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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 家庭児童相談担当 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

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

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

北区の人口と世帯数
2017 年 3月 1日現在（前月比）　      

287,089人（－21）
135,694世帯（－5）

人口

世帯数c

4
2017年（平成29年）

越冬のため南下し、またシベリアに戻るという壮大な旅
の途中、餌を求めて田園に飛来するコハクチョウの群れ。
3月下旬から 4月上旬に見られる数少ない風景です。

写真・文　臼
うす

井
い

　久
ひさ

雄
お

 さん

撮影日　　2014.4.12
撮影場所　篠路町拓北 82 番地付近

牧場前のコハクチョウ

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。



医学部の展示では、医学部の展示では、
内視鏡外科手術の模内視鏡外科手術の模
擬体験ができます擬体験ができます

札幌農学校から受け札幌農学校から受け
継がれる歴史や学問継がれる歴史や学問
への精神などが紹介への精神などが紹介
されていますされています

平成 16 年の台風で倒れた大学構内の平成 16 年の台風で倒れた大学構内の
ポプラを使って作られたチェンバロ。ポプラを使って作られたチェンバロ。
毎週ミニコンサートが行われています毎週ミニコンサートが行われています

屯田みずほ通
（屯田緑道）

東 15 丁目屯田通

屯田小学校
江南神社

屯田 5条
7丁目

屯田児童会館

屯田 5条 6丁目（屯田地区センター内）
☎（代表）772-1811　
13：00 ～ 16：00
入館無料　駐車場あり
〔休館日〕月曜日、12/29 ～ 1/3
〔交通機関〕地下鉄南北線「麻生」駅下車、
中央バス〈01〉〈麻 01〉屯田 6条 12 丁目
行きに乗車、「屯田 5条 7丁目」停留所よ
り徒歩 2分

建物は、昭和 4年に理学部本館として建てられ
た歴史ある鉄筋コンクリート建築。北大の歴史
や全 12 学部の紹介、実際に標本に触れられる
体験型の展示など 1万点に及ぶ貴重な資料を見
ることができます。

昔の全自動もみすり機

農機具や、ランプ・時計・電話・農機具や、ランプ・時計・電話・
スキーなど日常使われていた古いスキーなど日常使われていた古い
道具が展示されています道具が展示されています

実際に屯田兵が生活してい実際に屯田兵が生活してい
た実物大の家を復元。音声た実物大の家を復元。音声
ガイドで当時の家族の会話ガイドで当時の家族の会話
を聞くことができますを聞くことができます

説明員　宮
みや

沢
ざわ

 さん

小学生記者 4 人が、北区にある大人も子どもも
　楽しく学べる 3 つの施設を取材してきました。
　　　　だんだん暖かくなるこの季節。春のお出掛
　　　　　けの参考にしては、いかがでしょうか？

屯田地区の開拓 100 年を記念し
て昭和 63 年に建てられた資料館。
屯田兵の歴史や当時の人々の生活
を知ることができる展示がたくさ
んあります。展示物は、全て当時
実際に使われていた物を集めて展
示しています。

N

小学生記者
が取材しま
した
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新琴似南小 6年
大
やま と
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屯田南小 5年
新
あら

井
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 ななほ
篠路西小 5年
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 杏
あ げ は

月芭

白楊小 6年
川
かわ

畑
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 徳
とく

晃
あき

※学年は取材時

※ 11 月から展示入れ替えのため休館し来年 3 月に
リニューアルオープンします

北 10 条西 8丁目　☎ 706-2658
10：00 ～ 17：00（6 月～ 10 月の
金曜日のみ 10：00 ～ 21：00）
入館無料　駐車場なし
〔休館日〕月曜日（祝・休日の場
合は翌日）、12/28 ～ 1/4
〔交通機関〕JR「札幌」駅北口よ
り徒歩 10 分、地下鉄南北線「北
12 条」駅より徒歩 7分

JR札幌駅

地下鉄
北 12 条駅

北大正門

クラーク像

北大病院

下水道クイズラリー開催
5/3 ㈷～ 5 ㈷に、館内の展示物5/3 ㈷～ 5 ㈷に、館内の展示物
を見て答えを探すクイズラリーを見て答えを探すクイズラリー
を開催。全問正解者にはコースを開催。全問正解者にはコース
ターをプレゼント！ターをプレゼント！

地下では、雨水をためたり、冬には下地下では、雨水をためたり、冬には下
水を処理した水で雪を溶かしたりする水を処理した水で雪を溶かしたりする
雨水貯留管の仕組みが模型で学べます雨水貯留管の仕組みが模型で学べます

下水がきれいに下水がきれいに
なる様子が映像なる様子が映像
と模型で展示さと模型で展示さ
れていますれています

麻生駅
2番出口

地下鉄
　麻生駅

JR新琴似駅
創成川
水再生プラザ

国
道
231
号　

創
成
川
通

麻生球場

麻生町 8丁目　☎ 717-0046
9：30 ～ 17：00（最終入館 16：30 まで）
入館無料　駐車場あり
〔休館日〕月曜日（祝・休日の場合は
翌日）、祝日の翌日（5 月～ 9 月は休
館日なし）、12/29 ～ 1/4
〔交通機関〕JR 学園都市線「新琴似」
駅より徒歩 15 分、地下鉄南北線「麻生」
駅 2番出口より徒歩 15 分

今年で開館 20 周年。下水道のことなら
何でも分かる展示物がいっぱい。3Ｄシ
アターやクイズコーナーなどもあり、下
水道の仕組みや役割を、楽しく学ぶこと
ができます。

総合博物館　山
やま

本
もと

 准教授

下水道科学館　森
もり

 館長

工学部の展示では、打ち上げに使われた実工学部の展示では、打ち上げに使われた実
物の小型ロケットを見ることができます物の小型ロケットを見ることができます

N

N

マンモスの原寸模型が展示されていマンモスの原寸模型が展示されてい
るほか、見るだけでなく、貝殻の化るほか、見るだけでなく、貝殻の化
石などに触れることができる展示も石などに触れることができる展示も
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ら保 健 ーセ ン タ か

4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）《950円（税込）》

北保健センターおすすめランチ

●メニュー　洋風カニご飯、シメジとワカメのスープパスタ、
タコのカルパッチョ風サラダ、果物（野菜使用量108g、エネ
ルギー660kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

①4月28日㈮　②5月7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・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、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は4月20日㈭、②は4月27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　c757-1187

5月9日㈫　10時30分～11時15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　トイレトレーニング①
●講師　ちあふる・きた職員（保育士）
●対象・定員　1歳6カ月以上のお子さんと保護者・先着10組
●申込・詳細　4月25日㈫10時から健康・子ども課子育て支
援担当係　☎757-2566

北区高齢者教室「北
ほく

親
しん

大学」受講生募集
《無料（講座により実費負担あり）》
5月11日～9月28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　
※日時・会場・内容は変更になる場合があります

●内容　講義（趣味・教養）や実習（体操など）、屋外見学
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　4月18日㈫までに、地域振興課地域活動担当係
☎757-2407または北区民センター☎757-3511（受付時間は
8時45分～17時15分）
■詳細　地域振興課地域活動担当係  ☎757-2407

「藍
あい

の種」を配布《無料》
4月21日㈮　10時から（なくなり次第終了）
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

受付日 受付時間 会場

4月21日㈮
10時～11時30分

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～17時15分
北区役所3階総務企画課
（土・日、祝日を除く）4月24日㈪～

　 10月31日㈫ 8時45分～17時15分

北区民野球場（新琴似町266）の利用受け付け《無料》
平成29年度の北区民野球場の利用受け付けを行います。
●利用期間　4月28日㈮～10月31日㈫
※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
●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）

■詳細　総務企画課庶務係  ☎757-2403

5月13日㈯　12時～16時〔11時30分開場〕
札幌サンプラザコンサートホール（北24西5）

第17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
合唱部、吹奏楽部などが出演します。
●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11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

で

情報情報
　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
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病院名 住所 電話番号
屯田西公園どうぶ
つ病院 屯田5-9 773-7739

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

きたさっぽろ動物
病院 北30西9 736-2789

I
イ シ ダ

SHIDAアニマルク
リニック

北35西4 736-2779

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

管 理 セ か ら動 物 ン タ ー

・ 納 税納 付 相 談
市税の納税相談
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

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》

※診療時間や休診日は動物病院によって異なりますので、
電話でご確認ください
※本誌27ページも併せてご覧ください
■詳細　動物管理センター（西区八軒9東5）　☎736̶6134
a  http://www.city.sapporo.jp/inuneko/

5月9日㈫、19日㈮、6月13日㈫、7月21日㈮、8月8日㈫、9月12日㈫
13時30分～15時30分／北老人福祉センター（北39西5）

北区はつらつサポーター養成講座《全6回》《無料》

地域で体操教室やサロンなどの介護予防の活動を自主的に行うボランティ
ア「はつらつサポーター」として活躍してみませんか。講座では、認知症・
転倒予防に関する知識や、体操・レクリエーションなどの技術を学びます。
●対象・定員　区内にお住まいで、原則全ての講座に参加し、講座終了後「はつ
らつサポーター」として地域で活動できる方・先着30人
●申込・詳細　4月11日㈫～25日㈫に北区社会福祉協議会（ファクスの場合は住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話・ファクス番号、現在の活動内容（未経験でも可）
を記入）☎757̶2482　c737̶7270

福 祉 協 か ら社 会 議 会
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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。
※
な各 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　FAX717-1139　　　 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
女性のためのゼロから始める健康
マージャン①《全6回》 4/25～5/30の毎

週火曜日

14時～16時 各4000円
4/25までに納入
（教材費含む）

要申込  先着  
各20人 4/11㈫～25㈫

女性のためのゼロから始める健康
マージャン②《全6回》 18時～20時

第3回「世界に一冊だけの本・展
i
イン

n  さっぽろ」展示
5/5㈷～11㈭  9時～17時

無料

直接会場  手づくり本の展覧会「世界に一冊だけ
の本・展  in  さっぽろ」に出展された本を展
示します

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」5/13㈯  11時～11時30分

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

サークル無料体験会 5/15㈪～6/15㈭  9時～21時
要申込  先着  ※定
員はサークルにより異
なるため要問い合わせ

5/1㈪～6/15㈭

転ばない身
から だ

体をつくるいきいき健
康体操《全6回》

5/15～6/19の毎週月曜日  
13時30分～15時

3000円
5/15までに納入 要申込  先着  30人

4/11㈫～5/15㈪
〔持ち物〕飲み物、タオル
※動きやすい服装、靴
で参加

みんなの茶の間オープンカレッジ
①問題商法　傾向と対策
②不動産売却時の基礎知識

5/17㈬  13時30分～15時30分 無料 要申込  先着  20人 4/11㈫～5/17㈬

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

ハッピーマーケット出店者募集 4/11㈫～18㈫　9時～20時 1区画　800円
4/18までに納入

要申込  先着  
18区画(1区画2.8×2m)

※ハッピーマーケット
は4/29㈷開催

おはなしの会「まんまるころころ」4/15㈯　10時30分～11時
無料

直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年

コミセン日曜シネマ 4/23㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「鉄
ぽ っ ぽ や

道員」

ユリヤさんのロシア家庭料理講座 4/23㈰　10時30分～13時30分
1300円
4/20までに納入
（材料費含む）

要申込  先着  16人 4/11㈫～20㈭

ハッピーマーケット＆サークルメ
ンバー募集フェスタ 4/29㈷　10時～13時 無料 直接会場  

篠路コミセン　はらはら・ドキド
キ！バドミントン大会 5/14㈰　9時～17時 1500円

5/6までに納入 要申込  先着  42人 4/11㈫～5/6㈯

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（窓口申し込み優先）　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㈫～24㈪  9時～21時

無料

直接会場  最終日は12時まで

古本交換市 4/14㈮  14時～16時 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

無料パソコン体験講座《各全2回》
4/19㈬､ 22㈯

10時～12時 要申込  先着  
各10人 4/11㈫～17㈪

4/24㈪､ 26㈬　
絵本読み聞かせ「ドリームランド」4/21㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

春のフリーマーケット 出店者募集 4/28㈮～5/6㈯  9時～21時 1区画　700円
5/6までに納入

要申込  先着  
41区画(1区画2×2.5m)

電話申し込み不可。申込
初日は整理券配布
※春のフリーマーケッ
トは5/13㈯開催

アトリウム展示会　押し花～遊花～ 5/8㈪～21㈰　9時～21時
無料

直接会場

パソコン無料相談講座 5/10㈬､ 17㈬  10時～12時 要申込  先着  
各8人(1人15分) 4/27㈭～5/6㈯

はじめてのワード（ワープロソフ
ト講座）《全6回》

5/18㈭､ 20㈯､ 24㈬､ 25㈭､ 27㈯､
31㈬　10時～12時

3000円
5/13までに納入
（教材費含む）

要申込  先着  12人
5/6㈯～13㈯

太極拳無料体験会《全2回》 5/20㈯､ 27㈯  13時30分～15時 無料 要申込  先着  
20人

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
おはなし会「ずくぼんじょ」 5/6㈯ 14時～15時 無料 直接会場  先着  30人 〔対象〕小学生以下

情
報
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ラ
ザ
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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
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

多世代交流「新・新サロン」 4/11㈫､ 5/9㈫  13時～16時
無料

直接会場  大型遊具、編み物サロンなど

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」4/15㈯  11時～11時30分 直接会場

小学生かけっこ塾《全2回》 4/22㈯､ 29㈷  10時～11時 600円
4/22に納入 要申込  先着  20人 4/11㈫から

〔対象〕小学1～3年生

女性のための「ゆるゆる体操」
《全4回》

5/9～30の毎週火曜日  
14時～15時30分

2000円
5/9に納入

要申込  先着  10人
4/14㈮から

チャレンジ！ふまねっと《全3回》 5/12～26の毎週金曜日   
10時～11時15分

500円
5/12に納入 4/17㈪から

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

茶道　名
めい

月
げつ

点
たて

～茶の間で気軽に一服～《全6回》
5/11㈭、25㈭、6/8㈭､ 22㈭､
7/13㈭､ 27㈭  13時～16時

申込時  4500円
（抹茶・菓子代
含む）

要申込  先着  
各10人

4/11㈫～5/8㈪
電話申し込み不可
〔対象〕15歳以上（中
高生除く）
〔持ち物〕筆記用具

大正琴を弾いてみましょう！《全4回》5/12～6/2の毎週金曜日9時30分～10時20分 申込時  2000円

4/11㈫～5/8㈪
電話申し込み不可
〔対象〕15歳以上（中
高生除く）
〔持ち物〕筆記用具、
大正琴（貸し出し可）

基礎からしっかり学べるフラダンス
《全6回》

5/17～6/21の毎週水曜日  
19時～20時 申込時  3000円

4/11㈫～5/8㈪
電話申し込み不可
〔対象〕15歳以上（中
高生除く）
〔持ち物〕飲み物
※動きやすい服装で参加

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522　　　 検索北区体育館 　　
〔休館〕4/24㈪　／〔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

北区体育館
かけっこ塾

午前の部

5/3㈷

9時30分～12時

各710円
要申込  抽選  
各100人
〔対象〕小学生

4/11㈫～15㈯ 
9時～20時
電話申し込み可
※4/17㈪14時抽選後、受
講の可否要問い合わせ

〔納入期間〕
4/25㈫～30㈰

午後の部 13時～15時30分

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901　　　 検索新琴似図書館

〔休館〕第2・4水曜日

子ども映画会 4/15㈯ 14時～14時40分

無料

直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年 
　　　〔上映〕「ぼくは王さま」

つくしんぼ「春のお楽しみ会」 4/22㈯ 14時～15時40分､ l
直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 5/3㈷ 15時～15時30分

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。

2/14　新琴似西地区交通事故死ゼロ
　　　 1000日達成表彰式 ～北区役所

2/19　屯田雪まつり
　  　   ～屯田みずほ東公園

3/5　拓北・あいの里雪中運動会
　　  ～拓北小学校

2/12　幌
ほろ

北
きた

冬のつどいとミニミニ雪まつり
　　　～幌

こう

北
ほく

小学校

2/12　北区スノーホッケー大会
　　　～麻生球場

2/19　太平百合が原ふれあいもちネバ大会
　　　～太平百合が原地区センター

2/10　白楊アイス・スノーキャンドル
　　　 ～白楊小学校

2/10　新琴似歌舞伎復活二十周年記念
　　　 歌舞伎公演～プラザ新琴似


