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桜並木の道しるべ 写真・文　佐
さ

藤
とう

　幸
ゆき

江
え

さん
新川沿いに長く続く桜並木は、北区と西区の境界ラインで春
を告げるように咲き誇っていました。そのそばをゆったりと
流れる川に、桜並木がよりいっそう引き立っていました。

撮影日 　   2014.5.3
撮影場所　新川通（北24条西19丁目）

4
2015年（平成27年）

この作品は北区役所1階および北区ホームページ「みてきて北区」にてカラーで公開しています。

編集：北区市民部総務企画課広聴係

〒 001-8612　北区北 24条西 6丁目　☎ 757-2503　     757-2401c

北区の人口と世帯数
2015 年 3月 1日現在（前月比）

人口

世帯数

283,876人（－60）

135,151世帯（－12）

成27年））））））

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先
係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 出張所・まちづくりセンター 電話番号

北区役所（北24西6）代表 757-2400
福祉支援一・二係【21】 757-2464

保護三課

保護一係 757-2528 屯田（屯田5-6） 772-1260
保健支援係【23】 757-2465 保護二係 757-2529 麻生（北39西5） 757-5810

市民部 相談担当係【21】 757-2509 保護三係 757-2527 太平百合が原（太平8-7） 771-9180
総務企画課 健康・子ども課（北保健センター　北25西6） 保護四係 757-2530 拓北・あいの里（あいの里1-6） 778-2355
庶務係【33】 757-2403

保健予防係 757-1185
保護四課

保護一係 757-2531 北区関係公的機関 電話番号
地域安全担当【33】 健やか推進係 757-1181 保護二係 757-2532 北部市税事務所

（中央区北4西5アスティ45　9階） 207-3912選挙係【32】 757-2404 家庭児童相談室 757-1182 保護三係 757-2535
広聴係【17】 757-2503 子ども家庭福祉係 757-2563 保険年金課 北清掃事務所（屯田町990-3） 772-5353
戸籍住民課 母子・婦人相談員 757-2564 給付係【10】 757-2491 北消防署（北24西8） 737-2100
戸籍係【7】 757-2415 子育て支援担当 757-2566 保険係【9】 757-2492 北部水道センター（新琴似6-2）
住民記録係【3】【5】 757-2412 生活衛生係 757-1183 収納一・二係【11】 757-2493 　北部料金課 762-7200
地域振興課【31】 757-2407 生活保護【27】【28】【29】 年金係【8】 757-2495 　北部配水管理課 762-7300
土木部(北区土木センター　太平12-2)

保護一課

相談担当係 757-2517 出張所・まちづくりセンター 電話番号 北区社会福祉協議会
（北24西6北区役所1階） 757-2482

維持管理課 771-4211 保護一係 757-2513 篠路【篠路出張所】（篠路4-7） 771-2231
保健福祉部 保護二係 757-2514 鉄西（北10西4） 726-5285 北老人福祉センター（北39西5） 757-1000
保健福祉課 保護三係 757-2516 幌北（北17西5） 726-6345 北区保育・子育て支援センター

【ちあふる・きた】（北25西3） 757-5380地域福祉係【25】
活動推進担当【25】 757-2470

保護二課

保護一係 757-2519 北（北29西7） 726-4385
保護二係 757-2523 新川（新川1-4） 762-2604

福祉助成係【24】 757-2462 保護三係 757-2524 新琴似（新琴似7-4） 761-4205
給付事務係【22】 757-2463 保護四係 757-2554 新琴似西（新琴似7-14） 762-8767

担当課が分からない、担当課・係につながらない
場合、また閉庁時や土・日、祝・休日などは代表
番号にお問い合わせください

北区の写真　  募集中！
こちらには、皆さんからご応募いただいた作品「北区の街・人・風景」
を掲載しています。詳細は、北区ホームページもしくは総務企画課広聴
係まで。お気軽にご応募ください！

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/

ki.somu@city.sapporo.jp

北区HP「みてきて北区」

　　　   E メール
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小学生
記者が

取材！

小学生
記者が

取材！

　昨年 6月号でご紹介した「北区の主要
事業」の中から、北区に建てられる新し
い施設を、4人の小学生記者が取材して
きました。それぞれの施設の特長や、工
事の様子をご紹介します。

浴室になるスペースを見学中！

　7 月 1 日、屯田地区にオープン
します。定員は 80 人。1月に工事
の様子や、施設の特長などを取材
してきました！取材した日は内部
の工事が進んでいました。

　利用者の皆さんが楽しくお話できる足湯コーナーの

ほか、通所サービスの部屋には、職員と一緒にパン作
りや料理ができる場所があります。さらに、災害時に、

地域の高齢者や障がい者などが避難できる福祉避難場

所となるスペース、水や非常食・毛布などを備蓄する

倉庫も設置しています。

料理ができる場所にはカウンターになる
骨組みが取り付けられていました

　札幌市では、高齢者の人口が年々増えていて、施設

で専門的な介護が必要な人のために、高齢者施設の整
備を計画しています。北区では、新たに「特別養護老

人ホーム『七色の風』」が建設されます。

　高齢になって、自宅で日常生活を送る

ことが難しくなった人が、専門の職員に

よる介護などを受けながら生活します。

入所は抽選ではなく、入所の必要性が高

い人から入る仕組みになっています。

どんな人が
入所するの？

　施設の名前は、ひとりひとり
が、さまざまな色に輝きながら
生活することができるようにと
願って付けました。

施設長 田
た

村
むら

 直
なお

人
と

さん

屯田 9条 9丁目
開設準備室　☎ 0120-377-163

入所希望の方は、区役所保健福祉課
などで配布している申込書を、4 月
15 日㈬（必着）までに提出。
詳細は上記開設準備室まで。

施設にはどんな特長があるの？

どうして老人ホームを建てるの？

取材にご協力いただいた工事現場の
皆さんと一緒にパチリ♪
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石
いし

田
だ

凌
りょう

太
た

郎
ろう

太平小／ 5 年

齊
さい

藤
とう

優
ゆう

奈
な

新琴似北小／ 6 年
菊
きく

池
ち

百
もも

恵
え

新川中央小／ 5 年

安
あん

藤
どう

拓
たく

海
み

新川小／ 5 年

　今まで知らなかっ
た施設を知ることが
できました。それぞ
れ造り方も工夫して
いて、考えられて
造っていることも分
かりました。

可動式のステージは電気を使わない
で動かす仕組みです！

　トイレの照明は人を感知して点灯したり、屋上にはソー

ラー発電パネルがあったり、暖房（ボイラー）は燃料に
木くずを使っているなど、エコな設備がたくさん。

　また、災害時の避

難所として、非常食
などの備蓄倉庫があ
ります。地下には支
柱となるたくさんの杭
があり、地震に強い
造りになっています。

体育館工事の様子をていねいに説明
してもらいました

　校舎は今までの約 1.4 倍、体育館は約 2倍の広さ

になります。「ふるさとルーム」には屯田兵開拓時代
の資料などが展示される予定です。

園長 千
ち

葉
ば

 明
あけ

美
み

さん

　4月1日、北地区に定員60人でオー
プンしました。昨年 12 月に、開園
前の様子を取材してきました！北 24 条西 15 丁目

☎ 737-8000

　5 月に校舎が新しくなります。1月
に、工事真っ最中の現場の様子を取
材してきました！屯田 7条 6丁目

　札幌市では、保育園に入りたくても入ることができ

ない待機児童がたくさんいるため、少しでも多くの人
が入園できるように保育園を増やしています。

※学年は取材時

校舎はどう変わるの？

新しい学校にはどんな特長があるの？

　園の名前には、さまざまな「個性
のしずく

3 3 3

」が集まり、共に協力して、
川や海のような大きな力となるよう
にという願いが込められています。

　質問をしたり、写真を撮ったりして
楽しかったです。工事現場ではいつも
ワクワクしながら取材をしました。

　防犯モニターや指を挟まないようにドアに隙間があ
るなど、安全のための設備がたくさんあります。また、
ホールのステージは可動式になっているので、普段は
壁に収納して、広いスペースで遊ぶことができます。

どうして保育園を建てるの？

施設にはどんな特長があるの？

　カメラで工事の様子などを撮影
するのが楽しかったです。また、自
分の考えた質問に皆さんが答えて
くれるのがうれしかったです。

　色々な所に取材に行けたことが
良かったです！名刺の交換もでき
てうれしかったです！貴重な経験
ができて良かったです！

取材した日は、ちょうど３階の床が
完成したところでした
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①4月24日㈮　②5月10日㈰　9時～10時
北保健センター《胃がん700円／大腸がん400円》両方の受診可

情報
　プラザ
4/11㈯4/11㈯
▼▼

5/10㈰5/10㈰

北区役所（北24西6）
☎757-2400＜代表番号＞

※北区役所の各課・係の電話番号は

「きた1」ページをご覧ください

5月14日～9月17日の木曜日《全18回》　9時30分～11時30分
北区民センターほか
※講義時間・内容・会場は変更となる場合があります

北区高齢者教室「北
ほく

親
しん

大学」受講生募集
《無料・教材費実費負担あり》

●内容　講義（健康・音楽鑑賞）や実習（陶芸・体操）、屋
外見学（美術館見学）など
●対象・定員　区内にお住まいの65歳以上の方で、初めて受
講する方・40人（多数時抽選）
●申込・詳細　4月21日㈫までに地域振興課地域活動担当係
☎757-2407

●対象・定員　区内にお住まいで、検診を受ける機会のない
40歳以上の方・各先着50人
●70歳以上の方、65～69歳で後期高齢者医療制度に加入の方、
生活保護世帯の方、市・道民税非課税世帯に属する方、支援
給付世帯の方は費用が免除されますので、保険証や生活保護
受給証明書、課税証明書などの証明できる書類をお持ちくだ
さい
●検査日の1週間前までに、北保健センターに検査セットを
取りにお越しください
●申込・詳細　①は4月17日㈮、②は5月1日㈮までに健康・
子ども課健やか推進係　☎757-1181

胃がん・大腸がん検診（予約制）

セ ン タ か ら保 健 ー

4月13日㈪～19日㈰　11時～14時
札幌サンプラザレストラン（北24西5）《900円（税込）》

北保健センターのおすすめランチ

●メニュー　サワラのムニエルネギソース、鶏つくねと厚揚
げ豆腐の煮物、春野菜のクラムチャウダー、サラダ、ご飯（野
菜使用量120g、エネルギー609kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

エレベーター設置工事に伴い、安全や騒音などの面から7月
から12月下旬までの約6カ月間、休館します。休館中は、貸室・
図書室は利用できません。
また、休館中の問い合わせ先として、仮事務所を設置します。
仮事務所では、図書業務の一部（本の返却や予約本の受け付
け・貸し出し）も行います。
設置の時期や場所は、決まり次第お知らせします。
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757-2407
        新琴似・新川地区センター　☎765-5910

エレベーター設置工事に伴う新琴似・新川地区セ
ンター休館のお知らせ

4月21日㈫　10時から（無くなり次第終了）
北区役所3階地域振興課、北区民センター、篠路コミュニテ
ィセンター、各地区センター

「藍
あい

の種」を配布《無料》

藍に興味のある方に、藍の種を配布します。かつて、北区で盛
んに栽培されていた歴史のある藍をご家庭で育ててみませんか。
●配布数　各会場100袋（1人1袋、先着順）
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757-2407

5月9日㈯　12時～16時〔開場は11時30分〕
札幌サンプラザコンサートホール（北24西5）

第15回新川さくらフェスティバル音楽祭《無料》

区内で活躍する合唱団や地域の学校の吹奏楽部などのほか、今
年は15周年を記念して北海道警察音楽隊
も出演する予定です。
●申込　北区役所3階地域振興課、各ま
ちづくりセンター、北区民センター、篠
路コミュニティセンター、各地区セン
ターで4月15日㈬から入場整理券を配布
■詳細　新川まちづくりセンター　☎762-2604

月日 受付時間 会場

4月20日㈪
10時～13時 札幌サンプラザ1階ロビー（北24西5）

※応募者多数の場合は整理券を配布

13時30分～17時15分
北区役所3階総務企画課
（土・日、祝・休日を除く）4月21日㈫～

10月31日㈯ 8時45分～17時15分

●対象　区内にお住まいか、通勤・通学している方
　　　　（原則1人1回、先着順、電話申し込み不可）

北区民野球場の利用受け付け《無料》
利用期間：5月2日㈯～10月31日㈯
北区民野球場（新琴似町266）
※積雪状況により、利用開始日が変更となる場合があります

■詳細　総務企画課庶務係　☎757-2403

区 役 所 か ら

4月16日㈭、23日㈭、30日㈭、5月7日㈭　17時15分～20時
北部市税事務所（中央区北4西5　アスティ45　9階）

市税　夜間納税相談

毎週木曜日（祝日を除く）に、夜間納税相談を行っています。
ご利用ください。
■詳細　北部市税事務所納税課納税係  ☎207-3913

市 税 事 か ら北 部 務 所

年末年始、祝・休日を除く月～金曜日　8時45分～17時15分
北保健センター2階③窓口

子育て情報室をご利用ください《無料》

子育て情報室では、子育てサロンや子育てサークル、子育て
相談、ボランティア活動、書籍などの貸し出し、子育てに関
する情報提供を行っています。ぜひご利用ください。
■詳細　健康・子ども課子育て支援担当係　☎757-2566

て 情 報子 育
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病院名 住所 電話番号

Y
ユ ー

ou ペットクリニック 屯田6-2 773-1010

屯田三番通動物病院 屯田6-9 774-2211

季実の里どうぶつ病院 屯田9-1 772-6302

まえたに動物病院 太平3-1 773-8228

太平動物病院 太平7-4 775-3001

フルベ動物病院 太平12-5 775-2211

グリンピア動物病院 篠路2-10 774-0123

しぶやペットクリニック 拓北1-3 299-2286

アニマルクリニック
・クローバー あいの里2-8 778-3655

ポッケ動物病院 あいの里3-3 826-5380

あいの里動物病院 あいの里4-5 778-5411

病院名 住所 電話番号

山口動物愛護病院 北22西3 736-1122

さくら並木動物病院 北24西19 707-0706

動物病院ダックス 北27西14 758-3931

北札幌動物病院 北35西4 736-2789

マリモアニマルクリニック 新川2-7 764-0201

新川ルル動物病院 新川4-17 768-3260

パルク動物病院 新琴似2-10 764-5311

はるにれ動物病院 新琴似8-14 763-8020

ハヤシ犬猫病院 新琴似10-7 766-8611

アンディー動物病院 新琴似10-13 769-7550

北の森どうぶつ病院 新琴似11-17 766-1122

岩田動物病院 屯田2-3 772-7732

屯田西公園どうぶつ病院 屯田5-9 773-7739

※本誌26ページも併せてご覧ください
■詳細　動物管理センター　☎736-6134

※診療時間や休診日は動物病院によって
　異なります。各病院にご確認ください。

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
《登録手数料3200円、注射費用2560円、注射済票交付700円》

管 理 セ か ら動 物 ン タ ー

屯田
防風林

学
園
都
市
線

新琴似6番通

琴
似・
栄
町
通

下水道
科学館

創成川
水再生プラザ

開通区間
（西側への一方通行）

創
成
川
通（
国
道
２
３
１
号
）

創
成
川

N

局 か ら建 設
新琴似6番通の一部区間開通のお知らせ
新琴似6番通の創成川通から琴似・栄町
通までの区間が、4月28日㈫10時から開
通します。
なお、当該区間は創成川通からの西側一
方通行です。

■詳細　建設局道路課  ☎211-2617

5月14日㈭ 対埼玉西武ライオンズ戦（札幌ドーム・
18時試合開始・C指定席）へご招待します。
5月14日㈭対埼玉西武ライオンズ戦（札幌ド ム

北海道日本ハムファイターズ   北区民応援デー北海道日本ハムファイターズ   北区民応援デー

●対象・定員　区内にお住まいの方・1000組2000人
●申込　次のいずれかの方法（1組1回、多数時抽選）
①往復はがき：往信側に代表者（2人1組）の住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号・ファイターズファンクラブ会員番号（会員のみ）・昨年の札幌ドームでの
観戦回数・応援デーを何で知ったか（広報さっぽろ、告知ポスターなど）、返信側
に代表者の宛先を明記し郵送してください。結果は返信はがきでお知らせします。
【送付先】　〒062-8655 札幌市豊平区羊ヶ丘1番地
　　　　 　   北海道日本ハムファイターズ  北区民応援デー係 
②球団ホームページ：パソコン・スマートフォンの場合は
www.fighters.co.jp/kansenから、携帯電話の場合は右記
QRコードからアクセスし、申し込みフォームに所定事項を入
力してください。結果はメールでお知らせします。
※当落のお問い合わせは一切お受けできませんのでご了承ください
●締切　4月20日㈪（必着）
※ 応募者の個人情報は、株式会社北海道日本ハムファイターズが適切に管理し、結果のお知ら
せおよびファイターズ戦チケット販売のダイレクトメール、アンケート以外には利用しません。

▲QR コード
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※申し込みや内容の詳細、また掲載していない行事
などについては各施設にお問い合わせください。各 施 設 座 な区 内 の 講 ど

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考

北区民センター（北25西6）　☎757-3511　       

〔講座などの受け付け〕 　①電話申し込み可  ②受付時間は9時～21時

夢をかなえるマネープラン 4/26㈰　10時～12時

無料

要申込  先着  16人 4/11㈯～26㈰
持ち物：電卓、筆記用具

ゴールデンウィークこどもお楽しみ会 5/2㈯　10時～11時45分 直接会場  〔対象〕小学生以下とその保護者

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 5/9㈯　11時～11時30分 直接会場

みんなの茶の間オープンカレッジ
①ホントは簡単！保険の仕組みを大解剖
②住まい方マネープラン

5/20㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着  15人 4/11㈯～5/10㈰

新琴似・新川地区センター（新琴似2-8）　☎765-5910　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」4/18㈯　13時30分～14時
無料

直接会場

多世代交流「新・新サロン」 5/4㈷　13時～16時（出入り自由） 直接会場  歌声タイムや絵本の読み聞かせなど

小
こ

林
ばやし

辰
たつ

也
や

の
母の日のフラワーアレンジ講座

5/7㈭　13時30分～15時 当日  3000円 直接会場  先着 10人 4/15㈬～5/2㈯

屯田地区センター（屯田5-6）　☎772-1811　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

はじめての陶芸～1日体験教室～ 4/30㈭､ 5/1㈮､ 2㈯
10時～12時

申込時  
各1000円
別途教材費実費

要申込  先着
各20人

4/13㈪～29㈷
持ち物：筆記用具、雑巾、
エプロン

大正琴を弾いてみましょう！《全4回》 5/22～6/12の毎週金曜日　9時50分～10時50分 申込時  2000円 要申込  先着  10人 4/13㈪～5/21㈭

太平百合が原地区センター（太平12-2）　☎770-6531　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可  ②受付時間は9時～21時

小
お

田
だ

島
じま

謙
けん

次
じ

とひまわり会水彩画展 4/11㈯～23㈭ 9時～21時

無料

直接会場  最終日は12時まで

絵本読み聞かせ「ドリームランド」4/17㈮､ 5/1㈮ 10時～11時 直接会場  手遊び・親子ゲーム・紙芝居など

無料パソコン体験講座《各全2回》
4/22㈬、23㈭

10時～12時 要申込  先着
各10人

4/11㈯～18㈯
5/9㈯、13㈬

春のフリーマーケット出店者募集 5/1㈮～9㈯　9時～21時 1区画700円 
5/9までに納入

要申込  先着
39区画 (1区画2×2.5m)

電話申し込み不可
春のフリーマーケットは5/16㈯

古本交換市 5/8㈮ 14時～16時
無料

直接会場  持参した本と10冊まで交換できます。
雑誌・専門書・参考書・全集などは交換不可

パソコン無料相談 5/11㈪、14㈭　10時～12時 要申込  先着
各8人 (1人15分)

4/30㈭～5/8㈮

パソコン講座「はじめてのワード」
《全6回》

5/16㈯、20㈬、23㈯、27㈬、28㈭、
30㈯　10時～12時

3000円
5/14までに納入 要申込  先着  10人 5/7㈭～14㈭

札幌市北区民センター 検索 click!

新琴似・新川地区センター 検索 click!

屯田地区センター 検索 click!

太平百合が原地区センター 検索 click!

情
報
プ
ラ
ザ

4
／
11
㈯　

5
／
10
㈰

▲
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　 申込時 ＝申込時に納入　　 直接会場＝当日直接参加するもの　　　　　 先着 ＝先着順
　 当日 ＝当日に納入　　　 要申込＝事前の申し込みが必要なもの　　 抽選 ＝多数時抽選

　   表中の記号

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考

篠路コミュニティセンター（篠路3-8）　☎771-3700  　 

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

おはなしの会「まんまるころころ」 4/18㈯　11時～11時30分 無料 直接会場

みんなあつまれ！キッズなひろば 4/18㈯　10時30分～14時 当日  100円
（高校生以上）

直接会場  木のおもちゃやアナログゲームで遊びます

コミセンロビーコンサート 4/18㈯　14時～16時

無料
直接会場ハッピーマーケット＆サークルメ

ンバー募集フェスタ 4/19㈰　10時～14時

コミセン日曜シネマ 4/26㈰　10時～12時 直接会場  先着  20人 [上映]「ローマの休日」

篠路コミセンはらはら・ドキドキ！
バドミントン大会 5/10㈰　8時45分～17時 1500円

5/1までに納入 要申込  先着  42人 4/11㈯～5/1㈮

拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6）　☎778-8000  　 

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み不可  ②受付時間は8時45分～17時15分

スプリングコンサート 4/18㈯　14時30分～16時 無料 直接会場  先着  150人

パークゴルフ初心者講習《全6回》 5/14～6/18の毎週木曜日
9時30分～11時30分

申込時  3000円
別途コース代実費

要申込  先着  20人 4/13㈪～27㈪

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901 　 

〔休館〕第2・4水曜日

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
4/11㈯､ 5/9㈯ 14時～14時30分

無料

直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年
5/6㉁ 15時～15時30分

子ども映画会 4/18㈯ 14時～15時 直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年 
　　       〔上映〕「ドナルドダック」

つくしんぼ「春のお楽しみ会」 4/25㈯ 14時～15時 直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年
パネルシアター、大型絵本、大型紙芝居など

百合が原公園（百合が原公園210）　☎772-3511    

〔緑のセンター休館〕4/13㈪、20㈪、27㈪、5/7㈭
　※施設ご利用時、65歳以上の方は生年月日の分かる身分証、障がいのある方は障害者手帳提示で無料

多肉植物の箱庭づくり講習会 4/12㈰
10時～11時30分 当日  

各2830円
要申込  先着  
各10人

4/11㈯から
13時～14時30分

春の花と花絵巻 4/14㈫～26㈰ 8時45分
　～17時15分

入館料130円
（高校生以上） 直接会場

サクラソウ美術館 4/21㈫～5/10㈰

一年草の種まき講習会 4/18㈯ 13時30分～15時 当日  500円 要申込  先着  20人

4/11㈯から新茶のお話 5/10㈰　10時～12時 当日  130円 要申込  先着  25人

ユリ講習～タネから育てるユリ～ 5/10㈰　13時30分～15時 当日  130円 要申込  先着  20人

篠路コミュニティセンター 検索 click!

拓北・あいの里地区センター 検索 click!

新琴似図書館 検索 click!

百合が原公園 検索 click!

4
／
11
㈯

5
／
10
㈰

▲
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北区の写真を募集中！詳しくは「きた１」ページをご覧ください。

2/20　新光雪あかり村
～新光小学校

3/1　拓北・あいの里雪中運動会
   ～拓北小学校

 3/7　ミモザコンサート

2/24　ハーブ教室
～新琴似三和福祉会館

3/8　篠路地区善行表彰式
～篠路コミュニティセンター

 3/11　ウクレレミニコンサート
～プラザ新琴似

2/22　ひまわり連合自治会防災会
冬季防災（炊き出し）訓練～拓北ひまわり会館

2/15　屯田雪まつり
～屯田みずほ東公園

～百合が原公園


