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　暮れなずむ空に向かって力強くそびえ
立つＪＲタワー。北口広場にきらめくラ
イトとアーチ状のモニュメントに調和し
て、札幌の玄関口にふさわしい美しい街
並みを形作っています。
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地域の課題を解決したり、地域の魅力を高め
たりするための話し合いや取り組みに対して、
活動費を助成したり、まちづくりセンターが
コーディネーターとしての役割を担ったりし
ていきます。特に、区内に大学が多いという
北区の特性を生かし、大学生が地域の団体な
どと協働して行う活動を積極的に支援するこ
とにより、世代を超えたまちづくり活動の機
運を盛り上げていきます。

まちづくりセンターを拠点とし
て、住民が中心となったまちづ
くり活動がより活発に展開され
るよう、支援していきます。

そのほか、区民のまちづくり活動への関心
が高まるよう、ホームページや「まちづく
りセンターだより」などを活用しながら、
身近な地域情報を発信していきます。

地域住民が主体となった子育てサロンの立
ち上げや活動の充実を支援します。

子どもから高齢者まで誰もがい
きいきと暮らせるまちを目指し
ます。

そのほか、将来のまちづくりを担う子ど
もたちに、自分が住む区や地域に対する
関心を高めてもらえるよう、北区の歴史
や文化の情報などを掲載した子ども向
けのホームページを作り、情報を発信し
ます。

安全・安心
健康・子育て支援・子
どもや若者の育成

まちづくりセンターを
拠点とした地域のまち
づくり

　本年4月1日から自治基本条例が施行されたことを踏まえて、北区では、
情報の共有と市民参加により、区民が市民自治（市民が主役のまちづ
くり）を実感できる取り組みを進めていきます。北区に暮らす人たちが、
この街に住むことを誇りに思い、これからも住み続けたいと思えるよ
うな、より豊かな地域社会をつくっていくために、地域の特性を生かし、
区民と行政が連携、協働するまちづくりを積極的に進めていきます。
今月は、北区が取り組もうと考えているさまざまな事業を紹介します。

身近な地域のまちづくり
区役所などのサービスアップ

重点取組項目

小学校区を単位
とした『地域安

全マップ』

の作製について
、地域へ働き掛

けます。【モ

デル校区2カ所】

区民との協働によ
り安全・安心

に暮らせるまちを
目指します。

そのほか、冬道の
安全を確保するた

め、

町内会や除雪事業
者、区が力を合わ

せて

地域の実情に即し
た雪対策を検討し

、実

践していきます。

特集



水やみどりと親しむ環
境づくり

区役所などのサービスアップ

人口規模が大きく、かつ区役所から遠い北部地域（篠路、太平百合が原、拓北・あいの里地区）の住民に対する窓口手続きなどの行政サービス機能の向上を目指します。

区役所などの庁舎環境の改善や窓口サービスの向上などを目指します。

そのほか、乳幼児健診に合わせて、保健センター1階ロビーで、職員が手作りおもちゃの紹介や子育てに関する情報提供などを試行的に行います。また、駐車場の混雑緩和を図るため、区民センター・保健センターの駐車場を一部拡張します。

プライバシーに配慮するため、住民票等証明発行時の呼び出し方法を、氏名から番号表示方式へと変更します。

『北区実施プラン2007』のほか、区内で展開される各局の主要事業（主なもの）を紹介します。

地下鉄駅のバリアフリー化を進めます
北18条駅と北12条駅に、地上とホームなどを結ぶ
エレベーターと車いす使用者トイレ（オストメイ
ト対応）を設置します。

保育所の充実を図
ります

保護者の就労形態や通
勤時間などの増加に伴
う保育時間の延長に対
応するために、昨年に
引き続き延長保育を実
施します。（公立保育所
2カ所、私立保育所19カ
所）

改良工事などの道路整備
を進めます

主要道道札幌北広島環状線、
市道烈々布支線、市道屯田3番
線、新琴似6番通、新琴似2条
通で道路改良工事を行います。

新川3条13丁目に借上市営住宅「グリーンコー
ト新川」が平成20年3月に完成する予定です。

市営住宅の整備を進めます

JR篠路駅西第2地区で再開発事業が
始まります
共同住宅を整備したり、安全で快適な歩行
者空間や潤いのある都市空間をつくり出す
ために道路を新設したりします。平成21年
度の完成を目指します。

新琴似小学校にミニ児童会館
ができます

新琴似小学校（新琴似7-3）に、ミニ
児童会館がオープンします。

南あいの里5丁目に新しく「あ
いの里こもれび公園」が誕生
します。また、合計約68,000
株の花苗を地域住民に助成し、
緑あふれる道路景観を目指し
ます。

公園の整備や、緑を感じる
街並みづくりをします

小学校を増築します
児童数の増加に伴い、和
光小と百合が原小を増築
します。

区役所の事業やサービス内容などをより分かりやすく伝えるための工夫に努めます。特に、税制度の改正（税源移譲）の仕組みについて、区民に正しく理解してもらえるよう、努めていきます。 東屯田川遊水地や屯田防風林、篠路
川遊

歩道など、自然とふれあえる場を利
用し

てもらえるよう取り組みを進めます
。

身近な場所にある豊かな水やみ
どりなどを楽しめるまちをつく
ります。

そのほか、地域住民が中心となり自
宅の

庭や公園などの身近な場所のみどり
を増

やしていく取り組みを支援していきま
す。

歴史や文化の伝承

歌舞伎や藍
あい

染めなど、伝統文化の保存・継承に取り組む団体などの活動を支援します。

地域の歴史や文化を守り、はぐくんでいきます。

そのほか、区内の歴史的建造物や文化遺産の中から選定された88カ所を5つの散策コースとしてまとめた『北区歴史と文化の八十八選』を生かして、より多くの区民が北区の歴史にふれあい、関心を高める機会を増やします。



北区のあらまし

北区の歴史

区内の公共施設一覧

北区歴史と文化の八十八選

区内の避難所一覧

北区歴史と文化の八十八選コース

北区役所1階広聴係（17番窓口）と
区内まちづくりセンターで

←ミウラ折り®と呼ばれる折り
方を採用。開閉が簡単！持ち
運びに便利！両面仕様。

↑手のひらサイズ

広げた時の大きさはA2判変形(縦43.0㎝×横56.2㎝）。写真
は「北区歴史と文化の八十八選コース」。裏面は「避難所
一覧」地図になります。

■詳細・問い合わせ
総務企画課広聴係　☎757-2400（内線224）

↑28ページオールカラー
(縦21.0㎝×横10.5㎝ )

↑「北区歴史と文化の八十八選」を写真で紹介

（縦11.1cm×横7.8cm)



5月１１日～６月１０日のお知らせ

区役所からのお知らせ
●市民相談
相談名 曜日 相談時間
市 政 月～金 午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分
法 律 ※ 第 1・3火 予約時に指定する午後の時間
交通事故 火 午前9時30 分～正午、午後1時～4時
家庭生活 水・金 午前10時～正午、午後1時～4時
行 政 木 午後 1時～ 4時

※法律相談は、当日の午前9時から電話予約
☎757-2405が必要です【先着8人】
■詳細：総務企画課広聴係☎北区役所内線224

●地域の花壇づくり・種から育てる花づ
くりのススメ〜パンフレット配布中 
　
　地域でコミュニティーガーデンを作ったり、
種から育てたりすることをお勧めするパンフ
レットを配布しています。
■内容：マリーゴールドやサルビアをプラグト
レイで育てる方法、ハボタン、パンジーの育て
方
■配布場所：地域振興課、区内各まちづくりセ
ンター
■詳細：地域振興課まちづくり調整担当係☎北
区役所内線253

●ノースウイング第14号配布中 
　
■内容：地域のまちづくり活動、平成18年度元
気なまちづくり事業などを紹介
■配布場所：地域振興課、区内各まちづくりセ
ンター
■詳細：地域振興課まちづくり調整担当係☎北
区役所内線253

藍
あい

ちゃん
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■北区役所………………☎757-2400（北 24 西 6）
■北保健センター………☎757-1181（北 25 西 6）
■北区土木センター……☎771-4211（太平 12-2）
■各まちづくりセンター
・篠路（篠路出張所)…☎771-2231（篠路 4-7）
・鉄西 …………………☎726-5285（北 10 西 4）
・幌北 …………………☎726-6345（北 17 西 5）
・北 ……………………☎726-4385（北 29 西 7）
・新川 …………………☎762-2604（新川 1-4）
・新琴似 ………………☎761-4205（新琴似 7-4）
・新琴似西 ……………☎762-8767（新琴似 7-14）
・屯田 …………………☎772-1260（屯田 5-6）
・麻生 …………………☎757-5810（北 39 西 5）
・太平百合が原 ………☎771-9180（太平 8-7）
・拓北・あいの里 ……☎778-2355（あいの里 1-6）

■コミュニティ施設

・篠路コミュニティセンター……☎771-3700（篠路 3-8）
・屯田地区センター………………☎772-1811（屯田 5-6）
・新琴似・新川地区センター……☎765-5910（新琴似 2-8）
・拓北・あいの里地区センター…☎778-8000（あいの里 1-6）
・太平百合が原地区センター……☎770-6531（太平 12-2）

■北区体育館………………☎763-1522（新琴似 8-2）
■新琴似図書館……………☎764-1901（新琴似 7-4）■北清掃事務所…………☎772-5353（屯田町 990-3）

■北消防署………………☎737-2100（北 24 西 8） ■水道局北料金センター…☎762-7200（新琴似 6-2）

■北老人福祉センター……☎757-1000（北 39 西5）

・北区民センター…………………☎757-3511（北 25 西 6）

■北部配水管理事務所……☎762-7300（新琴似 6-2）■北区社会福祉協議会…☎757-2482（北 24 西 6）

情報プラザ

広告



5月１１日～６月１０日のお知らせ

●食生活改善推進員養成講座
　健康を維持したり生活習慣病を予防したりする
ための食生活の知識を学び、それを地域で広める
活動を行う食生活改善ボランティアを養成する講
座です。
■日時：6月1日㈮、4日㈪、11日㈪、18日㈪、22日㈮、
25日㈪、29日㈮、7月2日㈪、6日㈮、9日㈪
午前9時15分～午後0時15分　全10回
■会場：北保健センター
■対象：区内にお住まいの方
■定員：20人
■受講料・教材費：無料・1,155円
■申込・詳細：5月11日㈮～ 23日㈬午前9時～午後
5時に健康・子ども課健やか推進係☎北保健セン
ターへ(電話のみ。先着順)

●赤ちゃんといっしょ
　
　日ごろのお子さんの成長ぶりや子育てにかかわ
る心配、悩み事などをお母さん同士や保健師と話
し合います。また、母親教室に参加している妊婦
さんとの交流もあります。
■日時：6月6日㈬午後1時30分～ 3時30分(受け付
けは午後1時から）
■会場：北区民センター 3階児童室
■対象：生後1～ 3カ月の初めてのお子さんとお母
さん。参加は1回に限ります
■費用：無料
■申込：当日、直接会場へお越しください。

 ●プレママ簡単クッキング
　■内容：簡単にできるおかずの調理実習
■日時：5月25日㈮午前10時～午後1時
■会場：北区民センター料理室
■対象：初めてのお子さんを妊娠している方
■定員：30人
■参加料：無料
■申込・詳細：5月14日㈪～ 18日㈮午前9時～午後
5時に健康・子ども課健やか推進係☎北保健セン
ターへ(電話可。先着順)

●地区健康相談
　市内にお住まいで、普段、健康診断を受ける機会のな
い 15 歳以上の方を対象に下記の検診を行います。

検診内容 費用 対象
尿検査、血圧測定 無料 15歳以上の方
血液検査 無料 40歳以上の方

胸部エックス線撮影 無料
40歳以上で希望される方の
み（妊娠中の方は受診でき
ません）

心電図検査
1,200円
※

医師が必要と認めた場合

Ｂ型・Ｃ型肝炎検査 400円※ 40歳の方。41歳以上で未検
査の方も受診できます

Ｂ型肝炎のみ 100円※
Ｃ型肝炎のみ 300円※

口
こうくう

腔内の視診、関
節の触診

無料 65歳以上の方

※次のいずれかに該当する方は費用が免除となりますの
で、証明できる書類をお持ちください。
○70歳以上の方
○特定の障がいのある65 ～ 69歳の方で、老人保健法の医
療を受けることができる方
○市･道民税非課税世帯に属する方
○生活保護世帯に属する方
○65歳以上の方で、介護保険料第1 ～第3段階に該当する方

実施日 実施時間 会場

5月18日㈮ 午前9時～ 11時 新琴似三和福祉会館
（新琴似7-14）

6月5日㈫
午前9時～ 11時 新琴似西会館

（新琴似3-8）
午後1時30分
～ 3時

篠路西部会館
(篠路3-2)

6月8日㈮ 午前9時～ 11時 プラザ新琴似
（新琴似7-4）

■申込：年齢を確認できるものをお持ちになり、当
日、直接会場へお越しください。
■詳細：健康・子ども課健やか推進係☎北保健センター

 ●今月のおすすめランチ 
 ■期間：5月14日㈪～ 20日㈰午前11時～午後2時
■会場：札幌サンプラザレストラン(北24西5）
■メニュー：春の眠気にビタミンB1 644Kcal（豚
肉と小松菜の炒め物、こんにゃくのナムル風サラダ、
まぐろと納豆のポン酢和え、ごはん、みそ汁）
■料金：900円（税込）
■詳細：健康・子ども課健やか推進係☎北保健センター

●国民健康保険料の夜間・休日相談  
　
　保険料の納付が困難で、平日日中の来庁が難しい
方は、ぜひご利用ください。
■夜間相談：5月15日㈫、16日㈬、24日㈭、25日㈮、
28日㈪、29日㈫、30日㈬、31日㈭の午後7時30分まで
■休日相談：5月27日㈰午前10時～午後3時
■受付窓口：区役所1階11番(北側玄関をご利用くだ
さい）
■必要書類：国民健康保険料納付通知書、印鑑、平
成18年中の収入が分かるもの（源泉徴収票や給与明細、
確定申告書控えなど）納付が困難なことを証明する
もの(返済の領収書など）。
■詳細：保険年金課収納一係・二係☎北区役所内線403

国民健康保険から

保健センターから
●各種健康相談
　北保健センターでは下表の各種健康相談や健康
診断を行っています。実施曜日や予約方法など詳
細はお問い合わせください。　
■詳細：北保健センター

・4カ月児健診
・BCG接種
・10カ月児健診
・1歳6カ月児健診
・3歳児健診
・乳幼児の心とことばの相談
・チャレンジむし歯ゼロセミナー
・歯科相談
・若者の性の健康相談
・女性の健康相談
・妊産婦健康相談

・妊産婦歯科健診
・母性健康相談
・母親教室
・離乳食ステップ1、2
・生活習慣改善相談
・胃がん・大腸がん検診
・エキノコックス症検査
・B型肝炎検査〔HBV〕
・C型肝炎検査〔HCV〕
・エイズ検査〔HIV〕
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お知らせ

子育て情報

●子育てボランティア講習会受講者募集
　子育て家庭の現状や子育て支援の必要性、親子とか
かわるときの知識と実技などについて学びます。
■日時：6月5日㈫・7日㈭午前10時～正午
■会場：北保健センター講堂
■対象：子育てのボランテイア活動に関心のある方
■定員：20人
■費用：無料
■申込・詳細：5月11日㈮午前9時から子育て支援係☎
北区役所内線415へ（電話のみ。先着順）

●子育て講座受講者募集
　就学前の乳幼児を育てている保護者のための講
座を開講します。受講中はお子さんをお預かりし
ます。
■内容：乳幼児のための、いざというときの応急
手当ての仕方
■日時：6月19日㈫午前10時～ 11時30分
■会場：北保健センター講堂
■定員：20人
■費用：無料
■申込・詳細：5月21日㈪午前9時から子育て支援
係☎北区役所内線415へ（電話のみ。先着順）

●学校図書館地域開放校

　幼児向け絵本から一般書までそろえた学校の図書館を地域の方に開放しています。
　また、各開放校では、図書館の日常業務や読み聞かせなどを月１回程度お手伝いし
ていただくボランテイアを募集しています。
■詳細：お近くの開放校または教育委員会生涯学習推進課☎211-3872
学校名 住　　　所 電　　話 開放曜日 開放時間

幌北小 北 19 西 2 726-2461 火・木・金
午後1時～4時 (4 ～ 10 月） 
午後1時～3時30分（11～3月）

新陽小 北 27 西 14 756-1538 火・木・金
午後1時～4時 (4 ～ 10 月）
午後1時～3時30分（11～3月）

新川小 新川 5-15 762-1737 月・水・金 午後1時～3時 30 分
新川中央小 新川 3-3 761-1511 月・水・金 午後1時～4時

新琴似小 新琴似 7-3 761-3178 月・火・金
午後1時 30分～ 4時（4～ 9月）
午後1時 30 分～ 3時 45 分 (10
～ 3 月）

新琴似西小 新琴似 11-15 762-1127 月・火・木 午後1時～4時
屯田小 屯田 7-6 771-3151 月・水・木 午後1時～4時

太平小 篠路 1-2 771-1131 月・水・金
午後1時～4時 (4 ～ 10 月）
午後1時～3時30分（11～3月）

篠路小 篠路 4-9 771-2221 火・木・金
午後1時～4時 (4 ～ 10 月）
午後1時～3時30分（11～3月）

拓北小 あいの里 2-1 772-7035 月・水・金 午後1時～4時

あいの里西小 あいの里 2-3 778-2130 月・水・金
午後1時～4時 (4 ～ 10 月）
午後1時～3時30分（11～3月）

鴻城小 あいの里 3-6 771-3900 火・木・金 午後1時～4時

教育
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5月１１日～6月１０日のお知らせ

区内各施設の講座など

※この一覧に掲載していない行事・講座などについては、各施設にお問い合わ
せください。施設名欄の ＨＰ はホームページアドレスです。
※下記の講座などの対象は原則、区内にお住まいか、勤務先のある15歳以上の
方（高校生を除く）です。そのほかの申し込み条件・教材費の納入など詳細に
ついては、申込方法・備考欄をご確認の上、各施設へお問い合わせください。

行事・講座名 開催日時 費用 申込方法・備考
北区民センター 北25条西6丁目 ☎757-3511 HP　http://www6.ocn.ne.jp/kitakuce/
絵本の読み聞かせ 5/15㈫午前11時～11時30分 無料 〔対象〕就学前のお子さんとその保護者

第
１
期
北
区
民
講
座

やさしい旅行英会話
5/29、6/5、12、19、26、7/3毎
週火曜日
午前10時～正午(全6回）　

3,400円 〔申込〕5/15㈫～ 22㈫午前9時～午後5時。
先着20人。電話申し込み可

健康太極拳
6/6、13、20、27、7/4、11、
18、25毎週水曜日
午後1時30分～ 3時30分(全8回）

3,900円 〔申込〕5/15㈫～ 22㈫午前9時～午後5時。
先着25人。電話申し込み可

パソコンワード初級
6/11㈪～16㈯午前10時～正午(全
6回）

3,400円
教材費3,400円

〔申込〕5/23㈬～ 30㈬午前9時～午後5時。
定員20人(超過時抽選）。電話申し込み可

パソコンエクセル初級
6/11㈪～16㈯午後1時30分～ 3時
30分(全6回）

3,400円
教材費3,400円

手打ちそば講座
6/16㈯・23㈯午前10時～午後0時
30分(全2回）

1,800円
教材費2,000円

〔申込〕5/23㈬～ 30㈬午前9時～午後5時。
先着20人。電話申し込み可

自然にやさしい藍染
～藍を楽しむ～

6/19、26、7/3、10、17毎週火曜日
午前10時～正午(全5回）

2,600円
教材費3,600円

〔申込〕5/23㈬～ 30㈬午前9時～午後5時。
先着15人。電話申し込み可

篠路コミュニティセンター 篠路3条8丁目 ☎771-3700 HP　http://www7a.biglobe.ne.jp/~shinoroce/

親子で作るハリーポッターの魔法
のお料理 5/26㈯午前9時～正午

親子一組
2,000円
(教材費を含む)

〔申込〕日曜日を除く5/11㈮～。午前9時
～午後5時。先着8組(受付開始時の超過は
抽選）。申し込み時に受講料必要。 電話申
し込み不可
〔対象〕小学生以上の親子

水墨画入門
5/30 ～ 7/4の水曜日
午前10時～正午(全6回）

3,700円
教材費500円

〔申込〕日曜日を除く5/11㈮～。午前9時
～午後5時。先着15人(受付開始時の超過は
抽選)。申し込み時に受講料・教材費必要。
電話申し込み不可

おいしいパン作り
6/4㈪、11㈪、25㈪午前9時～正
午(全3回)

2,000円
教材費1,800円

〔申込〕日曜日を除く5/17㈭～。午前9時
～午後5時。先着16人(受付開始時の超過は
抽選)。申し込み時に受講料・教材費必要。
電話申し込み不可

屯田地区センター 屯田5条6丁目 ☎772-1811 HP　http://www7a.biglobe.ne.jp/~tonden/

布ぞうり講習会 5/30㈬午後1時30分～ 3時30分 700円
教材費100円

〔申込〕5/15㈫午前10時～。先着10人(受
付開始時の超過は抽選)。申し込み時に受
講料必要。電話申し込み不可

シルバーアクセサリー
6/4㈪・18㈪午後1時30分～ 3時
30分(全2回)

1,200円
教材費1,800円

〔申込〕5/15㈫午前10時～。先着15人(受
付開始時の超過は抽選)。申し込み時に受
講料必要。電話申し込み不可

中高年のための健康
ストレッチ体操

6/5 ～ 7/10の火曜日
午後1時30分～ 3時30分(全6回）

3,400円
〔申込〕5/15㈫午前10時～。先着20人(受
付開始時の超過は抽選)。申し込み時に受
講料必要。電話申し込み不可

新琴似・新川地区センター 新琴似2条8丁目 ☎765-5910 HP　http://www7a.biglobe.ne.jp/~shin_shin/  

第
１
期
講
座

パソコンワード初級
5/28㈪～ 6/2㈯
午前10時～正午(全6回）

3,800円
教材費1,000円

〔申込〕5/15㈫午前9時～午後4時。定員20
人(超過時抽選)。電話申し込み可

パソコンエクセル初級
5/28㈪～ 6/2㈯
午後1時30分～ 3時30分(全6回）

3,800円
教材費1,000円

インターネット入門
5/28㈪～ 6/2㈯
午後4時30分～ 6時30分(全6回）

3,800円
教材費1,000円

〔申込〕5/16㈬午前9時～午後4時。定員20
人(超過時抽選)。電話申し込み可

パークゴルフ入門
6/7 ～ 7/12の木曜日
午後1時30分～ 3時30分(全6回）

3,900円
教材費500円

〔申込〕5/16㈬午前9時～午後4時。定員30
人(超過時抽選)。電話申し込み可

図書室休室のお知らせ 5/31㈭～ 6/6㈬
蔵書一斉点検のため休みます。この期間の
図書の返却は、図書室前のブックポストを
ご利用ください。
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お知らせ

北老人福祉センター 北 39 条西 5丁目 ☎757-1000 HP　http://www.habataki.co.jp/satsukitarou/

自分再発見講座
5/30㈬午後1時30分～4時40分、
5/31 ㈭午前 10 時 40 分～午後 2
時 30 分(全 2 回）

500 円
〔申込〕5/11 ㈮から。午前 9時～午後 5時。
先着 15 人。電話可〔対象〕50 歳以上の方
〔内容〕経験や知恵を地域のために活用する方法

北区体育館 新琴似 8条 2丁目 ☎763-1522 HP　http://www.sspc.or.jp/
少年少女クラッシックバレエ
（全 10 回）

開講日 5/22 ㈫
午後 4時 30 分～ 6時 6,100 円

〔その他の講習会〕
テニスグループレッスン。詳細はお問い合
わせください

〔申込〕5/11 ㈮～ 18 ㈮午前 9時～午後 8時。
電話申し込み可。多数時抽選。受講の可否
について、お問い合わせください

〔対象〕「少年少女クラシックバレエ」は小
学生。その他の種目は 16 歳以上の方

〔施設使用料〕毎回掛かります (少年少女ク
ラシックバレエを除く）

〔65 歳以上・障がいのある方〕受講料は【　】
内の金額。納入時に証明できるものをお持
ちください

ピラティス
（全 10 回）

開講日 5/22 ㈫
午後 2時 15 分～ 3時 15 分

6,100 円
【4,800 円】

はじめてのクラシックバレエ
（全 8回）

開講日 5/23 ㈬
午後 7時～ 8時 30 分

7,100 円
【5,700 円】

ソフトヨガ (金曜コース）
（全 10 回）

開講日 5/25 ㈮
午後 2時～ 3時

5,100 円
【4,100 円】

卓球徹底指導
(全 4回 )

開講日 5/25 ㈮
午後 1時～ 2時

6,900 円
【5,600 円】

Ｂ
ボ ー ル

ＡＬＬピラティス
（全 10 回）

開講日 5/26 ㈯
午後 7時 45 分～ 8時 45 分

6,100 円
【4,800 円】

少人数制テニス初級
（全 4回）

開講日 5/28 ㈪
午後 1時～ 2時

4,100 円
【3,300 円】

少人数制テニス初中級
（全 4回）

開講日 5/28 ㈪
午後 2時 15 分～ 3時 15 分

4,100 円
【3,300 円】

少人数制テニス中級
（全 4回）

開講日 5/28 ㈪
午後 3時 30 分～ 4時 30 分

4,100 円
【3,300 円】

プライベート Y
ヨ ガ

OGA
（全 6回）

開講日 5/29 ㈫
午後 7時 30 分～ 8時 45 分

6,200 円
【4,900 円】

ソフトボクシング
（全 6回）

開講日 6/6 ㈬
午後 6時 30 分～ 8時

4,500 円
【3,600 円】

新琴似図書館 新琴似 7条 4丁目 ☎764-1901

つくしんぼのお話の会
（絵本の読み聞かせ）

5/12㈯午後 1時 30 分～ 2時
　26㈯午後 2時～ 2時 30 分
6/　6㈬午後 3時～ 3時 30 分
　　9㈯午後 2時～ 2時 30 分

無料 〔対象〕幼児～小学生

行事・講座名 開催日時 費用 申込方法・備考
拓北・あいの里地区センター あいの里1条6丁目 ☎778-8000 HP　http://www7a.biglobe.ne.jp/~ainosato/

健康ボウリング教室入門編
5/21～6/25の月曜日
午後1時30分～ 4時30分(全6回）

4,000円
〔申込〕5/11㈮～ 19㈯午前9時～午後5時。
先着36人(受付開始時の超過は抽選)。申し
込み時に受講料必要。電話申し込み不可

卓球大会 5/26㈯午後1時～ 4時 200円
〔申込〕5/14㈪～ 19㈯午前9時～午後5時。
先着40人。申し込み時に参加料必要。電話
申し込み不可

あい～愛ウオーク
(5km、10km、20km） 6/17㈰ 1,500円 〔申込〕5/11㈮～ 31㈭午前9時～午後5時。

詳細はお問い合わせください。
太平百合が原地区センター 太平12条2丁目 ☎770-6531 HP　http://www7a.biglobe.ne.jp/~stycenter/

ゴスペル講座
5/24 ～ 6/28の木曜日
午前10時～正午(全6回）

3,000円
〔申込〕5/11㈮～ 22㈫午前9時～午後5時。
先着25人。申し込み時に受講料必要。電話
申し込み不可

卓上手織り(咲き織り)入門
6/5 ～ 7/10の火曜日
午後1時～ 3時(全6回）

2,800円
教材費2,700円

〔申込〕5/15㈫～ 29㈫午前9時～午後5時。
先着20人。申し込み時に受講料・教材費必
要。電話申し込み不可

パソコン講座はじめてのワード
6/11㈪～ 15㈮
午前10時～正午(全5回）

3,400円
教材費1,000円

〔申込〕5/22㈫～ 31㈭午前9時～午後5時。
先着20人。申し込み時に受講料・教材費必
要。電話申し込み不可

パソコン講座インターネット＆
メール

6/25㈪～ 27㈬
午前10時～正午(全3回）

1,000円
教材費210円 〔申込〕5/29㈫～ 6/12㈫午前9時～午後5時。

先着20人。申し込み時に受講料・教材費必
要。電話申し込み不可フラダンス　パラパライ講座

6/15 ～ 7/20の金曜日
午後1時30分～ 3時(全6回）

3,000円

アトリウム展示会　手作り作品展 5/12㈯～ 26㈯
午前9時～午後9時 無料 〔内容〕トールペイント、クロスステッチ、

布小物など
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まちかどアルバム

百合が原公園

3月25日
迫力の演奏を満喫
「楽しい楽しい吹奏楽コンサート」

3月27日
世代間で真剣勝負
「お年寄りと対決！囲碁・将棋・オセロ」

4月20日
藍いっぱいのまちづくり
「藍の種無料配布」

3月20日
春の訪れを楽しむ
「アマリリス展」

4月20日
日ごろから防災の心構えを
「北地区防火・防災フェスタ」

麻生総合センター

写真のページ

北区民センター

4月6日
新川少年消防クラブ員が
新1年生に防火を呼び掛け

新川中央小学校 北区民センター

札幌聾
ろう

学校

2007ー❺ー広報さっぽろ きた 10


