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284,421人（＋58）

136,179世帯（＋84）

コスモスと電車 写真・文　中
なか

井
い

　宣
のり

昭
あき

さん
電化開通直後の学園都市線。線路際のコスモスを横
目に電車が走るシーンが印象に残り、そんな光景を
写真に収めました。　　      　　　　　　　　　　　

9
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 　   2012.10.5
撮影場所　拓北駅周辺（拓北6条4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、北区ホームページか総務企画課広聴係まで！

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

27年）

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 8月 1日現在（前月比）

人口

世帯数

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

9月16日㈬～30日㈬　拓北・あいの里地区センター（あいの里 1-6）で開催。ぜひお立ち寄りください！
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皆さんはお住まいの地域の「まちづくりセンター」をご存じですか？
通称「まちセン」と呼ばれ、地域の皆さんと連携しながら、さまざま
なまちづくり活動のお手伝いをしています。住みよい地域づくりのた
めに、ぜひ「まちセン」をご利用ください！

「まちづくり」は、誰もが住みやすいまちにするための活動です。

道路や建物などの整備を行うこともそうですが、登下校時の児童

の見守りや防犯パトロールなど、身近な地域で行われている活動

に参加することも「まちづくり」の一つです。

詳細　地域振興課まちづくり推進係　☎ 757-2407

A

まちセンは、身近な地域のまちづくり活動を応援し、 住みよい地域づくりのお手伝いをしています！

地域の行事や市の事業をお知らせ

するチラシやパンフレットを置く

など、地域の

皆さんに役立

つ情報を発信

しています。

地域の人と人を結びつけたり、ま

ちをより良くしていく方法を地域

の皆さんと一緒に考えたりしま

す。また、町内会や PTA、ボラン

ティア団体など、地域で活動する

団体の連携を支援します。

11

Q

どこに相談
したらいいの？

22
地域の課題を解決するために必要

な情報を集めたり、話し合いが円

滑に進むようお手伝いをしたりし

ます。また、市政のことや地域の

要望など、さまざまなご相談を受

けています。

A まちづくりセンターは地域のまちづくり活動の拠点。

地域に密着したさまざまな活動の情報を得ることができるほか、地域の課題解決のお手伝いもしています。

「地域のことで、どこに相談したらいいか分からない」

そんなときは、お気軽にまちづくりセンターにお越しください！

33

Q
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50 センチ四方の升目でできた網を踏まないように、

ゆっくりとステップを踏む「ふまねっと運動」。誰で

も気軽に楽しく取り組める運動であることから、まち

づくりセンターが町内会を通じて

地域の方に情報提供。参加者が増

えるとともに、町内会の役員が見

学に来たりするなど、健康づくり

への意識向上につながりました。

まちづくりセンターが地域の方と学生の間に入って日

程調整をしたり、まちづくりセンターを話し合いの場

として提供したりして、意見交換会を実施。地域との

関わりの第一歩として、7月に同地域で開催された「あ

いの里あいあい祭」に、同大学の学生が実行委員とし

て参加し、お祭りの運営を手伝いました。今後もまち

づくりセンターを通じて、地域とどのような連携がで

きるか、検討を進めていくそうです。

あなたの
まちでも！

北海道教育大学札幌校　学生自治会準備会会長

平
ひら

井
い

　江
え

梨
り

香
か

さん

認定NPO法人地域健康づくり支援会ワンツースリー

李
り

　想
そう

さん

A
Q

より身近で便利な市政の窓口として、住民票や印鑑証明、戸籍証明などの諸証明の

交付を行っています。なお、篠路まちづくりセンターは篠路出張所と併設している

ため、諸証明の交付は出張所で行っています。

北区には、11 カ所のまちづくりセンターがあります。
お近くのまちセンをぜひご利用ください！

まちセンを利用しての感想は？ まちセンを利用しての感想は？

ふまねっとハウス北 18 条

篠路出張所では、住所や戸籍の届け出、税の証明の交付、要介護認定の申請、母子健康手帳の
交付などの業務も扱っています。詳細は篠路出張所（☎ 771-2231）までお問い合わせください。

　・即日交付：屯田まちづくりセンター、拓北・あいの里まちづくりセンター、篠路出張所

　・翌日以降交付：上記以外の各まちづくりセンター（戸籍証明以外は、事前の電話申し込みも可）
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9月17日㈭、24日㈭、10月1日㈭、8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

9月14日㈪～20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　サバのきのこあん、鶏肉と根菜の煮物、キュウ
リと春雨の甘酢あえ、ご飯、みそ汁（野菜使用量125g、エネ
ルギー597kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

9月29日㈫　11時～16時 ／ 9月30日㈬　10時30分～15時
北区民センター1階ロビー

北区食改善展《無料》

●内容　北区食生活改善推進員協議会による健康的な食生活
について紹介する展示や体験コーナー、試食など
●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

①9月25日㈮　9時～10時　　②10月11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

胃がん・大腸がん検診（予約制）

●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・先着各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9月18日㈮、②は10月2日㈮までに健康・
子ども課健やか推進係　☎757-1181

10月7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

10月17日㈯　10時～11時30分
北区保育・子育て支援センター（ちあふる・きた）（北25西3）

子育て講座（託児あり）《無料》

●内容　「子育てに絵本を」～絵本は心をあたためる～
●講師　藤

ふじ

田
た

　春
はる

義
よし

氏（札幌第一こどものとも社　代表取締役）
●対象・定員　区内在住の乳幼児を育てている保護者・先着20人
●申込・詳細　9月16日㈬から健康・子ども課子育て支援担
当係　☎757-2566

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

福祉除雪事業地域協力員募集
70歳以上の方、または障がいのある方のみの
世帯を対象とした福祉除雪事業にご協力いただ
ける協力員を募集します。
協力員の方には、1冬1世帯につき21000円の活動費をお支払
いします。
●活動期間　12月1日㈫～平成28年3月25日㈮
●内容　道路に面した間口幅1.5mと、敷地内の間口から玄関
先までの通路幅80cmの除雪活動
●対象　道路除雪が行われた日の午前中
に除雪活動ができる方であれば、性別・
年齢を問わず、どなたでも参加いただけ
ます。
●申込・詳細　10月5日㈪までに北区社会
福祉協議会　☎757-2482

　

　

情報
　プラザ

9/11㈮9/11㈮
▼▼

10/10㈯10/10㈯

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

ら保 健 ーセ ン タ か

納 付 ・ 納 税 相 談

子 育 て 情 報

社 会 福 祉 協 議 会 か ら
本誌28
ページも
併せてご覧
ください

国勢調査国勢調査にご協力くださいにご協力ください
10月1日を期日として、全国一斉に国勢調査
が行われます。9月10日㈭から10月上旬にか
けて、国勢調査員証を携帯した調査員が皆さまの
お宅に伺いますので、ご協力をお願いします

　  オートロックマンションの管理者・住人の皆さまへ
　 マンション管理者の許可を得るなどして、調査員がオ
　 ートロックドアを入った後、世帯を連続して訪問する
　 ことがありますので、ご協力をお願いします。

■詳細　
平成27年国勢調査札幌市北区実施本部　☎757-2525

 

　  インターネットブースを設置します 
　 身分証明書と調査員から配布された利用者情報（IDと
　 パスワード）をお持ちいただければ、パソコンやスマ
　 ートフォンをお持ちでない方でも、下記の場所でイン
　 ターネットによる回答が可能です。
  ●設置場所　北区民センター（北25西6）1階集会室
  ●設置日時　9月10日㈭～18㈮　9時～17時（土・日曜を除く）

 

本誌6・7
ページも併せて
ご覧ください
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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

9月11日㈮
9時～11時 　拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6）

13時30分～15時 　新琴似南会館（新琴似2-2）

9月15日㈫
9時30分～11時 　新琴似北会館（新琴似11-5）

13時30分～15時 　新陽会館（北26西15）

9月17日㈭ 13時30分～15時 　新琴似西会館（新琴似3-8）

9月24日㈭
9時30分～11時 　第四太平会館（太平9-7）

13時30分～15時 　屯田二番通東会館（屯田5-2）

10月8日㈭
9時30分～11時 　新川地区会館（新川1-4）

13時30分～15時 　南新川会館（北25西13）

9月27日㈰　14時～15時30分
札幌丘珠空港ビル（東区丘珠町 丘珠空港内）2階

地域歴史講座《無料》

札幌のあゆみを写真や映像で紹介する「札幌いま・むかし探検ひろば」内で、地
域の歴史について学ぶ講座です。
●内容　新琴似の礎を築いた屯田兵
●講師　後

ご

藤
とう

　良
りょう

二
じ

氏（北海道屯田倶
く

楽
ら

部
ぶ

会長）
●申込　当日、直接会場へ
※当日、空港内では以下のイベントも開催します（入場無料）。
・11時30分～　釧路・厚岸・中標津からの直送品を販売する産直市
・12時30分～　二

に こ

胡コンサート
・13時10分～　沖縄の歌と踊りのコンサート
■詳細　市民まちづくり局空港担当　☎211-2378

市 民 ま ち づ く り 局 か ら

9月13日㈰　10時～14時
北区民センター

第34回　北区子どもまつり

●内容　縁日、お化け屋敷、無料工作コーナーなど
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　市子ども会育成連合会北区支部事務局　☎736-5531

子 ど も 会 育 成 連 合 会 か ら

住民集団健康診査

●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
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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。 情

報
プ
ラ
ザ

9
／
11
㈮　

10
／
10
㈯

▲

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」10/3㈯  11時～11時30分 無料 直接会場  赤ちゃんから大人までどなたでも参加

できます
パソコンはじめの一歩《全6回》 10/14㈬､ 15㈭､

16㈮､ 21㈬､
22㈭､ 23㈮  

10時～12時 各4800円
10/14までに納入
※教材費含む 要申込  先着  

各20人

9/11㈮～10/7㈬ステップアップパソコン総合活用
講座《全6回》

13時30分
　～15時30分

みんなの茶の間オープンカレッジ
①最新の悪質商法一挙紹介
②人生の応援歌　相

あい

田
だ

みつをの世界
10/21㈬  13時30分～15時30分

無料
9/11㈮～10/21㈬

北区民文化祭
「歌謡フェスティバル」参加者募集 11/1㈰　12時～16時30分 要申込  先着  25組 9/11㈮～25㈮

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

住まいと暮らしの相談セミナー
《全3回》

9/19～10/3の毎週土曜日
13時30分～15時30分 無料 要申込  先着  20人 9/11㈮～18㈮ 

筆記用具持参

～お土産付き～新そばで手打ちそば
《全2回》

10/24㈯､ 11/14㈯  
13時30分～16時

申込時  3800円
教材費含む

要申込  先着  10人 9/11㈮～10/10㈯
電話申し込み不可

女性の麻
マージャン

雀大会 10/25㈰　13時～16時30分 申込時  300円 要申込  先着  60人 9/18㈮～10/10㈯
電話申し込み不可
〔対象〕
　15歳以上（中高生除く）女子ミニバレー大会 10/27㈫  9時～15時 申込時  1200円 要申込  先着  

12チーム(1チーム4人)

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

個人情報とマイナンバー法について 9/16㈬　10時30分～11時30分
無料

直接会場  北海学園大学法研究会によるまちづくり講義

コミセン日曜シネマ 9/27㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「次郎長三国志」

しあわせをひろげる　
ベビーマッサージ《全3回》

10/1㈭､ 15㈭､ 29㈭　
10時～11時30分

1500円
9/25までに納入 要申込  先着  5組 9/11㈮～25㈮

ふれあいコンサート 10/3㈯　10時～12時 無料 直接会場  地域の小中学生によるコンサート

楽しく・気軽にふまねっと《全4回》 10/16～11/6の毎週金曜日　10時～11時30分
1000円
9/25までに納入 要申込  先着  8人 9/11㈮～25㈮

椅子に座って奏でる箏
そう

曲
きょく

《全5回》 10/21㈬､ 11/4㈬､ 18㈬､ 12/2㈬､
16㈬　13時～14時

5000円
10/15までに納入 要申込  先着  5人 10/1㈭～15㈭

教材費実費

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

第18回文化フェスタ 10/3㈯､ 4㈰ 9時～21時
無料

直接会場   〔3日〕吹奏楽、子ども遊びなど　
　　　〔4日〕ステージ発表 ※作品展示は両日

シニア向けスマートフォン入門教室 10/15㈭ 13時30分～15時30分 要申込  先着  12人 9/15㈫～10/6㈫
※アンドロイド携帯の講座です

手打ちそば教室 10/21㈬ 9時30分～12時
申込時  2200円
教材費含む

要申込  先着  10人 9/24㈭～10/8㈭

冬囲い講習会 10/24㈯ 9時～12時 無料 要申込  先着  30人 9/16㈬～10/16㈮

※
な各 施 設 座 な区 内 の 講 ど

検索 click!札幌市北区民センター

篠路コミュニティセンター 検索 click!

屯田地区センター 検索 click!

拓北・あいの里地区センター 検索 click!
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行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考
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

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 9/11㈮､ 10/9㈮　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

アトリウム展示会
パネル展 9/11㈮～14㈪　9時～21時 直接会場  民生委員・児童委員の活動紹介

写真展 9/28㈪～10/12㈷　9時～21時 直接会場  地域在住の品
しな

木
き

憲
けん

悦
えつ

さんの写真展示

絵本読み聞かせ「ドリームランド」 9/18㈮､ 10/2㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

新そば～フットパス 10/3㈯　9時～13時 600円
9/30までに納入 要申込  先着  20人 9/19㈯～30㈬

太平百合が原こども人形劇場 10/3㈯　10時30分～11時30分 無料 直接会場  人形劇「トラックとらすけ」ほか

秋のフリーマーケット出店者募集 10/10㈯　10時～13時30分 申込時  
1区画　700円

要申込  先着  
39区画

9/25㈮～10/3㈯
電話申し込み不可

パソコン講座（エクセル）《全5回》 10/21㈬､ 22㈭､ 28㈬､ 29㈭､ 31㈯　10時～12時
2800円
10/17までに納入 要申込  先着  10人 10/8㈭～17㈯

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522 　 

〔休館〕9/28㈪／〔対象〕16歳以上／〔65歳以上・障がいのある方〕【　】内の金額（要証明）／〔施設利用料〕毎回掛かります

敬老の日特別イベント
簡単！膝痛予防エクササイズ 9/21㈷  9時30分～10時15分 無料

施設利用料別途 要申込  先着  15人 9/11㈮～19㈯
〔対象〕65歳以上

肩こり改善健康体操《全11回》 10/7～12/16の毎週水曜日　
9時～9時50分

7010円
【6310円】 要申込  抽選  20人 9/11㈮～13㈰ 9時～20時

電話申し込み可
※9/15㈫14時抽選後、受
講の可否要問い合わせ

〔納入期間〕
9/16㈬～27㈰

テニス基礎コース（初心者向け）
《全10回》

10/7～12/16の毎週水曜日（11/11
を除く）　9時30分～11時

7880円
【7100円】 要申込  抽選  10人

大人のためのクラシックバレエ
トゥシューズクラス《全11回》

10/2～12/11の毎週金曜日　
12時～12時45分

5680円
【5110円】

要申込  抽選  15人
※バレエ歴3年以上の方

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901 　 

〔休館〕第2・5水曜日

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
9/12㈯､ 26㈯､ 10/10㈯
14時～14時30分

無料
直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年

10/7㈬ 15時～15時30分

子ども映画会 9/19㈯ 14時～15時 直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年 
  〔上映〕「チップとデール　リスのいたずら合戦」

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10時～17時

親子で楽しむペタペタアート 9/19㈯  10時～12時
無料

要申込  先着  30人 9/11㈮から

森の音楽会 9/27㈰ 13時～16時 直接会場

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 9/18㈮ 
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

　 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

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!

北区体育館 検索 click!

新琴似図書館 検索 click!

あいの里公園・茨戸川緑地 検索 click!

みどりみらいプロジェクトグループ 検索 click!
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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。

8/3　夏休みフラダンス体験会
　　～太平百合が原地区センター

7/26　夏休み親子クッキング
　　～篠路コミュニティセンター

7/23　北区食育展
　　～札幌サンプラザ

7/25　多世代交流による麻生緑地
　　公園清掃～麻生緑地公園

8/6　ボランティア体験隊！
　　～麻生キッチンりあん

8/8　安春川子どもサマーフェスティバル
　　～安春川

8/10　天然藍
あい

染
ぞ

め生
なま

葉
ば

染
ぞ

め体験
　　～北区民センター

8/8　新琴似音頭
　　～新琴似中央公園


