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北区の北端、札幌大橋にかかる朝焼け。雪面に柔らかい光
が幾重にも入り、空気感が爽やかで壮快な朝でした。

1
2017年（平成29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」で公開しています。

撮影日 　  2016.1.15
撮影場所　あいの里4条8丁目付近

あけましておめでとうございます
本年も区民の皆さまと共に、魅力と活力にあふれ、
安心して暮らせる北区を目指しまちづくりを進め
てまいります。新しい年を迎え、皆さまのご健勝
とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

北区長　藤
ふじ

井
い

　透
とおる

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 757‒2401

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

ki.somu@city.sapporo.jp

北区HP「みてきて北区」

287,026 人（－ 44）
135,600 世帯（－ 11）

人口

世帯数

北区の人口と世帯数
2016 年 12 月 1日現在（前月比）

9年）

c

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）
757̶2400

福祉支援一・二係【21】 757̶2464

保護三課

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

市民部 相談担当【21】 757̶2509 保護三係 757̶2527 太平百合が原（太平8̶7） 771̶9180
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 757̶2530 拓北・あいの里（あいの里1̶6） 778̶2355
庶務係【33】 757̶2403 保健予防係 757̶1185

保護四課
保護一係 757̶2531 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 757̶1181 保護二係 757̶2532 北部市税事務所
（中央区北4西5アスティ45　9階） 207̶3912選挙係【32】 757̶2404 家庭児童相談室 757̶1182 保護三係 757̶2535

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

保護一課

相談担当 757̶2517 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） 757̶2482維持管理課 771̶4211 保護一係 757̶2513 篠路【篠路出張所】（篠路4̶7） 771̶2231

保健福祉部 保護二係 757̶2514 鉄西（北10西4） 726̶5285 北老人福祉センター（北39西5） 757̶1000
保健福祉課 保護三係 757̶2516 幌北（北17西5） 726̶6345 北区保育・子育て支援センター

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

保護二課

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

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

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

  E メール

希望の朝焼け
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そう！
も、区内各地域では雪を使った遊
ーションなど、冬だからこそ体験
の冬、ご家族やお友達、地域の皆
てみませんか？

楽しく楽しく

会場　麻生緑地（北 39 西 5）
主催　麻生地区青少年育成委員会、麻生児童会館
詳細　麻生まちづくりセンター　☎ 757-5810

麻生児童会館の子ど
もたちや地域の皆さ
んが作るアイス・ス
ノーキャンドルによ
る幻想的な光景が広
がります。点灯式の
ほか、雪だるま作り
もあります。

アサブアサブ雪雪
ゆき

灯灯
あかり

レクレク
14：00～ 17：30

2/4 土

に～よんアイスに～よんアイス
　キャンドルナイト　キャンドルナイト

会場　札幌サンプラザ横小公園（北 24 西 5）ほか
主催　スローライフ・イン・に～よん実行委員会
詳細　同実行委員会　☎ 707-3027

商店街や地域の皆さ
んが制作したアイス
キャンドルの明かり
が北 24 条駅周辺を
きれいに彩ります。
点灯式と交流会が
24 日㈫ 16 時から行
われます。

きれいだね～
きれいだね～

火1/24
金～ 27 17：00
   ～ 21：00

ミカン拾いや雪中ラ
グビーなどのゲー
ム、チューブ滑り、
雪像制作など、雪と
親しみ、みんなで楽
しく交流できるイベ
ントを開催します
（要申し込み）。

会場　新川西お祭り広場（新川西 2-4）
主催　新川さくら並木連合町内会
詳細　新川まちづくりセンター　☎ 762-2604

2017新川さくら並木2017新川さくら並木
　　　　スノーフェスタ　　　　スノーフェスタ

9：30～ 12：30

1/29 日

会場　さつき公園（北 11 西 2）
主催　鉄西まちづくり学生推進委員会（鉄西連合町内会青年部）
詳細　鉄西まちづくりセンター　☎ 726-5285

大学生のお兄さんや
お姉さんと一緒に雪
を使って遊びます。
そり滑りや雪中宝探
しなど、学生が企画
した、手作りの楽し
いイベントが盛りだ
くさん！

的
を
ね
ら
っ
て

的
を
ね
ら
っ
て

　
　
　

え
い
っ
！

　
　
　

え
い
っ
！

鉄西わくわく鉄西わくわく
　　　子ども雪遊び　　　子ども雪遊び

13：00～ 15：00

2/4 土
幌幌
ほろ

北北
きた

冬のつどいと冬のつどいと
　　ミニミニ雪まつり　　ミニミニ雪まつり

13：00～ 16：10

2/12 日
幌
こう

北
ほく

小学校の子ども
たちや地域の皆さ
ん、大学生が一緒に、
雪中運動会や雪像作
り、アイスキャンド
ルの点灯などを通じ
て楽しみながら交流
します。
会場　幌北小学校（北 19 西 2）
主催　幌北連合町内会、N

ネ

eo
オ

L
ロ

os
ス

幌北（学生と地域で考えるまちづくり会）
詳細　幌北まちづくりセンター　☎ 726-6345

キャンド
ルの明か

り
キャンド

ルの明か
り

にうっと
り

にうっと
り

チュー
ブ滑り

は
チュー

ブ滑り
は

スリル
満点！

スリル
満点！

うまくうまくできるかな？
できるかな？
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今年は地区センターで開催

すご
寒い冬寒い冬をを

寒い冬は家に閉じこもりがち。で
びやキャンドルを使ったイルミネ
できるイベントがめじろ押し。こ
さんと楽しい時間を一緒に過ごし

パン食い競走や雪中
玉入れ、バケツ雪積
みリレーなど、雪を
使った冬ならではの
競技で体を動かそ
う！ミルクココアや
豚汁の提供もありま
すよ。

会場　拓北小学校（あいの里 2-1）
主催　21 世紀を考える会
詳細　拓北ひまわり会館　☎ 771-8241

拓北・あいの里拓北・あいの里
　　　　雪中運動会　　　　雪中運動会

9：30～ 15：30

3/5 日

優勝目指して優勝目指してガンバルぞ！ガンバルぞ！

太平百合が原ふれあい太平百合が原ふれあい
　　　　もちネバ大会　　　　もちネバ大会

10：00～ 13：00

2/19 日

昔ながらの臼ときね
を使って、子どもと
大人が一緒に楽しく
餅つきを体験！つき
たてのお餅で、磯辺
焼きやあんこ餅を
作って、みんなで食
べます。
会場　太平百合が原地区センター（太平 12-2）
主催　太平百合が原地区青少年育成委員会
詳細　太平百合が原まちづくりセンター　☎ 771-9180

おいしいお餅
おいしいお餅　できるかな？
　できるかな？

チーム対抗の雪中
ゲームやチューブ滑
りなど雪を使った冬
ならではの遊びが満
喫できます。遊んだ
後は、豚汁で温まろ
う！「ゆるキャラ」
も来るよ！

会場　屯田みずほ東公園（屯田 6-5）
主催　屯田雪まつり実行委員会
詳細　屯田まちづくりセンター　☎ 772-1260

屯田雪まつり屯田雪まつり
10：00～ 12：00

2/19 日

会場　篠路コミュニティセンター（篠路 3-8）
主催　篠路地区青少年育成委員会、篠路連合町内会
申込・詳細　同委員会会長（清水）　☎ 771-9738

チーム対抗の雪像作
りやアイス・スノー
キャンドルのコンテ
スト（要申し込み）
が行われます。雪山
滑りやかまくら体験
で雪と親しもう！餅
つきもあります。

しのろスノーしのろスノー
　　フェスティバル　　フェスティバル

9：15～ 13：00

2/19 日

会場　新光小学校（新琴似 1-12）ほか
主催　心豊かな新光の子を育てる会、新光小学校 PTA
詳細　新光小学校　☎ 762-7990

新光小学校の子ども
たちや地域の皆さん
が制作した雪像やア
イス・スノーキャン
ドルの幻想的な明か
りを楽しみながら、
世代を超えて交流で
きます。

15：30～ 19：00

2/17 金
新光雪あかり村新光雪あかり村

恒
例
の
打
ち
上
げ
花
火
！

恒
例
の
打
ち
上
げ
花
火
！

よ
い
し
ょ
ー
！

よ
い
し
ょ
ー
！

豚
汁
豚
汁おい
し
い
ね

お
い
し
い
ね
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情報情報
　プラザ

1/1㈷1/1㈷
▼▼

2/10㈮2/10㈮

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

1月27日㈮　9時～10時／北保健センター
《胃がん（バリウム）700円／大腸がん（検便）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、本人確認証などの証明できる書類
をお持ちください
●申込・詳細　1月19日㈭までに健康・子ども課健やか推進係
（ファクスの場合は住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
希望する検診の種類・日付を記入）　☎757-1181　c  757-1187

2月1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・保育士とお話ししませんか。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　区内にお住まいで生後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

2月3日㈮　18時30分～20時30分〔受け付けは18時から〕
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　初めての赤ちゃんを迎える区内にお住まいのご
夫婦・先着40組
●申込・詳細　1月20日㈮～2月2日㈭に健康・子ども課健や
か推進係　 ☎757-1181

2月14日㈫　14時～14時45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《無料》

●内容　ナースに聞く！応急処置　※お子さんと同室で受講可
●対象・定員　乳幼児の保護者、妊婦・先着10人
●申込・詳細　1月31日㈫10時から健康・子ども課子育て支
援担当係　☎757-2566

市税を納期限までに納付できない方は必ずご相談ください。
●ご相談の結果、分割納付をする場合には、申請書などの提
出が必要となりますので、印鑑、収支状況が分かる書類（通帳、
給与明細、各種領収書など）をご持参ください
●毎週木曜日（祝日を除く）は20時まで、夜間納税相談を行
っています。ご利用ください
●相談先・詳細　北部市税事務所納税課納税係(中央区北4西5 
アスティ45 9階)  ☎207-3913

市税の納税相談

●応募方法　はがきに解答と郵便番号、住所、氏名、年齢を
明記して、1月27日㈮（消印有効）までに、〒001-8612  北区
役所内「北区明るい選挙推進協会」へ送付してください
●当選発表　正解者の中から抽選で10人の方にQ

ク オ

UOカード
（1000円分）を進呈します（当選者の発表は発
送をもって代えさせていただきます）
■詳細　北区明るい選挙推進協会・北区選挙管
理委員会　☎757-2404

選挙クイズ～みんなですすめよう明るい選挙～
？  に当てはまるものを（ア）～（ウ）から選んでください

① 昨年6月から選挙権年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下
げられましたが、明治23年（1890年）に日本で初めて行われ
た衆議院議員選挙の選挙権年齢は満 ？  歳以上でした
（ア）20　（イ）25　（ウ）30
② 北区は札幌市にある10区の中で人口が一番多いため、北区選
出の市議会議員の定数も10区中で一番多い ？  人です
（ア）10　（イ）20　（ウ）50

月日 時間 集合場所
1月11日㈬
～24㈫ 8時45分～21時 新琴似・新川地区センター

（新琴似2-8）
1月31日㈫
～2月15日㈬ 8時45分～17時15分 北区役所1階ロビー

北区写真展《無料》
北区で行われているまちづくり活動や四季折々の風景な
どを写真で紹介します。ぜひお立ち寄りください。

■詳細　総務企画課広聴係　 ☎757-2503

2月16日㈭　14時30分～16時／北保健センター2階講堂

痛みと健康！超・スピード解決！？《無料》

腰痛・肩こり・冷え症・むくみなど女性特有の症状を、
体操しながら改善できるこつを学びます。
●対象　区内にお住まいの方・先着30人
●申込・詳細　1月16日㈪～2月10日㈮に健康・子ども課健や
か推進係　 ☎757-1181

1月16日㈪～22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）》

北保健センターおすすめランチ

●メニュー　白身魚のワイン蒸し、ミートボールのクリーム
シチュー、サラダ、果物、ご飯（野菜使用量143g、エネルギ
ー671kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

て 情 報子 育

・ 納 税納 付 相 談

ら保 健 ーセ ン タ か
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会館名 所在地 電話番号 会館名 所在地 電話番号
幌北 北17西6 727-6225 北九条小ミニ 北9西1 299-1888

エルムの森 北27西12 737-3974 白楊小ミニ 北24西7 717-5562
新川中央 新川3-3 762-8433 北陽小ミニ 北31西9 788-4131
新川 新川4-11 764-3664 和光小ミニ 北34西7 792-0655
光陽 新琴似6-12 765-6141 新川小ミニ 新川5-15 374-6845

新琴似西 新琴似9-13 762-6632 新琴似南小ミニ 新琴似1-3 762-3666
新琴似 新琴似11-7 761-7501 新琴似小ミニ 新琴似7-3 876-8008
屯田 屯田5-6 772-7130 新琴似西小ミニ 新琴似11-15 374-7774
屯田北 屯田8-7 788-8122 屯田西小ミニ 屯田6-10 214-0715
太平 太平8-7 771-6324 屯田北小ミニ 屯田9-3 790-8030

百合が原 百合が原9 774-2050 太平小ミニ 篠路1-2 214-0002
麻生 北39西5 757-0185 拓北小ミニ あいの里2-1 299-8868
篠路 篠路4-9 772-9292 鴻城小ミニ あいの里3-6 299-1524
篠路西 篠路6-4 771-2191 ※茨戸小ミニ 東茨戸1-2 4月開設予定
あいの里 あいの里1-3 778-3755

あいの里ひがし あいの里3-7 778-2358

育成会名 所在地 電話番号
学童保育ポンチセちいさなおうち 北13西1 090-1389-1641
ひろっぱクラブ児童育成会 北13西2 727-6325
NPO法人つくしんぼクラブ 北30西9 709-0085
共同学童保育所スタート 北35西10 717-8864
イルカ児童育成会 新川4-17 762-7370

屯田すくすく児童育成会 屯田7-12 774-2332

◎民間児童育成会

1月29日㈰　10時～15時／1月27日㈮、30日㈪、31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、平成28年中の収入が分かるもの
■詳細　保険年金課収納一・二係　☎757-2493

1月27日㈮　10時～11時30分／札幌サンプラザ3階セミナー室（北24西5）

シニア向けお仕事説明会《無料》

まちづくりの連携協定を結んでいる札幌市とセブンイレブンが、シニアの方の就
職を応援するため、共同でコンビニのお仕事説明会を行います。
●対象・定員　区内にお住まいのおおむね60歳以上で仕事を探している方・先着20人
●申込・詳細　1月4日㈬から就業サポートセンター事務局　☎708-8321

◎児童クラブ開設の児童会館・ミニ児童会館

事業所名 所在地 電話番号
そらいろキッズ あいの里4-6 778-7272

◎届け出のあった民間放課後児童健全育成事業所

※ 平成29年4月開設予定のため入会方法が異な
ります。詳しくは、子ども企画課までお問い
合わせください

児童クラブ・児童育成会などをご利用ください
留守家庭のお子さんのために児童クラブなどを開設しています。詳細は本誌24ペー
ジをご覧ください。北区以外の施設所在地は子ども企画課までお問い合わせください。

■詳細　子ども企画課　☎211-2989

観 光 局経 済 か ら

ら子 ど 局も 未 来 か
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所得税及び復興特別所得税の確定申告 「税理士による無料申告相談」（年金を受給されている方のみ）

会場 札幌北税務署（北31西7）
※地下鉄南北線「北34条駅」5番出口より徒歩10分

北海道経済センター8階Aホール（中央区北1西2）
※「駅前通地下歩行空間」9番出口より徒歩2分
※「さっぽろ地下街」市役所・経済センター出口より徒歩1分

期間 2月16日㈭～3月15日㈬　※土・日を除く。 ただし、2月
19日㈰、26日㈰は相談・受け付けを行います 1月30日㈪～2月9日㈭　※土・日を除く

時間
9時～17時 9時～17時（16時受け付け終了）
※申告書の作成には時間がかかりますので、なるべく早めにお越しください。なお、会場が混雑している場合には、受け付け
を早めに締め切ることがあります

　　　　　　

各 施 設 座 な区 内 の 講 ど

● ● ●　所得税及び復興特別所得税の申告受け付けが始まります   ● ● ●

所得税及び復興特別所得税の申告会場と開設期間は以下のとおりです。

●申告者ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要になります
　マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
　《本人確認書類の例》「マイナンバーカード」、「マイナンバーの通知カード＋運転免許証、公的医療保険の被保険者証など」
●市税事務所、北区役所およびその周辺施設（北区民センター、札幌サンプラザ）では受け付けを行っていません
   なお、市・道民税の申告は、北部市税事務所（中央区北4西5  アスティ45  9階）で受け付けます。
■詳細　札幌北税務署（北31西7）　☎707-5111（自動音声案内）

本誌26ページも併せてご覧ください　／　ご来場の際は公共交通機関をご利用ください

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　FAX 717-1139　　　 検索北区民センター  　 

〔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～21時　〔休館〕1/1㈷～3㈫　　
絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 1/14㈯  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
アフガン編物講座～初心者の方も
安心～《全4回》

1/30～2/20の毎週月曜日  
13時30分～15時30分

3000円
1/30までに納入 要申込  先着  15人 1/4㈬～30㈪ 

材料費含む
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」2/4㈯  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

てづくり絵本講座《全4回》 2/6～27の毎週月曜日   
14時～16時

2200円
2/6までに納入 要申込  先着  15人 1/4㈬～31㈫

教材費含む
みんなの茶の間オープンカレッジ
①相続から考える空家対策
②今後の法改正と家計

2/15㈬  13時30分～15時30分
無料 要申込  先着

各20人

1/4㈬～2/15㈬

人生締めくくりの費用～自分らし
い人生の最終章を迎えるために～ 2/18㈯  10時～11時30分 1/4㈬～2/18㈯

新琴似・新川地区センター（新琴似2-8）　☎765-5910　　　 検索新琴似・新川地区センター  　 

〔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　〔休館〕1/1㈷～3㈫
絵本読み聞かせ「おはなしたんと」1/21㈯　11時～11時30分 無料 直接会場

冬季　新・新コミュニティ囲碁大会 1/29㈰　9時45分～15時30分 500円
1/29までに納入 要申込  先着  48人 1/11㈬～18㈬

新・新　手作りみそ講座《全2回》 2/3㈮､ 10㈮　13時30分～16時 4500円
2/3に納入 要申込  先着  16人 1/12㈭～25㈬

屯田地区センター（屯田5-6）　☎772-1811　　　 検索屯田地区センター

〔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　〔休館〕1/1㈷～3㈫

大人の折り紙教室～ひなまつり作
品～ 2/15㈬  13時30分～16時 申込時  700円

（材料費含む） 要申込  先着  8人
1/11㈬～2/5㈰
電話申し込み不可
※15歳以上（中高生除く）

情
報
プ
ラ
ザ

1
／
1
㈷　

2
／
10
㈮

▲

※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。
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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
太平百合が原地区センター（太平12-2）　☎770-6531　　　 検索太平百合が原地区センター

〔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　〔休館〕1/1㈷～3㈫

古本交換市 1/13㈮､ 2/10㈮　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。
ガイドブック・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」1/20㈮､ 2/3㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど
アトリウム展示会（地域小中学生
作品展） 1/27㈮～2/10㈮  9時～21時 直接会場  太平小学校・太平南小学校・百合が原

小学校の児童、太平中学校の生徒の作品を展示

かんじきフットパス～雪原を歩く～ 2/4㈯　9時～13時 500円
1/31までに納入 要申込  先着  20人 1/21㈯～31㈫

かんじきリース代含む

パソコン講座（基礎を活かすワー
ド＆エクセル）《全6回》

2/8㈬､ 9㈭､ 15㈬､ 16㈭､ 18㈯､
22㈬　10時～12時

3000円
2/3までに納入
（教材費含む）

要申込  先着  12人
1/27㈮～2/3㈮
〔対象〕文字入力・マ
ウス操作ができる方

篠路コミュニティセンター（篠路3-8）　☎771-3700　　　 検索篠路コミュニティセンター

〔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～20時　〔休館〕1/1㈷～3㈫

スポーツ吹矢講座《全6回》 1/16～2/27の毎週月曜日（2/13
を除く）  18時～20時

4500円
1/11までに納入 要申込  先着  12人 1/4㈬～11㈬

教材費含む
おはなしの会「まんまるころころ」1/21㈯  10時30分～11時 無料 直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年

みんな集まれ！キッズなひろば 1/21㈯  11時～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

コミセン日曜シネマ 1/22㈰  10時～12時 無料 直接会場  〔上映〕「いつか読書する日」

新春百人一首交流会 1/22㈰  13時～15時 300円
1/15までに納入 要申込  先着  24人 1/4㈬～15㈰

参加者全員に記念品進呈

女性健康麻
マ ー

雀
ジャン

大会 2/18㈯  13時～17時 600円
2/7までに納入 要申込  先着  40人 1/17㈫～2/7㈫

拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6）　☎778-8000　　　 検索拓北・あいの里地区センター

〔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　〔休館〕1/1㈷～3㈫
冬休みお楽しみ会 1/14㈯  13時30分～15時9

無料
直接会場  先着  50人 〔対象〕小学生以下

おはなし会「ずくぼんじょ」 2/4㈯  14時～15時 直接会場  〔対象〕小学校低学年以下
北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522　　　 検索北区体育館 　　
〔休館〕1/1㈷～3㈫、23㈪　／ [対象] 16歳以上　／〔65歳以上の方〕【　】内の金額（要証明）　／〔施設利用料〕毎回かかります
〔一部休室〕天井照明設備改修工事のため、1/4㈬～22㈰は競技室（全面）とトレーニングデッキ、1/21㈯～31㈫は体育室を休室します
少人数制モーニングプライベート
Y
ヨ ガ

OGA《全7回》 2/7～3/21の 毎
週火曜日

10時～11時15分
各7640円 要申込  抽選  

各8人

1/4㈬～15㈰
9時～20時
電話申し込み可
※1/17㈫14時抽選後、
15時以降受講の可否要
問い合わせ

〔納入期間〕
1/24㈫～31㈫

少人数制ナイトプライベート
Y
ヨ ガ

OGA《全7回》
19時～20時15分

姿勢改善リング＆ポール《全7回》 2/10～3/24の毎週金曜日
10時30分～11時30分 6580円 要申込  抽選  10人

少人数制脂肪燃焼ヨガ《全5回》 2/22～3/22の毎週水曜日  20時～21時 5450円 要申込  抽選  8人

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901　　　 検索新琴似図書館

〔休館〕1/1㈷～3㈫、第2・4水曜日

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
1/4㈬､ 2/1㈬ 15時～15時30分

無料
直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年

1/14㈯､ 28㈯ 14時～14時30分

こども映画会 1/21㈯ 14時～15時 直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年
〔上映〕「ミッキーマウス①」

1
／
1
㈷

2
／
10
㈮

▲
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11/10　せんきょ体験授業
　　　   ～新琴似北中学校

11/24　除雪体験授業
　　　　～新陽小学校

11/23　ふれあい交流もちつき大会
　　　　～屯田地区センター

11/22　災害時要援護者移送訓練 
　　　　～東茨戸2条2丁目付近

12/2　外国人のための救命講習会
　　　 ～北海道大学

11/12　屯田ジュニアミュージックフェス
　　　　ティバル～屯田中央中学校

12/3　ボランティア展
　　　 ～札幌サンプラザ

11/11　冬の交通安全運動街頭啓発
　　　   ～太平百合が原地区


