申込 ７月 日㈬〜 日㈮の
午 前９ 時 〜 午 後５ 時 に 窓 口︑
電話で申し込み︒定員を超え
た場合は︑窓口の方を優先し
ます︒
◆こども将棋教室︵入門編︶
日時 ７月 日㈪〜 日㈭午
前 時〜正午︵４日間︶︒
対象 区内在住の小学生以上︒
定員 先着 人︒
費用 千円︵申し込み時納入︶︒
申込 ７月 日㈬〜 日㈮の
午 前９ 時 〜 午 後５ 時 に 窓 口︑
電話で申し込み︒定員を超え
た場合は︑窓口の方を優先し
ます︒
申込先・詳細 新発寒地区セン
ター︵新発寒５条４丁目︶
☎ ５５７１

以下は保護者同伴︶
︒
※お子さんにはスタンプ帳を
お渡しします︒
詳細 星置地区センター︵星
置２条３丁目︶☎ ３２２０

緊急貯水槽新設の
お知らせ

◆夏のおたのしみ会
を学び合いましょう︒
７月 日㈯午後２時〜３時︒ 講師 織田智恵氏︵ボランテ
読み聞かせの会﹁わらび﹂に
ィア・アドバイザー︶︒
よる人形劇などの実演︒
日時 ７月 日㈭︑ 日㈮の
※７月 日㈬は︑図書整理日
午前 時〜午後４時︒
のため休館になります︒
場所 同センター２階教養講
座室︒
詳細 曙図書館︵曙２条１丁
目︶☎ ４９４６
定員 先着 人︒
費用 千円︒
手稲老人福祉
申込 ７月 日㈮〜 日㈫に
センターから 電話または直接窓口で申し込
み︒
※昼食は各自でご用意してく
ださい︒
申込先・詳細 手稲老人福祉セ
ンター︵曙２条１丁目︶
☎ ３１３１

◆﹁傾聴勉強会参加者募集﹂
内容 コミュニケーションの
力は︑対人関係技術の基本で
す︒傾聴ボランティア研修の
経 験 豊 富 な 講 師 の も と︑﹁ 人
の話に耳を傾け︑聴く﹂こと

●手稲の歴史や特色など、手稲らしさを生かしたもの
●区民が気軽に楽しく参加できるもの
●将来のまちづくりを皆で考えるきっかけとなるようなもの
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来年は、手稲区が誕生して20年目になります。
手稲区では、この節目を区民の皆さんと共にお祝いした
いと考え、20周年記念事業を検討しております。そこで、
記念事業を決めるに当たっての参考とさせていただくた
め、区民の皆さんから広くアイデアを募集します。
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星置地区
センターから

◆手稲区区制20周年記念事業ア
◆手稲区区制20周年記念事業アイデア募集◆
イデア募集◆

10

７月31日
（木）まで。
住所、氏名、電話番号、アイデアを明記し下記
まで郵送かファクスで。
他
応募いただいたアイデアが実施されない場合も
ありますのでご了承ください。
応募あて先・詳細
〒006‑8612
手稲区前田１条11丁目 手稲区総務企画課庶務係
☎681‑2400（内線213・215）ファクス 681‑2523

募集期間
応募方法

水道局では︑災害時の断水
などに備えて︑緊急貯水槽を
整備しています︒緊急貯水槽
とは︑公園や学校など避難場
所となる所に︑一定量の飲料
水を蓄えて︑設置場所から半
径約１キロメートルに住む
方々を目安に︑災害時に応急
給水を行う施設です︒
設置場所 手稲区明日風２丁
目 明日風公園予定地内︒
詳細 水道局計画課計画係
☎ ７０５２
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手稲

曙図書館から
◆楽しいお話会
７月 日㈯︑ 日㈯︑８月
２日㈯︑９日㈯の午後２時
分〜３時︒
◆子ども映画会
８月２日㈯午後３時５分か
ら 分程度︒
12

10

16

◆夏休みこども映画会
内容 ぞくぞく村のオバケた
ち︑トンガリ帽子のメモルほ
か︒
日時 ８月７日㈭午前 時〜
時 分︒
場所 同センター体育室︒
費用 無料︒
◆星座観察会
日時 ８月６日㈬︑７日㈭の
午後７時〜８時︒
場所 同センター屋上︒
対象 区内在住の方︵中学生
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新発寒地区センター
から

10

28

10

7 月11日から 8 月10日までの区内の情報です

◆親子で作るデコデン小物
日時 ７月 日㈬午前 時〜
正午︒
対象 区内在住の小学生と保
護者︒
定員 先着親子 組︒
費用 受講料 円︑教材費千
円︵申し込み時納入︶︒
申込 ７月 日㈬〜 日㈮の
午 前９ 時 〜 午 後５ 時 に 窓 口︑
電話で申し込み︒定員を超え
た場合は︑窓口の方を優先し
ます︒
◆夏休み簡単小物作り
日時 ７月 日㈫午前 時〜
正午︒
対象 区内在住の小学生︒
定員 先着 人︒
費用 受講料 円︑教材費
円︵申し込み時納入︶︒
15

人 口 138,551人 （−53）
世帯数
54,714世帯
（+81）
（ ）
内は前月比
6 月 1 日現在
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手稲区シンボルマーク
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