 篠路5条4丁目1-20

5月23日 土 10:00 宮の森会館 中央区 宮の森2条5丁目2-21

5月23日 土 10:00 厚別区民センター 厚別区 厚別中央1条5丁目

5月23日 土 13:00 厚別区民センター 厚別区 厚別中央1条5丁目

5月23日 土 13:00 里塚地区センター 清田区 里塚2条5丁目1-1

5月23日 土 13:00 西野第一会館 西区 西野6条8丁目10-33

5月23日 土 14:00 山鼻地区会館 中央区 南23条西10丁目1-13

5月23日 土 14:00 東雁来会館 東区 東雁来9条4丁目11-17

5月23日 土 14:00 前田会館 手稲区 前田6条11丁目2-1

5月23日 土 14:00 新発寒地区センター 手稲区 新発寒5条4丁目2-2

5月23日 土 14:00 新発寒わらび会館 手稲区 新発寒3条5丁目2-10

5月23日 土 16:00 厚別区民センター 厚別区 厚別中央1条5丁目

5月23日 土 16:30 駒岡開拓記念会館 南区 真駒内143番地

5月23日 土 18:00 西野福祉会館 西区 西野3条2丁目4-12

5月23日 土 18:30 サンブライト会館 南区 真駒内332-252

5月23日 土 19:00 厚別区民センター 厚別区 厚別中央1条5丁目

5月24日 日 10:00 中央区民センター 中央区 南2条西10丁目1001

5月24日 日 13:00 中央区民センター 中央区 南2条西10丁目1001

5月24日 日 13:00 南老人福祉センタ－ 南区 石山78-68

5月24日 日 13:00 西野第一会館 西区 西野6条8丁目10-33

5月24日 日 14:00 桑園ふれあいセンター 中央区 北７条西15丁目28

5月24日 日 14:00 星置地区センター（体育室） 手稲区 星置2条3丁目14-1

5月24日 日 14:00 鉄北コミュニティプラザ（旧曙第二会館） 手稲区 曙7条3丁目6-22

5月24日 日 16:00 中央区民センター 中央区 南2条西10丁目1001

5月24日 日 18:00 栄ヶ丘会館 東区 北36条東21丁目6-11

5月24日 日 18:00 平岡地区会館 清田区 平岡7条3丁目9-25

5月24日 日 18:00 西野福祉会館 西区 西野3条2丁目4-12

5月24日 日 18:00 手稲区民センター 手稲区 前田1条11丁目1-10

5月24日 日 18:00 前田中央会館 手稲区 前田8条11丁目1-23

5月24日 日 18:30 サンブライト会館 南区 真駒内332-252

5月24日 日 19:00 中央区民センター 中央区 南2条西10丁目1001
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開催日時 会　　　　　    　　　場

札幌市・札幌市共同住宅ごみ排出マナー改善対策連絡協議会

「ごみ排出ルールの説明会」を開催しています

   ※ 集会室等のある集合住宅については、日程表でご案内している説明会のほか、別途集合住宅の集会室等でも開催される場合があります。該当する
     集合住宅にお住まいの方は、集合住宅の管理組合や清掃事務所にお問い合わせください。

● 平成21年7月1日から、家庭から出る「燃やせるごみ」・「燃やせないごみ」が有料となるほか、新しい分別区分を設けます。
    この新しいごみ排出ルールについて、説明会を開催しますので、ぜひご参加ください。

● 日程は、札幌市コールセンター（TEL 222-4894）においてもご案内しています。
● やむを得ず開催日時や会場を変更する場合がありますので、ご参加の場合はコールセンターに事前にご確認ください。

（裏面に続く）
＜お問合わせは札幌市コールセンターへ　（TEL　222-4894）＞



5月25日 月 10:00 麻生地区会館 北区 北39条西5丁目3-5

5月25日 月 18:00 元町会館 東区 北20条東20丁目6-22

5月25日 月 18:00 緑ケ丘会館 南区 澄川5条11丁目5-5

5月25日 月 18:30 下野幌西集会所 厚別区 青葉町１丁目1-67

5月26日 火 10:00 新琴似北会館 北区 新琴似11条5丁目1-14

5月26日 火 14:00 豊水会館 中央区 南8条西2丁目5

5月26日 火 18:30 北会館 北区 北29条西7丁目3-15

5月27日 水 19:00 西会館 中央区 南6条西13丁目4-28

5月28日 木 13:30 昭和会館 西区 西野6条3丁目14-16

5月28日 木 15:00 三吉神社社務所 中央区 南1条西8丁目17

5月28日 木 18:00 新発寒地区センター 手稲区 新発寒5条4丁目2-2

5月29日 金 10:00 白石区民センター 白石区 本郷通3丁目北

5月29日 金 13:00 白石区民センター 白石区 本郷通3丁目北

5月29日 金 13:30 昭和会館 西区 西野6条3丁目14-16

5月29日 金 14:00 太平百合が原まちづくりセンター 北区 太平8条7丁目2-1

5月29日 金 16:00 白石区民センター 白石区 本郷通3丁目北

5月29日 金 18:00 元町北東会館 東区 北21条東17丁目1-1

5月29日 金 18:30 拓北ひまわり会館 北区 拓北7条3丁目1-18

5月29日 金 19:00 白石区民センター 白石区 本郷通3丁目北

5月30日 土 10:00 新川地区会館 北区 新川1条4丁目4-26

5月30日 土 10:00 清田区民センター 清田区 清田1条2丁目

5月30日 土 13:00 清田区民センター 清田区 清田1条2丁目

5月30日 土 13:30 昭和会館 西区 西野6条3丁目14-16

5月30日 土 14:00 山鼻地区会館 中央区 南23条西10丁目1-13

5月30日 土 14:00 平岡わかば会館 清田区 平岡8条1丁目6-22

5月30日 土 14:00 八軒中央会館 西区 八軒6条西2丁目1-11

5月30日 土 16:00 清田区民センター 清田区 清田1条2丁目

5月30日 土 17:00 森林公園会館 厚別区 厚別北4条4丁目1-5

5月30日 土 18:00 西野福祉会館 西区 西野3条2丁目4-12

5月30日 土 18:00 発寒川沿会館 西区 発寒1条3丁目16-5

5月30日 土 19:00 清田区民センター 清田区 清田1条2丁目

5月31日 日 10:00 豊平区民センター 豊平区 平岸6条10丁目

5月31日 日 10:00 西野福祉会館 西区 西野3条2丁目4-12

5月31日 日 10:00 稲積記念会館 手稲区 前田5条5丁目2-1

5月31日 日 13:00 豊平区民センター 豊平区 平岸6条10丁目

5月31日 日 13:00 里塚地区センター 清田区 里塚2条5丁目1-1

5月31日 日 13:30 昭和会館 西区 西野6条3丁目14-16

5月31日 日 14:00 稲積記念会館 手稲区 前田5条5丁目2-1

5月31日 日 16:00 豊平区民センター 豊平区 平岸6条10丁目

5月31日 日 18:00 山口団地会館 手稲区 曙11条1丁目2-1

5月31日 日 19:00 豊平区民センター 豊平区 平岸6条10丁目


