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約1,200本の白梅と紅梅が咲き誇る市内最大の梅林は、区のシン
ボルの一つです。梅の開花時期に開催されるひらおか梅まつりひらおか梅まつり
では、名物の「梅ソフトクリーム」を味わうことができます。
開花状況、梅まつり開催期間などのお問い合わせ：
　平岡公園管理事務所　b881-7924
　HP  hiraoka-park.jp/

平岡公園平岡公園

✿✿最寄りのバス停✿✿
中央バス 「平岡5条6丁目」（大66・大67）、「平岡6条4丁目」（新111）
JRバス 「平岡6条4丁目」（循環新111）
※ 梅の開花時期に合わせて、地下鉄東豊線福住駅と平岡公園間の臨
時シャトルバスが運行します。

　詳細は中央バス平岡営業所（b881-2156）へお問い合わせください。

さまざまな種類の桜が植えられており、長い期間お花見
を楽しむことができます。桜の他にもツツジやモクレン
など、たくさんの花木が植栽されています。
開花状況などのお問い合わせ：
　平岡樹芸センター管理事務所　b883-2891
　※4月28日までは、豊平公園緑のセンター（b811-6568）
　HP www.sapporo-park.or.jp/jyugei/　※月曜日休園

（祝日の場合は翌平日）

平岡樹芸センター「みどりーむ」平岡樹芸センター「みどりーむ」

✿✿最寄りのバス停✿✿
中央バス 「平岡4条2丁目」（大69・新111）、「平岡3条2丁

目」（福51・福99）、「平岡4条3丁目」（大66・大67）
JRバス 「平岡4条2丁目」（循環新111）

（平岡4条3丁目）

✿✿

約220本の桜が植樹されているこの通りには、遊歩道やベンチ
が整備されており、区民の憩いの場となっています。

あしりべつ桜並木通りあしりべつ桜並木通り

✿✿最寄りのバス停✿✿

中央バス
「北野1条2丁目」（月62・南62・南77・南85・南86）
「清田団地入口」（平50・月62・南62・80・85・86・88・96・113・福85・
福86・福87・福88・福96・福97・福113・広島線・千歳線・清田団地線）

（（ ））旧国道36号沿い
北野1条2丁目～清田1条1丁目

～清田区は11月4日で～清田区は11月4日で
誕生20年！～誕生20年！～

あしりべつ桜並木通りや、あしりべつ川沿いの桜を眺めな
がらウオーキング。花見会ではジンギスカンを味わいます。
詳細は、区民のページ4ページをご覧ください。

【編集】清田区市民部総務企画課広聴係
　〒004-8613 清田区平岡1条1丁目2-1
　b889-2018　c 889-2402
　Ｅ kiyota.somu@city.sapporo.jp

清田区のホームページ「きよたF
ファン
an倶楽部」

　ＨＰ www.city.sapporo.jp/kiyota/

清田区の人口・世帯数 
　※3月1日現在。（　）内は前月比
　人　口  ／　115,954人　　（－ 4）
　世帯数  ／　 45,759世帯　（＋ 23）

区民のページ
201７年

4月
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のススメ
～ 健やかに、心豊かに、生きがいを持ち、充実したシニアライフ ～

～ 豊富な経験や知識を生かし社会で活躍し続ける ～
　　　　　そんなイキイキとした毎日を過ごしましょう!!

詳細：地域振興課地域活動担当　b889-2024

猪
いの

俣
また

　春
はる

人
ひと

 さん絵本セラピー

クリスマス会 小学生との交流

小学生との交流授業、趣味・教養講座、研修旅行など全50講座。
一部の講座のみの選択受講はできません。

開催日　5月24日～12月20日の毎週水曜日、 7月下旬～8月中旬は夏休み
時間　8時30分～12時30分
会場　三里塚小学校（里塚2条6丁目）ほか
対象　区内にお住まいの60歳以上（昭和32年4月1日以前生まれ）の方
定員　20人（未受講者優先）
費用　5,000円（前期2,000円、後期3,000円）※別途教材費の負担あり
申 込　4月24日㈪までに電話または窓口でお申し込みください（地域
振興課は土・日曜日を除く）。抽選

　※高齢者教室「ふれあい学園」との同時受講はできません。

12期受講生募集中!!12期受講生募集中!!

申込先・詳細
地域振興課地域活動担当
　（2階17番窓口）b889-2024
里塚・美しが丘地区センター
　（里塚2条5丁目1-1）b888-5005

29年度の授業を
一部紹介!!

・小学生とリズム遊び、手話
・楽しい会話のキャッチボール
・リズムに合わせて健康体操
・詐欺から身を守る
・研修旅行　など

シニア世代の活動を広げるきっかけづくりを目的として開校し、今年で12年目となります。三里塚小学校の
開校時間の空き教室を活用しており、児童との交流を授業の一環としているのが特徴です。同世代の仲間を
つくり、新しいことにチャレンジするなど、充実したシニア期を過ごすための学びの場となっています。

第8期生として受講し、現在は、お世話係として携わって
います。シニアスクールは、何といっても小学
生との交流授業が魅力です。初めは緊張して
いる受講生が、子どもたちの元気と笑顔で活
力をもらい、学校生活が楽しみに。そして、何
かお礼がしたいと、変わっていく様子を見る
ことは私も嬉しいです。皆さん登校すること
に喜びを感じ、はつらつと活動していますよ。

清田区民シニアスクール清田区民シニアスクール

2017─❹─広報さっぽろ2017─❹─広報さっぽろ22清田清田



家庭の火災予防

代謝アップ体操
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絵手紙制作

喫茶コーナー

所在地所在地　　清田3条3丁目1-30清田3条3丁目1-30
　b885-8500　FAX 885-8533
開館時間　9：00～17：00
休館日　祝日、年末年始
清田老人福祉センター

開催期間　6月～9月　全16回（予定）
会場　区民センターほか
★ 詳細は、広報さっぽろ5月号区民の
ページでお知らせします。
詳細・問い合わせ先
地域振興課地域活動担当
　（2階17番窓口）b889-2024
清田区民センター
　（清田1条2丁目5-35）b883-2050

受講生募集は5月です!!

利用方法について利用方法について
満60歳以上の札幌市民の方が利用できます。初めて利
用される方に利用登録証を発行しますので、年齢と住所
を証明できるものをお持ちください。
利用時間

・美
お

味
い

しいコーヒーの淹
い

れ方
・正しいラジオ体操
・歌を歌おう
・工場見学
・そば打ち体験
　　　　　など

一緒にエンジョイしましょう!!

29年度のカリキュラムを
一部紹介!!

開館 閉館13時～16時

10時30分～15時30分

入浴（月～金曜日）：1回200円

喫茶コーナー（月～金曜日）：コーヒー1杯100円

10時9時 16時15時14時13時12時11時 17時

平成28年度に受講し、陶芸やそば
打ちなど普段できない体験にドキ
ドキ、ワクワクしました。外に出る
楽しみが増え、学園へ通う予定が
あることで、生活に
張りができ、健康的
な生活を送るきっか
けに。新たな友人も
でき、これからの楽
しみが増えました。

高齢者の憩いの場、健康増進、教養の向上、レクリエーションやサークル活動など、さまざまな目的で利用で
きます。健康にまつわる講座や体操教室などが多数開催されているほか、ランニングマシンを備えた機能回
復訓練室や浴室、工芸室、娯楽室などがあります。また、職員および看護師が健康や生活の相談にお応えしま
す。どうぞ気軽にお越しください。区民のページ5ページも併せてご覧ください。

健康で心豊かな生活を送るため、新しい趣味を見つけられるような体験学習を中心としたカリキュラムを
用意しています。シニア世代の方が、生きがいを見つけ自立した生活を続けられるよう、さまざまなテーマ
の学びの機会を提供し、卒業後も交流していけるように、楽しく和やかな雰囲気で取り組んでいます。

最寄りのバス停
中央バス
「清田3条2丁目」
85・86
福85・福86・福95
南77・南85・南86
清田団地線

豊
とよ

島
しま

　幸
ゆき

子
こ

 さん

高齢者教室「ふれあい学園」高齢者教室「ふれあい学園」

清田老人福祉センター 清田老人福祉センター （愛称：清田「いきいきセンター」）（愛称：清田「いきいきセンター」）
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日時　5月10日㈬　8時45分～10時受け付け
会場　区役所2階　保健センター
対象　40歳以上の方（年1回）
費用　胃がん検診（バリウム）700円、大腸がん検診（検便）400円
※ 70歳以上の方、後期高齢者医療制度に加入の方、生活保護受給世
帯、支援給付世帯、市・道民税非課税世帯の方は無料（確認書類要）

申 込　5月2日㈫までに電話（土・日曜、祝日を除く）、ファクス
またはEメール（住所、氏名、電話番号、希望の検診日・検診名
を明記）でお申し込みください。
申込先・詳細　健康・子ども課健やか推進係
b889-2049 FAX 889-2405 Ｅ kiyota.kenko@city.sapporo.jp

出発時間　10時（9時50分集合、1時間半程度）　※雨天中止
費用・申込　無料・不要。お住まいの地区以外でも参加可。
地区名 日程 集合場所
清田・
真栄

毎月4のつく日
（4日、14日、24日）

清田青空公園（清田4条3丁目3）
清田中学校付近

北野 毎月5のつく日
（5日、15日、25日）

北野中央公園（北野5条4丁目1）
高木橋側のあずまや

里塚・
美しが丘

毎月7のつく日
（7日、17日、27日）

里塚・美しが丘地区センター（里塚2条
5丁目1-1）　正面玄関

平岡 毎月8のつく日
（8日、18日、28日）

東光ストア平岡店（平岡7条2丁目
2-1）　西側玄関駐車場

　※地区ごとに皆勤賞・精勤賞があります。
詳細　健康・子ども課健やか推進係 b889-2049

作業所に通う障がいのある方々が丹精込めて作った手工芸品、
食品などを販売します。
日時　4月11日㈫～14日㈮　9時～17時（14日は16時まで）
会場　区役所1階　正面ロビー
詳細　保健福祉課福祉支援係 b889-2041

就学前のお子さんと保護者、これからお父さん・お母さん
になる方が、自由に集い交流できる場です。
費用・申込　無料・不要
そ の他　日程や会場は、認定こども園にじ
いろや区健康・子ども課（2階11番窓口）
で配布しているチラシ、または区ホーム
ページで事前にご確認ください。

ＨＰ www.city.sapporo.jp/kiyota/kosodate/
詳細　 認定こども園にじいろ　子育て支援係b

883-3044

旧道 桜ウオーキング・花見会

日時・内容
4月30日㈰　※雨天中止
①ウオーキング（約3.5キロ）　9時30分～11時
②花見会（ジンギスカン）　11時30分～13時30分

集合場所 北海道コカ・コーラボトリング株式会社（清田1条
1丁目2-1）駐車場　※駐車はできません。

定員・費用
【①のみ参加】　50人・無料
【①②両方に参加】　150人・1,400円
※②花見会だけの参加はできません。

申込

4月13日㈭～21日㈮に下記を添えて電話、ファクス
またはホームページでお申し込みください。先着
（1）行事名（旧道 桜ウオーキング・花見会）
（2）「①のみ参加」「①②両方に参加」 どちらか選択
（3）人数　（4）氏名（ふりがな）
（5）郵便番号・住所　（6）連絡先電話番号
（7）年齢（年代でも可）
※ グループでのお申し込みの場合、（4）～（7）は代
表者の方についてお伝えください。
市コールセンター　 b222-4894（8時～21時）

FAX221-4894
ＨＰ www.city.sapporo.jp/callcenter/uketsuke

持ち物 飲料水、タオル、帽子、雨具

その他

・1人で10人までのお申し込みが可能です。
・ノルディックポールは使用できません。
・花見会は、相席となります（1鍋につき10人）。
・ 開催の有無は、当日8時以降に市コールセンター
でご確認いただけます。

詳細　地域振興課まちづくり調整担当　b889-2024

　 毎日の歩数を書き留めることができる、A5サイズの
ウオーキング記録帳です。
　カラーで紹介する「清田区のみどころ」も必見！

配布場所
・区役所　 1階33番窓口

2階12番窓口
・各まちづくりセンター
詳細　健康・子ども課健やか推進係 b889-2049

区役所3階の健康増進フロアで開催しています。
①土曜日の運動教室（毎週土曜日開催）
　内容　・ ダンベルとストレッチ（運動初心者向き）

10時30分～11時20分
　　　　・ リズムウオーキング（運動経験者向き）

14時～14時50分
　　※ 4月1日・29日、7月29日、9月9日・23日、12月23日・

30日はお休み。
②イキイキ健康増進教室（毎月第1・第3火曜日開催）
　札幌国際大学スポーツ人間学部と連携したスポーツ教室。
　内容　ストレッチとダンベルを使った運動（学生による指導）
　　　　10時～11時（9時30分受け付け開始）
　　※1月2日はお休みで、5日㈮に振り替えとなります。
　定員　40人 先着
対象　市内にお住まいの18歳以上の方（高校生を除く）
費用・申込　無料・不要
持 ち物　運動靴（土足禁止）、運動しやすい服装（更衣室、ロッ
カーあり）、タオル、飲料水

詳細　健康・子ども課健やか推進係　b889-2049

※本文中の記号の見方　b＝電話　Ｅ ＝Ｅメール　先着＝先着順　抽選＝多数時抽選

4月11日㈫からの内容を掲載しています。４月月
福祉バザー 地区ウオーキング （4月7日～11月18日 開催）

胃がん・大腸がん検診

土曜日の運動教室・イキイキ健康増進教室

2017─❹─広報さっぽろ2017─❹─広報さっぽろ44清田清田



清田3条3丁目1-30　休館日　祝日
b885-8500  FAX885-8533

～清田区民応援デー～～清田区民応援デー～
6月6日㈫18時から札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）で開催される、
対広島東洋戦のC指定席へご招待します。
対象・定員　区内にお住まいの方・1,000組2,000人
申込　北海道日本ハムファイターズの球団公式ホームページ
　　 （ＨＰ www.fi ghters.co.jp/kansen）にアクセスし、
申込フォームに必要事項を入力してください。抽選

　　 右のQRコードから球団公式ホームページにアクセス
することもできます。

　※ 当選者の方で別の席種を希望される場合は、試合日当日
に、札幌ドーム場内前売り券売り場で座席変更を受け付
けます（有料・座席には限りがあります）。

　※当落通知は、試合日の1週間前までにメールにて送付いたします。
申込締切　4月27日㈭
申込方法に関するご意見・ご要望、詳細については、申込方法に関するご意見・ご要望、詳細については、北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハムファイターズ
お客様センター（お客様センター（

bb

857-3939）までお願いします。857-3939）までお願いします。

市内にお住まいで、本年度内に特定健診の指定医療機関または職場などの健診で同内容の
検査を受けていない方が対象です。
検査の種類 対象者 内容 費用 持参するもの

健康診査

① 40歳～74歳の札幌市国民健康
保険加入者（とくとく健診）
②協会けんぽ加入者の被扶養者※1

基本的健診（問診、身体計測、
身体診察、血圧測定、血液検
査、尿検査）

受診券に記
載の額、ま
たは負担率

特定健診または後期高
齢者健診の受診券、健
康保険証、前年度の健
診結果表（お持ちの方
のみ）

詳細な健診（心電図検査、貧血
検査、眼底検査）※2

③後期高齢者医療制度加入者
問診、身体計測（腹囲除く）、身
体診察、血圧測定、血液検査、
尿検査

上記①③の受診者で希望される方 付加健診（心電図検査、貧血検
査、血清尿酸検査など） 500円

④ 生活保護受給世帯、中国残留邦人等支援給付世帯の方は上記区分に
従い同内容の健診を実施（詳細な健診および付加健診は実施しません） 無料 生活保護世帯健康診査

受診券、本人確認証

肺がん検診 40歳以上 問診、胸部X線撮影、
結核検査（65歳以上）※3 無料 住所、氏名、年齢が確認

できるもの
（健康保険証など）肝炎ウイルス

検査 過去に検査を受けたことのない方 B型・C型肝炎ウイルス検査 無料

日時 会場

5月8日㈪
9時30分～11時 真栄地区会館 真栄2条2丁目1-15
13時30分～15時 羊ヶ丘通町内会館 美しが丘3条5丁目5-15

詳細　健康・子ども課健やか推進係　b889-2049   FAX 889-2405

※1　その他の健康保険に加入の方は、当該健診を受診できるか
加入の健康保険にご確認ください。

※2　医師の判断で追加実施。

※3 　医師の判断で喀痰（かくたん）細胞診（400円）を追加実施。
ただし、70歳以上の方、後期高齢者医療制度加入者、生活
保護受給世帯、中国残留邦人等支援給付世帯、市・道民税
非課税世帯の方は無料（確認書類要）。

住民集団健康診査 ※予約不要

名称・内容 日時 講師 定員 申込開始日
パワーアップ体操
体質改善や痛みの解消を
目的とします。

4月25日㈫
13時～14時30分

JATI認定トレーニング指導者

冨
ふ

士
じ

原
わら

　甲
こう

輔
すけ

氏
50人 4月11日㈫

健康づくり体操
ストレッチや筋トレに
ついて指導します。

4月26日㈬
13時30分～15時

フリーインストラクター

近
こん

　育
いく

愛
え

氏
40人 4月12日㈬

はつらつ体操
理学療法士が指導します。

5月19日㈮
14時～15時30分

西岡第一病院　理学療法士

山
やまもと

本　泰
やす

雄
お

氏
30人 5月 8日㈪

対象　市内にお住まいの60歳以上の方
費用　無料
申込　申込開始日から電話または窓口でお申し込みください（9時～16時）。先着
持ち物　タオル、飲料水。「健康づくり体操」は長めのフェイスタオル。
その他　動きやすい服装でご参加ください。
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ボランティアグループ「ぽけっと」による読み聞かせ会です。
日時　4月20日㈭　10時30分～11時
　　　4月22日㈯　14時30分～15時
申込　不要

たのしいおはなしの会

子ども向けアニメの上映会です。申し込みは不要です。
日時　5月4日㈷　11時～11時30分

こどもえいが会

五味　太郎の絵本の展示と貸し出しを行います。
期間　4月27日㈭～5月9日㈫

企画展示「五
ご

味
み

　太
た

郎
ろう

のえほん世界展」

子どもの読書週間特別行事「おはなしの花だん」

「ぽけっと」による読み聞かせ会です。申し込みは不要です。
日時　5月4日㈷　10時30分～11時

こどもの日おはなし会

サンデーサロン
親子で自由に遊んだり、他の親子と交流したりしませんか。
日時　4月23日㈰　10時～12時
対 象　就学前のお子さんと保護者、
これからお父さん・お母さんになる方

費用・申込　無料・不要

費用　登録手数料3,200円　注射料2,560円
　　　注射済票交付手数料700円
詳細　動物管理センター（西区八軒9条東5丁目1-31）
　　　b736-6134　ＨＰ www.city.sapporo.jp/inuneko/

犬の登録や予防注射の接種は飼い主の義務です。詳細は本誌
27ページをご覧ください。休診日は動物病院によって異なり
ますので、直接ご確認ください。

動物病院名 所在地 電話
北野動物病院 北野3条5丁目21-12 888-2828
ペットクリニック ぽち＆

アンド

たま 北野5条2丁目2-25 883-6261
うすだ動物病院 北野7条3丁目6-3 881-6996
清田動物病院 清田2条1丁目4-16 883-1183
ラサ動物病院 清田7条2丁目14-9 885-0369
すぎうらペットクリニック 真栄1条2丁目2-25 887-4880
ソマリ犬猫病院 平岡1条4丁目4-6 886-6377
アルヒ動物病院 平岡2条3丁目6-10 885-7151
中の道動物病院（平岡） 平岡3条2丁目10-10 885-2921
なかむら動物病院 平岡3条6丁目15-13 876-8655
平岡動物病院 平岡4条6丁目11-1 884-1453
こいけペットクリニック 平岡7条3丁目18-50 881-6855
アップル動物病院 美しが丘2条8丁目9-7 807-7140
アニマルケアセンター 美しが丘3条1丁目7-7 884-7010
H
ハ レ ル

aReLアニマルクリニック 美しが丘4条5丁目1-10 802-8805

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう

☆ ドライバーは、新入学（園）児童・園児や高齢歩行者に十
分気をつけて運転しましょう。

☆ 自転車利用者は、ルールやマナーを守り安全走行に努め
ましょう。

詳細　清田区交通安全運動推進委員会　b889-2082 詳細　清田消防署予防課　b883-2100

春の交通安全市民総ぐるみ運動春の交通安全市民総ぐるみ運動
4月6日㈭～15日㈯4月6日㈭～15日㈯

春の火災予防運動春の火災予防運動 4月20日㈭～30日㈰4月20日㈭～30日㈰
春は空気が乾燥し、火災が発生しやすい季節です。
次のことに十分に注意し、火災のないまちにしましょう！
☆たばこのポイ捨てや野焼き、ごみ焼きはやめましょう。
☆家の周りを整理し、放火されにくい環境にしましょう。
☆ごみは決められた日の朝に出しましょう。

真栄2条1丁目11-20  
b883-3044  FAX883-9547

区役所4階　休館日　第2・第4水曜日
b889-2484  FAX 889-2485

施設利用料（体育館）　一般 390円、高校生 230円、65歳以上 130円
ピンポイントバドミントン～ダブルス中級～

申込　4月11日㈫～20日㈭の9時～21時に電話または窓口でお申し込みください。抽選
その他　受講料の（ ）は65歳以上の方の料金です。

実施期間・時間 定員 対象 受講料
4月27日～6月1日の木曜日（全5回。5月4日は休講）
いずれも13時～15時 12人 16歳以上 4,190円（3,350円）

※別途、毎回施設利用料が必要。

平岡1条5丁目4-1  休館日 第2月曜日
b882-9500  FAX882-9505

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
簡
単
・
便
利
な
口
座
振
替
で

保
険
年
金
課
収
納
係

b（
889
）２
０
６
４

詳細
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エクササイズで体をほぐし、健康の維持・促進を図ります。
講師　ボディコンディショニングスタジオ　M

エムズ

's F
フロー

low　斉
さい

藤
とう

　真
ま

弓
ゆみ

氏
日時　5月17日～6月21日（毎週水曜日・全6回）　10時～11時
対象　15歳以上の女性（中学・高校生を除く）
　　　※お子さんの同伴はできません。
定員・費用　15人・2,400円
申 込　4月24日㈪～30日㈰に電話・窓口（9時～17時）または
ファクスでお申し込みください。抽選

持 ち物　ヨガマット（バスタオルでも可）、タオル、動きやすい
服装、飲料水

女性のためのピラティス

日本伝統の発酵食品を自分で作ってみませんか。
日時　4月26日㈬　13時30分～15時30分
対象　15歳以上の方（中学・高校生を除く）
　　　※お子さんの同伴も可能です。
定員・費用　20人・2,000円（材料費含む）
申 込　4月11日㈫から電話・窓口（9時～17時）またはファクス
でお申し込みください。先着
持ち物　エプロン、三角巾

誰でも簡単！　手作り味
み

噌
そ

講座

みんなの茶の間オープンカレッジ
内容　社会保障制度と民間医療保険
講師　北海道金融広報アドバイザー　白

しら

方
かた

　通
みち

隆
たか

氏
日時　5月8日㈪　13時～15時
対象　区内にお住まいかお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）
定員・費用　10人・無料
申 込　4月11日㈫から下記へファクスまたはEメールでお申
し込みください。先着

　　清田区里美ネット金融学習グループ　高
たかはし

橋　寿
とし

己
み

　　b884-3673 FAX 884-3991 Ｅ HOmiraiNETTO@aol.com

平成29年度  第1回  里美囲碁交流大会
日時　5月14日㈰　9時40分～15時（9時15分受け付け終了）
対象　①大会　 区内・近隣にお住まいかお勤め、または通学を

している方
　　　②入門教室　5歳以上の方
定員・費用　 ①48人・600円（昼食付き）

②6人・無料
申 込　4月24日㈪～5月8日㈪に電話または
窓口でお申し込みください（9時～20時）。先着

その他　就学前のお子さんは保護者同伴でお越しください。

春の夜空を飾る星座たちの見つけ方と、星座にまつわる神話を紹介します。
日時　5月20日㈯　14時～16時
対象・定員　区内にお住まいかお勤めの18歳以上の方 （お子さんを連れての参加も可能）・10人
費用・申込　無料・4月25日㈫～5月8日㈪に電話または窓口でお申し込みください（9時～20時）。先着

天文講座「神話で辿
たど

る春の星座」

内容　資産形成に役立つ世代別ライフプラン
講師　北海道金融広報アドバイザー　横

よこ

井
い

　規
のり

子
こ

氏
日時　5月11日㈭　18時30分～20時30分
定員・費用　10人・無料
申 込　4月11日㈫から下記へファクスまたはEメールでお申
し込みください。先着
　　さっぽろ未来ネット金融学習グループ　花

はな

﨑
ざき

　素
もと

子
こ

　　b884-3673 FAX 884-3991 Ｅ HOmiraiNETTO@aol.com

清田区人材育成講座「くらし塾　きんゆう塾」 貯
ちょ

筋
きん

でルンルン♪ 若返り！ エクササイズ
トレーニング用のゴムバンドを使った運動で体を引き締めて
みませんか。受講者には使用するゴムバンドを差し上げます。
講師　マットピラティスベーシック＆

アンド

アドバンスインストラクター
　　　上

うえ

田
だ

　加
か

代
よ

子
こ

氏
日時　5月8日～6月26日（毎週月曜日・全8回）　10時～11時
対象　15歳以上の方（中学・高校生を除く）
　　　※お子さんの同伴はできません。
定員・費用　20人・4,000円
申 込　4月11日㈫～17日㈪に電話・窓口
（9時～17時）またはファクスでお申し
込みください。抽選
持 ち物　タオル、動きやすい服装、運動靴、
飲料水

はじめてのやさしいギター基礎講座
初心者を対象にギターの基本を学ぶ講座です。簡単な独奏曲
をマスターしませんか。
講師　日本ギター連盟正会員　佐

さ

藤
とう

　寿
じゅ

一
いち

氏
日時　4月25日～6月6日（毎週火曜日・全6回）　10時30分～12時
　　　※5月2日はお休み
対象　15歳以上の方（中学・高校生を除く）
定員・費用　15人・5,080円（教材費含む）
申 込　4月11日㈫～17日㈪に電話・窓口
（9時～17時）またはファクスでお申し
込みください。抽選
持 ち物　アコースティックギター（フォーク、クラシックな
ど）、筆記用具、足台・譜面台（お持ちの方）

そ の他　数量限定で貸し出し用ギターもありますのでご相談
ください（レンタル料 6回で600円）。

里塚2条5丁目1-1
b888-5005  FAX 792-0444

清田1条2丁目5-35
b883-2050  FAX 883-2237

救
急
車
を
呼
ぶ
べ
き
か
迷
っ
た
と
き
は
、

「

＃7119

」「011 -272 -7119

」に
相
談
を

清
田
消
防
署
警
防
課

b（
883
）２
１
０
０

詳細
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健康・保健

生活衛生

妊娠・子育て

区役所で取り扱っているさまざまな業務について、課ごとに紹介していきます。

☆第６回  健康・子ども課 (2階11番～15番窓口）
～子育てや健康づくり、衛生などに関する業務を行っています～

窓口 業務内容 電話番号
11 子育て情報・相談 889-2052

12
母子健康手帳　新生児訪問　乳幼児健診
小児慢性特定疾病・育成・養育医療　健康づくり
健康・栄養相談　がん検診　家庭児童相談室

889-2049

13 保育所相談　母子・婦人相談 889-2051

14
指定難病・特定疾患・肝炎など医療費助成
予防接種の相談　HIV（エイズ）検査
エキノコックス症検査

889-2047

15 飲食店などの営業許可
看護師・調理師などの免許　畜犬の登録 889-2408

皆さんが元気に毎日を過ごせる
ように、健康づくりや食生活改善、
健診事業に取り組んでいます。
庁舎3階の健康増進フロアでのイ
ベントも、健康・子ども課が担当
しています。
また、予防接種に関する相談や指
定難病・特定疾患・在宅酸素療法
などの助成制度、HIV検査などの
受け付けも行っています。

妊娠中の健康相談や乳幼児健診、
幼稚園・保育園に関すること、子育
てサロンの情報など、育児に関する
幅広い業務を担当しています。
保育士・保健師の資格を持つ職員
もおり、子育てについてのさまざま
な相談を受けています。
また、ひとり親家庭の方たちが安心
して暮らせるように、生活や医療、就
職などのサポートも行っています。
子どもを遊ばせながら相談できる
スペースや、プライバシーに配慮し
た個室も2部屋あります。

食品衛生に関することや、調理師・
製菓衛生師、医療従事者の免許に
関すること、感染症やエキノコッ
クスの対策、畜犬の登録などを扱
っています。
犬の糞

ふん

の持ち帰りを、飼い主に促
す看板も配布しています。

健康増進フロア（土曜日の運動教室）

地区ウオーキングマップ

子育て情報室

相談室

A4サイズの看板

区民のページは裏表紙側からご覧ください。

▶ 運動習慣を身に付けたい、食生活を改善したい
▶ 初めての妊娠・出産、子育てで不安だ ▶ 子どもがかわいいと思えない
▶ 近所の子が虐待されているかも ▶ 子どもがいじめられている
▶ 子どもが乱暴になった、夜遊びが多い ▶ 子どもの発育が気になる　など

～課長よりひとこと～

区民の皆さんが元気で健康に過ごせるよ
うに支援をしています。子育てや健康につ
いて気になることがありましたら気軽に
ご相談ください。
４月からは清

きよ

田
た

H
はい

i遊
ゆう

会
かい

さんによる地区ウ
オーキングが始まります。豊かな自然、春
を感じに参加してみませんか。

酒
さか

井
い

　昌
まさ

昭
あき

 健康・子ども課長
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