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夏空の下の耕運機 写真・文　佐
さ

藤
とう

未
み

央
お

さん
夏の暑い日、北大農学部農場まで足を運んでみると、青空の
下で一人、耕運機で畑を耕している姿を見ました。一体何を
植えるのでしょうか？何ができるか楽しみですね。

8
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。

撮影日 　   2012.8.9
撮影場所　北大農場（北13条西11丁目）

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

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【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） 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 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

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先

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 7月 1日現在（前月比）

人口

世帯数

284,363人（＋54）

136,095世帯（＋37）

27年）

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
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自転車事故の現状
　昨年の市内の自転車事故件数は 1,094 件。交通事故全体の約2割
を占めています。また、事故の被害者となった自転車運転者のうち、
自転車運転者側にも法令違反があったのは約 43％。ルールを守っ
ていれば事故を避けられたケースも少なくありません。車と違って
自転車なら少しくらいルール違反をしても
構わないという甘い認識はありませんか。
「自分だけは大丈夫」と思わず、ルールを
守って走行しましょう。

少しの油断が事故のもと！

　毎年7月と9月に、北 18 条の樽川通交差点で、信号待ちで
停車中の自転車運転者に話し掛け、反射材などの啓発品を手渡す
とともに、自転車ルールの順守を呼び掛けている幌北交通安全母の会。
時には、思うように話を聞いてもらえないこともあり、決して楽な方法ではない
ものの「単に啓発品を配るより抑止効果があるはず」と、対話することを大切に
しながら、5年以上活動を続けています。揺るぎない信念を持って活動を引っ張る
三
み

浦
うら

美
み

紀
き

子
こ

会長は「辛くても細く長く地道に働き掛けていくことが大切。地域の
ために、これからも活動を続けていきたいですね」と話してくれました。

自転車も車両の一つ。
道路交通法にルールや
ルール違反に対する罰
則が定められています

対話重視の啓発で少しでも事故の抑止に 地域の取り組み

幌
ほろきた

北交通安全
母の会

7 月の啓発の様子。同会のほか、町
内会女性部、地域の小中学校ＰＴＡ
など、約 30 人が参加しました

子どもから高齢者まで多くの人が気軽に乗れる自転車。
一方でルールを守らなければ重大な事故につながってし
まうことも。夏場は特に自転車事故が多発します。
今月は、自転車のルールや事故への備えと、事故を防ぐ
ための地域の取り組みについてご紹介します。

・自転車ルール全般については　区政課 　☎ 211-2252
・地域の取り組みについては　　北区総務企画課　☎ 757-2503

  安全な
 乗り方と
 事故への 
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自
転
車
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交差点
安全進行
義務違反
50%

安全
不確認
12%

一時不停止
6%

信号無視
5%

通行区分
違反
4%

自転車の
通行方法
違反
4%

その他
19%

平成 20 年神戸市で、小学生が前方不
注意で 60 代の女性に衝突。この事故
で女性は頭

ず

蓋
がい

骨
こつ

を骨折して寝たきり
に。小学生の親には約 9,500 万円の
賠償金の支払いが命じられました

●
●

●
● 判決事例

事故のリスクと責任
　被害者にも加害者にもなりうる自転車事故。「たかが自転車」と

思うかもしれませんが、走行中の自転車がぶつかったときの衝撃は
数百㎏に及ぶこともあり、一歩間違えると命を奪う凶器にもなりか

一瞬にして人生を狂わせてしまう

刑事責任
懲役、禁固、罰金
などの処罰を受け
ます

被害者に損害賠
償をしなければ
なりません

民事責任
被害者を見舞い、
謝罪しなければ
なりません

道義的責任

ねません。また、加害者となった場合は、
刑事責任だけでなく、民事責任に問わ

れることも。全国では、歩行者 
にけがをさせた原因が自転車側
にあるとして数千万円という高
額な賠償を命じる判決が相次い
でいます。

■ 自転車運転者の法令違反別割合
※平成 26年 北海道警察調べ

市内の自転車運転者が被
害者となった事故における

走行中の安全確認不足や、一時不停止、
信号無視など、基本的なルールの違反
による事故が 7割以上！
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平成 27 年

6/1から

地域の取り組み

新川さくら並木
連合町内会

　信号無視、酒酔い運転、夜間の無灯火走行、ついやっ
てしまっている行為はありませんか。これらはいずれも道

路交通法違反。同法に罰則が定められていますが、違反者

が後を絶ちません。そのため、同法が改正され、6月から

悪質な自転車運転者に対する講習制度がスタート。政令で
定める 14 項目の危険行為を、3年以内に 2 回以上繰り返

した運転者には、公安委員
会の命令により警察で行う
「自転車運転者講習」の受
講が義務付けられます。対
象は 14 歳以上で、中高生
も例外ではありません。

　後を絶たない自転車事故を防ぐため

                                       新川さくら並木連合町内会では、地域の自転車マナーの向上 
                                   を図ろうと、麻生自動車学校の方を講師に招いた自転車教室を   
                          開催。第1弾となる6月に行われたウオーキング大会後の自転車教室
には約 400 人が参加。交通ルールや事故の恐ろしさについて学びました。「もっ
と小人数でやってほしい」など、地域の方からの開催要望も多く、今後も小学校
や老人クラブを対象に、精力的に自転車教室を開催していく計画なのだとか。「地
域から死亡事故を絶対出さない。その思いがみんなの原動力です」。活動の中心
である交通安全部長の岡

おか

本
もと

しのぶさんは力強くその意気込みを語ってくれました。

信号無視 

通行区分違反
車道の左側通行が原則。歩道通行可の
標識がある場合など、例外的に歩道を
通行できる場合もあります。

歩道通行時の通行方法違反
歩道を通行するときは、車道寄りを徐行。
歩行者の通行を妨害する行為は違反。

指定場所一時不停止
一時停止の標識のある場所で、停止線の直前で一
時停止せずに進行してはいけません。

遮断踏切への立ち入り
遮断機が閉じたり、閉じようとしている踏切や警
報機が鳴っている踏切への立ち入りは違反。

酒酔い運転

制動装置（ブレーキ）不良自転車の運転
ブレーキ装置がなかったり、ブレーキの性能が不
良な自転車、前輪・後輪のいずれかにしかブレー
キがない自転車で走行してはいけません。

安全運転義務違反
ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、他者
に危害を及ぼすような速度や方法で運転してはい
けません。

■主な危険行為（抜粋）

歩道通行可の標識

悪質な自転車運転者に対する講習制度がスタート

さまざまな機会を捉えて、自転車教室を開催！

6 月の自転車教室。自転車シミュ
レーターを使って視覚的に訴える
内容は分かりやすいと大好評！

ＴＳマーク付帯保険については、このマークが
目印の自転車安全整備店へお問い合わせを！

　自転車保険とは、自転車事故により、自分がけがをし
てしまった場合や、相手にけがを負わせてしまった場合な
どに、治療費や相手への損害賠償金を支払うもの。保険加
入は、万が一の備えになるだけでなく、安全への意識を高
めることにもつながります。自動車保険・障害保険の特約
などで加入することができるもの、自転車安全整備店で点
検・整備を受けることで加入できるＴＳマーク付帯保険な
ど、いろいろな保険があります。補償内容や金額はそれぞ
　　　　　　　　れ異なりますので加入の際にあらかじ
　　　　　　　　め確認しましょう。　

自転車にも保険を！
もしものときに備えて

＊自転車ルールの詳細はホームページでもご覧になれます 札幌市　自転車のルール

傘さし運転、イヤホンや携帯電話を使用
しながらの運転も法令違反！これらの行
為により事故を起こした場合は安全運転
義務違反となることがあります

いずれも道路交
通法違反です！

・講習時間　3時間
・手数料　5700 円
・受講命令に違反すると
　5万円以下の罰金

● ●

● ●
自転車運転者講習

検索
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情報情報
　プラザ

8/11㈫8/11㈫
▼▼

9/10㈭9/10㈭

セ ン タ か ら保 健 ー

種類 対象 費用

健 康 診 査

40～74歳で札幌市国民健康
保険に加入の方 受診券に記載の自

己負担額
後期高齢者医療制度に加入の方

生活保護世帯で40歳以上の方
無料

支援給付世帯で40歳以上の方

肺がん検診 40歳以上の方
無料（医師の判断で
喀
かく

痰
たん

検査を行った
場合は400円）

肝炎ウイルス検査 過去に肝炎ウイルス検査を
受けたことがない方 無料

月日 実施時間 会場

8月18日㈫
9時30分～11時30分

屯田地区センター（屯田5-6）
13時30分～15時

8月25日㈫
9時30分～11時 新川公園会館（新川西3-6）
13時30分～15時 篠路こまどり会館（篠路7-4）

8月26日㈬
9時30分～11時 幌北会館（北17西5）
13時30分～15時 新川地区会館（新川1-4）

9月10日㈭ 9時～11時 十軒会館（篠路町上篠路312）

●健康診査受診時には、受診券と健康保険証（生活保護世帯
の方は生活保護受給証明書、支援給付世帯の方は本人確認書）
を必ず持参してください
●健康診査以外の検診は受診券は不要です。氏名・年齢・住
所が確認できるものを持参してください
●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　☎757-1181

住民集団健康診査

8月13日㈭、20日㈭、27日㈭、9月3日㈭、10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

9月14日㈪　13時～15時／北区役所2階第一会議室

北区ケア友の会（男性介護者のつどい）《無料》

●内容　介護職員による介護のこつの話や参加者同士の交流
●対象　在宅で認知症の方を介護している男性
●申込・詳細　8月17日㈪～9月7日㈪に保健福祉課保健支援
係　☎757-2465

8月30日㈰ 10時～15時／8月27日㈭、28日㈮ 17時15分～19時30分
北区役所1階⑪窓口（北玄関（休日夜間通用口）をご利用ください）

国民健康保険料　休日・夜間納付相談

●必要書類　国民健康保険料納付通知書、印鑑、現在の収入
が分かるもの（給与明細など）
■詳細　保険年金課収納一・二係　☎757-2493

 ・ 納 税納 付 相 談

て 情 報子 育

9月2日㈬　13時30分～15時15分〔受け付けは13時から〕
北区民センター3階児童室

赤ちゃんといっしょ《無料》

日ごろのお子さんの成長ぶりや子育てに関わる心配、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たちとの交流もあります。
●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）
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

8月28日㈮　18時30分～20時30分／北保健センター2階講堂

父親教室《無料》

●内容　赤ちゃんの入浴・着せ替え体験や妊婦疑似体験
●対象・定員　初めてお父さん、お母さんになる方・先着40組
●申込・詳細　8月14日㈮～28日㈮に健康・子ども課健やか推
進係　☎757-1181

9月15日㈫　14時～15時30分／北区民センター3階ホール

子育て支援者講演会～子育てに絵本を～《無料》

●講師　ひだの　かな代
よ

氏（絵本作家）　
●対象・定員　区内にお住まいで、子どもが好きな方、子育
て家庭を応援したい方・先着80人
●申込・詳細　8月19日㈬から健康・子ども課子育て支援担
当係　☎757-2566

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
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8月17日㈪～23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　彩り野菜とエビの炒め物、豆腐サラダ、ご飯、中華コーンスープ、
マンゴープリン（野菜使用量160g、エネルギー651kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

9月2日㈬　13時30分～15時30分／北区民センター2階講義室
9月11日㈮　10時～11時30分／北区民センター3階ホール

Y
ワイディーケー

DK（やればできる健康づくり）札幌市医師会・地域健康教室《全2回》《無料》

●対象・定員　区内にお住まいの40～64歳で、運動に支障のない方（2回とも参
加できる方限定）・先着30人
●申込・詳細　8月28日㈮までに健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

局 か ら建 設

手稲稲積公園

至手稲 N

下
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通

JR稲積公園駅
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館
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新
川

中の川

富丘通

新
川
公
園
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地
７
号
線

開通区間

至琴似

富丘通が開通します。
●開通日時
平成27年8月31日㈪ 11時（予定）
●開通区間
新川通から新川公園団地7号線まで

■詳細　建設局工事課
☎211-2623

富丘通開通のお知らせ

古着回収協力クリーニング店 住所
クリーンパートナーチャオ　北11条店 北11条西1丁目2-17
クリーンパートナーチャオ　北18条店 北18条西4丁目1-1
クリーンライン大室　新琴似店 新琴似10条2丁目1-1　マックスバリュ新琴似店内
染み抜き札幌林ランドリー 新琴似10条14丁目8-23
曽川クリーニング 新琴似10条15丁目4-11　

局 か ら環 境

古着回収協力クリーニング店で、8月1日㈯から古着の無料回収を開始します。
また、下記の古着回収拠点でも古着を回収していますので、ご利用ください。
詳細は本誌6ページをご覧ください。

古着回収拠点 住所 受入時間 休業日
北地区リサイクル
センター あいの里2-6 10時～16時 月曜（祝・休日の場合は翌平

日）、年末年始

北清掃事務所 屯田町990 8時～16時30分（祝・
休日は15時30分まで） 土曜・日曜、年末年始

■詳細　札幌市コールセンター　☎222-4894

※各店の営業時間内にお持ち込みください

市内のクリーニング店で古着の無料回収を開始します

9月17日㈭　13時30分～15時／篠路コミュニティセンター2階会議室（篠路3-8）

段ボール箱で生ごみを堆肥化する方法を解説。参加者には堆肥化セットを進呈し
ます。
●定員　先着50人
●申込・詳細　電話、ファクス、Eメールで、8月11日㈫～9月16日㈬に生ごみ堆肥
化相談窓口（ファクス、Eメールの場合は日時、会場名、住所、氏名、電話番号を記入）
☎、c621-5318（日曜、祝・休日を除く10時～16時）  Eメール kitagomi@alles.or.jp

生ごみ堆肥化セミナー《無料》
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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。

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

つくしんぼ&武蔵女子短期大学図
書館ボランティア「おはなしの会」9/5㈯　11時～11時30分 無料

直接会場  赤ちゃんから大人の方までどなたでも
参加できます

美術への誘
いざな

い 9/9㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着  20人 8/11㈫～9/8㈫

足もみで体力づくり 9/15㈫　10時～12時 当日  200円 要申込  先着  30人
8/11㈫～31㈪
持ち物：フェイスタオル、
ハンドクリーム、足押し棒

みんなの茶の間オープンカレッジ
①エゾシカを北海道の観光資源に
②ライフデザイン・ライフプランから相続まで

9/16㈬　13時30分～15時30分 無料 要申込  先着  20人 8/11㈫～9/10㈭

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  ②受付時間は9時～21時

生
なま

葉
ば

染
ぞ

めと建て藍
あい

染
ぞ

めを楽しむ
《全2回》

8/22㈯､ 29㈯　10時～12時 3200円
8/22までに納入 要申込  先着  5人 8/11㈫～22㈯

コミセン日曜シネマ 8/23㈰　10時～12時 無料 直接会場  [上映]「火
ほ

垂
た

るの墓」※実写版です

シニア世代・アルバム整理の心得
《全2回》 9/3㈭､ 10㈭　10時～11時30分 1200円

8/20までに納入
要申込  先着  各5人

8/11㈫～20㈭

チャレンジ　ペン字！
《全3回》

9/4㈮､ 11㈮､ 18㈮　
13時～14時30分

2000円
8/27までに納入

8/11㈫～27㈭
別途教材費実費

コミセンふれあい麻
マー

雀
ジャン

大会 9/6㈰　13時～17時 500円
8/20までに納入 要申込  先着  48人 8/11㈫～20㈭

コミセン開館30周年記念事業
絵本の読み聞かせ＆アフリカンドラム演奏 9/12㈯　14時～15時30分 無料 要申込  先着  

100人 (要整理券)
8/11㈫から
センター窓口で整理券配布

子育て世代のアルバム整理術
《全2回》 9/17㈭､ 24㈭　10時～11時30分 1200円

8/31までに納入 要申込  先着  5人 8/18㈫～31㈪

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

古本交換市 8/14㈮ 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

絵本読み聞かせ「ドリームランド」8/21㈮､ 9/4㈮ 10時～11時 直接会場  絵本読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど

夏野菜フットパス 8/22㈯　9時～13時 500円
8/19までに納入 要申込  先着  20人 8/12㈬～19㈬

デジカメ活用講座「写真をパソコ
ンに取り込んで活用しましょう！」
《全4回》

8/26㈬、27㈭、29㈯、9/2㈬
10時～12時

2300円
8/22までに納入 要申込  先着  10人 8/11㈫～22㈯

第12回　親睦卓球大会 9/5㈯ 9時～13時30分 300円
8/30までに納入

要申込  先着  
男女各30人

8/22㈯～30㈰
電話申し込み不可

たのしく陶芸 9/12㈯　13時～15時 800円
9/9までに納入 要申込  先着  20人 8/29㈯～9/9㈬

新琴似・新川地区センター仮事務所（新琴似2-6） ☎765-5910 
※エレベーター設置工事に伴い、平成28年1月上旬（予定）まで休館中。休館中のお問い合わせは仮事務所へ

情
報
プ
ラ
ザ

8
／
11
㈫　

9
／
10
㈭

▲

検索 click!札幌市北区民センター

新琴似・新川地区センター 検索 click!

太平百合が原地区センター 検索 click!

篠路コミュニティセンター 検索 click!
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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
プラザ新琴似（新琴似7-4）　☎764-8804
〔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～17時

第14回　新琴似シネマ倶
ク ラ ブ

楽部パートⅡ
ツー

8/17㈪　13時30分～15時 無料 要申込  先着  
100人

8/11㈫から
〔上映〕「オズの魔法使い」
　　　「トム・ソーヤの冒険」

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901 　
〔休館〕第2・4水曜日

子ども映画会 8/15㈯ 14時～15時

無料

直接会場 〔対象〕幼児～小学校低学年 
　　　〔上映〕「からすのパンやさん」

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
8/22㈯ 14時～14時30分

直接会場 〔対象〕幼児～小学校低学年
9/2㈬ 15時～15時30分

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

はじめての家系図入門《全2回》 9/1㈫､ 29㈫　
13時30分～15時30分

申込時  300円
別途教材費実費

要申込  先着  16人 8/11㈫～31㈪
電話申し込み不可

第6回　屯田地区センターまつり 9/6㈰　13時～18時
無料

直接会場  模擬店・縁日・パフォーマンス

花と緑の交換会in屯田　P
パート

art15
種と苗のフリーマーケット 9/6㈰　13時～16時 直接会場  ※出店については要問い合わせ

かんたん美
お い

味しい手打ちうどんづくり 9/26㈯　13時30分～15時30分 申込時  1500円 要申込  先着  10人 8/11㈫～9/14㈪
電話申し込み不可

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522 　  　 

〔休館〕8/24㈪／〔対象〕16歳以上／〔施設利用料〕毎回掛かります

少人数テニス（初中級）《全6回》
9/15～ 10/27の
毎 週 火 曜 日
（9/22を除く）

14時40分～16時10分 6540円 要申込  抽選  6人
8/7㈮～16㈰
9時～20時
電話申し込み可
※8/18㈫14時抽選後、受
講の可否要問い合わせ

〔納入期間〕
8/19㈬～28㈮

テニスグループレッスン（初中級）
《全6回》 13時～14時30分

4人：35240円
5人：37250円
6人：39240円

要申込  抽選   
4～6人のグループ1組

げんきキッズ
《各全20回》

5・6歳 10/8～3/17の
毎 週 木 曜 日
（12/24､ 31､ 1/7､
2/11を除く）

15時～16時
17730円 要申込  抽選  

各20人小学1・2年 16時～17時

屯田西公園（屯田4-10）　☎771-0219　FAX  374-6086
〔講座などの受け付け〕①電話・ファクス申し込み可  ②受付時間は9時～17時

樹木剪
せん

定
てい

講習 8/29㈯ 10時～12時 無料 直接会場  先着  15人 会場：太平公園（太平12-3）

オリンピアンふれあい交流事業
サッカー教室 9/6㈰ 13時～16時 無料 要申込  先着  

100人
8/11㈫～20㈭
〔対象〕小学4～6年生

あいの里公園（あいの里4-8）　☎778-5751（あいの里公園・茨戸川緑地管理事務所） 　 

〔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～17時

パークゴルフワンポイントレッスン 8/21㈮ 
10時～12時 (9時45分集合)

無料
別途一日券必要 直接会場  先着  15人 雨天中止

※食事施設はありません

テニススクール
《全6回》

水曜日コース 9/2～10/7の
毎週水曜日 10時～12時

(9時45分集合)
各6000円
当日までに納入

要申込  先着   
各15人

8/15㈯から
スポーツ保険加入。雨天
の場合は同曜日で順延あり。金曜日コース 9/4～10/9の

毎週金曜日

第5回　茨戸川緑地パークゴルフ大会 9/13㈰ 8時30分から（7時45分
から受け付け、8時から開会式） 申込時  900円 要申込  先着   

240人
9/3㈭まで

百合が原公園（百合が原公園210）　☎772-3511    

〔緑のセンター休館〕毎週月曜日　※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

公園ボランティア説明会 8/20㈭ 10時30分～11時30分
無料

要申込  先着  10人 8/11㈫から

お散歩ガイドツアー 8/29㈯､ 9/5㈯ 13時～14時30分
直接会場

ダリアディスプレイ展 9/8㈫～13㈰　
8時45分～17時15分

当日  130円
（高校生以上）

8
／
11
㈫

9
／
10
㈭

▲
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新琴似図書館 検索 click!

屯田地区センター 検索 click!

北区体育館 検索 click!

あいの里公園・茨戸川緑地 検索 click!

百合が原公園 検索 click!

みどりみらいプロジェクトグループ 検索 click!

プラザ新琴似 検索 click!
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6/28　あい～愛ウォーク
　　　～拓北・あいの里地区 6/27　百合が原音楽祭

　　　～百合が原公園

7/5　青空フリーマーケット＆イベント大会
　　～新琴似西公園

7/12　北区児童会館ファミリーフェスティバル
　　　～ガトーキングダム

6/21　新川さくらフェスティバルウォーキング
　　　～新川地区

6/21　北消防団消防総合訓練大会
　　　～札幌市消防学校

7/15　江南神社例大祭子どもみこし
　　　～屯田地区

7/19　あさぶおすそわけマーケット
　　　～覚王寺

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。


