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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。

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 家庭児童相談担当 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

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！

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 11 月 1日現在（前月比）　　      

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

ki.somu@city.sapporo.jp

北区HP「みてきて北区」

　　　   E メール

287,876 人（＋ 115）
137,044 世帯（＋ 131）

人口

世帯数

12
2017年（平成29年）

北区内の公園には、素晴らしい自然がたくさんあり、季
節によって違う姿を見せてくれます。地元の魅力を再発
見することができました。

写真・文　髙
たか

橋
はし

　征
ゆき

男
お

 さん

撮影日　　2015.11.26
撮影場所　屯田西公園
　　　　　（屯田 4条 10 丁目）

冬の屯田西公園
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「自分たちのまちは自分で守る」

という精神のもと、その地域に

密着し、住民の安全と安心を守

るという重要な役割を担ってい

る消防団。東日本大震災を機に、

地域防災力の重要性が改めて認

識され、ますます活動への期待

が高まっています。あなたも地

域防災の要として活躍してみま

せんか。

Ｑ .そもそも消防団ってなに？
消防団は、消防署と同じく消防組織法に定められた市の消防機関。
非常備の消防機関として位置付けられ、消防署と協力しながら活動
しています。北消防団は、本部と、それぞれの地域を活動範囲とし
た 11 分団で組織されています。 消

団
防

あ
な
た
の
チ
カ
ラ
を

生
か
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

VOLUNTEER  
        FIRE  CORPS 

北消防署
職員数
220 人

それぞれの地域を範囲として活動

本　部

分　団

災害発生時は指揮本部となり、各
分団から情報を集約するととも
に、各分団へ出動指示などを行う

協力

新川、新琴似、屯田、茨戸、篠路、拓北、あいの里、
上篠路、北、幌北、鉄西 計 11 分団

北消防団
団員数
277 人

Ｑ .消防署とどう違うの？
消防署に勤務する消防職員とは違い、消防団員は主にその地域に住
んでいる人や通勤・通学している人たち。会社員や自営業、主婦、
学生など、それぞれが本来の仕事や学業を持ちながら活動し、いざ
というときは自宅や職場から出動します。機動力などの面で優れて
いる消防署に対し、消防団には次のような特性があります。

消
防
団
の
特
性

地域密着性 そのまちに住む人、通勤・通学している人だ
からこそ、地域の事情に詳しい

要員動員力 団員数は消防職員とほぼ同じ。いざというと
き、たくさんの人数で活動できる

即時対応力 すぐに現場に駆けつけ、訓練で得た知識・技術
を生かし対応できる

大学生や専門学校生などが消防団員として活動し、地域社会に貢献した功績
を札幌市長が認証することで、学生消防団員の就職活動を応援する制度です。
認証状（本人用）と認証証明書（企業提出用）を交付します。

札幌市学生消防団活動認証制度

今年2月スタート！
学生さんの就職活動を応援！

詳 細　北消防署予防課　☎737-2100

（鉄西分団・活動歴 2年）

國
くに

本
もと

英
ひで

樹
き

さん（24 歳）

自分の地域のことを知りたいと思い入団しました。

初めて火災現場に駆け付けたときは、現場の緊

迫感に戸惑いながらも、自分にできることを必死

に探して活動したのを覚えています。消防団活

動のおかげで、視野も広がり、あらゆる場面で、

今自分にできることは何かを考え行動に移す、そ

んな一歩を踏み出す勇気が持てるようになりまし

た。自分自身が成長できる活動なので、後輩

たちにも「大変そうと決めつけずに、まずはやって

みようよ ！」って伝えたいですね。

学生団員
さんに

インタビ
ュー

ギモン
1

ギモン
2
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消防団では新たなチカラを求めています！　お気軽にお問い合わせください！

【お問い合わせ先】　北消防団（北 24 西 8　北消防署予防課内）　☎ 737-2100

ベテラン団
員さんに

インタビュ
ー

（鉄西分団・活動歴 22 年）
瀨
せ

波
なみ

　孝
たか

之
ゆき

さん（42 歳）

自分たちが活動することで、いざというときの対処法を知っ

ている人が地域の中で増える、その分地域で助かる命が

増えることにつながる、そのことが長く活動を続ける原動力

となっていますね。10年ほど前、分団の高齢化に歯止

めをかけようと、学生を勧誘し、若者が活動しやすい体

制づくりに取り組みました。さまざまな世代や職業の人がい

るので、それぞれが本業と団活動を両立できるよう工夫し

ながら、もっともっと消防団を盛り上げていきたいですね。

（北分団・活動歴 1年半）

伊
い

藤
とう

　早
さ

苗
なえ

さん（33 歳）

女性団員
さんに

インタビ
ュー

消防団の魅力は、地域のために活動できるこ

とと、消防団で培った知識や経験で身近な

人を助けることができること。体格や体力で男

性にかなわない点もありますが、火災現場や

救命講習など、さまざまな場面で、女性なら

ではのソフトな対応が有効だなと感じることがあ

りますね。未来を担う子どもたちに、命の尊さ

を学んでもらい、応急手当の知識を身に付け

てもらうことはとても大切。その活動に参加でき

ることにとてもやりがいを感じています。

▲

運動部に所属する中学生  
を対象とした救命講習

全女性団員による応急手当指導隊。消防団が行う
応急手当講習のうち、地域の小中学校・高校の児
童・生徒、その保護者を対象とした講習を担当し
ます。柔らかさや細やかさ
など、女性の特長を生かし
精力的に活動しています。

札幌市北消防団 ノースリリー隊
女性も多数活躍しています！

消防団員が、応急手当の指導を行うための知識
と実技を習得する講習会。実技演習指導では、
グループに分かれ、年代別に説明を変えるなど、
相手により伝わりやすい指導方法を繰り返し練
習していました

応急手当普及員養成講習

地震などにより消火栓が使用できなくなったこ
とを想定し、公園の防火水槽からポンプで水を
くみ上げ、放水する訓練。この他にも、川の水
をくみ上げて放水する訓練も行われました

大規模災害を想定した訓練

交通機関がまひした想定で、自宅や職場からそ
れぞれの詰所まで実際に徒歩や自転車などで参
集。本部では、無線で各分団の参集状況を確認
し、消防署と連携して各分団へ出動を指示する
など、実践に即した訓練が行われました

より多くの人が集ま
る地域のお祭りで
行った心肺蘇生法の
体験講習会

北海道大学と協力し
て、区内に住む留学
生らを対象にした救
命講習会を実施

応急手当講習

町内会の防災訓練で、災害
時に役立つほどけないロー
プの結び方を説明する団員
たち。心肺蘇生法の訓練な
ども行われました

地域住民への防火・防災指導

活動の一部をご紹介

消防団員
募集中

北消防署と協力しながら、主に次のような活動を行います。

現場への出動 火災現場へ駆け付け、消防隊と協力し消火活動
に当たるほか、避難誘導や安全管理を行います。
また、大規模災害発生時は、災害対応の最前線
で消火や救助活動などに当たります

訓練・研修 いざというときに備え、夜間や休日などに集まり、
さまざまな訓練・研修に取り組んでいます

普及啓発活動 町内会や学校、福祉施設、事業所など、地域の団
体に対し、防火・防災指導や、応急手当講習など
を行います

Ｑ .どんな活動をしているの？
ギモン
3
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情報プラザのイベント・講座情報は、地デ
ジのデータ放送（STV・5 チャンネル）や
スマートフォンの無料配信アプリ「ｉ

アイ

さっ
ぽろ」でも見ることができます！

暮らしに役立つ情報が満載！ 情報は
毎週水曜日
に更新

地デジ・アプリによる情報配信に伴い、平成 30 年
5 月号から情報プラザのページを削減しますQRコード

ら保 健 ーセ ン タ か

●内容　雪中運動会、スノーキャンドル作りなど
●対象・定員　区内にお住まいの小学3～6年生･先着100人
●申込・詳細　12月12日㈫～14日㈭10時30分～17時に市子ど
も会育成連合会北区支部（北25西6 北区民センター内）
☎・ 736-5531※参加申込書の提出と費用の納入は12月19
日㈫～21日㈭10時30分～17時に同支部へ

1月6日㈯  9時30分～7日㈰ 11時
滝野自然学園（南区滝野106）《参加費4000円》

子ども会学校スノーキャンプ参加者募集

明るい選挙啓発ポスター展《無料》

■詳細　北区明るい選挙推進協会・北区選挙管理委員会　
☎757-2404

月日 時間 会場
12月21日㈭
～1月10日㈬ 8時45分～17時15分 北区役所 1階 ロビー

1月12日㈮
～18日㈭ 8時45分～21時

篠路コミュニティセンター
1階 ロビー（篠路3-8)

1月20日㈯
～28日㈰

屯田地区センター 
1階 ロビー（屯田5-6)

区内の小中学生から募集した明るくきれいな選挙を呼び掛け
るポスターの入選作品を展示します。

北区新年交礼会

●申込　12月14日㈭までに地域振興課または各まちづくりセ
ンターで参会券を購入
■詳細　北区連合町内会運営協議会事務局（地域振興課内）
☎757-2407

1月4日㈭　13時30分～14時30分[受け付けは13時から〕
札幌サンプラザ 2階 金枝の間（北24西5）《2500円》

障がいのある方や、そのご家族からのさまざまな相談をお受けします。

障がいのある方の地域の相談先《無料》
受付時間：月曜日～金曜日（祝・休日を除く）　9時～17時

■詳細　保健福祉課福祉支援一係　☎757-2464

相談室 住所 連絡先
つぼみ 北26西3 ☎ 299-7246　F 299-7240
ぽらりす 北21西5 ☎ 757-1871　F 757-1872
らっく 北38西4 ☎ 769-0981　F 214-0904

区分 相談員 連絡先 区分 相談員 連絡先
視覚 近藤 ☎ 090-8705-2274

肢体

松田 ☎・F 762-0791

聴覚
渡辺 F 757-1057 樫原 ☎・F 762-0729
本田 ☎・F 761-2896 和崎 ☎・F 771-8421

内部 中山 ☎・F 764-2824 後藤 ☎・F 757-3950

知的
小島 ☎ 080-4581-7642 高橋 ☎・F 717-0920
堀 ☎ 080-4581-7643 　☎…電話　F…ファクス

1月18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）

●内容　親子で一緒にリフレッシュ　親子ビクス②
●対象・定員　0歳～就学前の乳幼児と保護者・先着15組
●申込・詳細　1月4日㈭10時から健康・子ども課子育て支援
担当係　☎757-2566

子育て講座（親子同室）《無料》

1月25日㈭　10時～11時30分／北区民センター 2階 講義室

●内容　お友だちトラブルどうする？～相手の子どもとマ
マ、自分の子どもへの対応～
●対象・定員　0歳～就学前の乳幼児の保護者・先着20人
●申込・詳細　12月25日㈪10時から健康・子ども課子育て支
援担当係　☎757-2566

子育て講座（託児付き）《無料》

各家庭で不要となった絵本を提供していただき、保育所、幼
稚園、子育てサロン、乳幼児施設で活用し、乳幼児期から絵
本（読書）に親しむ環境づくりを進めます。
●絵本の種類　乳幼児向けの絵本（汚れや破損の少ないもの）
※図鑑や月刊誌は対象外です
■詳細　健康・子ども課子育て支援担当係　☎757-2566

《回収期間》12月11日㈪～15日㈮　8時45分～17時15分
《回収場所》北保健センター 2階 ③番窓口

絵本リサイクル

●対象　区内にお住まいの平成9年4月2日～平成10年4月1日
に生まれた方
●申込　当日、直接会場へ（対象の
方には12月上旬に案内状を送付いた
しますが、区内に住民登録をしてい
ない方や帰省中の方などは、案内状
がなくても参加できます）
●当日、会場で募金を行います。お
寄せいただいたお金は、高齢者や障がいのある方などへの支
援に使われます。ぜひご協力ください
●ご本人のみの入場となります。介助者の同行が必要な場合
は、お問い合わせください
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757-2407

1月8日㈷　13時～14時15分〔開場・受け付けは12時から〕
ニトリ文化ホール（旧北海道厚生年金会館）（中央区北1西12）

北区新成人を祝う会《無料》
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12月29日㈮～1月3日㈬の期間、区役所などはお休みします。
詳しくは、本誌30、31ページをご覧ください。

12月30日㈯～1月3日㈬の期間、ごみの収集をお休みします。
●各地区の収集日は「札幌市家庭ごみ収集日カレンダー」でご確認ください
●ごみは必ず収集日当日の朝、8時30分までにお出しください
●大型ごみの収集日は、本誌31ページをご覧ください
■詳細　北清掃事務所　☎772-5353

ごみの収集

まちづくりセンター（鉄西、幌北、北、新川、新琴似、新琴似西、麻生、太平百合が原）
で、住民票や印鑑証明書などを受け取るテレフォンサービスの12月28日㈭受け付け
分は、1月4日㈭以降のお渡しとなります。
■詳細　戸籍住民課住民記録係　☎757-2412

各種証明発行の電話受け付け

12月29日㈮～1月3日㈬は、以下の施設の古紙回収ボックスは利用できません。

古紙回収ボックス

施設名 設置場所
北区役所（北24西6） 北区役所北側
篠路コミュニティセンター（篠路3-8） 正面入り口左手
屯田地区センター（屯田5-6） 駐車場奥
拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6） 正面入り口付近自転車置場横

■詳細　ごみ減量推進担当課　☎211-2928

年末年始の
　　お知らせ

　長年にわたり、地域の自治振興に
貢献された方の功績をたたえる「札
幌市自治振興功労者」の表彰式が11
月21日に行われました。
　北区からは梅香 一哉さん（鉄西連
合町内会会長、鉄西第14町内会会長）
と虻川 輝行さん（新琴似連合町内会
会長、新琴似三番第一町内会会長）
が表彰されました。

札幌市自治振興功労者表彰

梅
うめ

香
か

  一
かず

哉
や

さん 虻
あぶ

川
かわ

  輝
てる

行
ゆき

さん

●メニュー　冬野菜と豚肉のごま豆乳煮込み、だし巻き卵、タラの昆布締め入りサ
ラダ、ご飯、果物（野菜使用量165g､エネルギー604kcal)
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

12月11日㈪～17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

ノルディックウオーキングを2週連続で行います。用具は貸し出しますので、
初めての方でも安心です。
月日 時間 集合場所 内容

1月12日㈮
10時～12時

北区民センター 3階 ホール 基本動作、北保健センター
周辺歩行

1月19日㈮ 鉄西会館 2階(北10西4) 北大構内歩行

冬のノルディックウォーキング講座《全2回･無料》

●対象・定員　区内にお住まいの小学生以上で2回とも参加できる方（小学生は保
護者同伴）・先着30人
●申込・詳細　12月11日㈪～25日㈪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、学校名・学年（児童・生徒のみ）、
返信先を記入）☎757-1181、 757-1187
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区 内 ※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。各 施 設 の 講 座 な ど

▲

情
報
プ
ラ
ザ

12
／
11
㈪

　
1
／
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　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〕12/29㈮～1/3㈬

冬休み子どもお楽しみ会 1/11㈭　10時～12時

無料

要申込  先着  
200人(要整理券)

12/11㈪～1/11㈭
窓口で整理券配布

みんなの茶の間オープンカレッジ
①不動産売却の税
②一見、お得、実は損！なお金の使い方

1/17㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着  20人 12/11㈪～1/17㈬

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〕12/29㈮～1/3㈬

多世代交流「新・新サロン」 12/12㈫､ 1/9㈫　13時～16時
無料

直接会場  編み物サロン、大型遊具など

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」 12/16㈯　11時～11時30分 直接会場  

小学生冬休み工作講座（浮
ふ

沈
ちん

子
し

と
アヒル電池チェッカー作り） 1/8㈷　13時30分～15時30分 100円

1/8までに納入
要申込  先着  20人
[対象] 小学生

12/12㈫～1/7㈰ 
小学1･2年生は保護者同伴

おもちゃクリニック 1/8㈷　13時30分～16時 無料 直接会場  修理したいおもちゃをお持ちください。
内容により別途部品代が必要な場合もあります

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電話申し込み不可　②受付時間は9時～21時　〔休館〕12/29㈮～1/3㈬

新春書初め
午前の部 1/5㈮　10時～12時 申込時

各400円
材料費含む

要申込  先着  
各10人

12/11㈪～26㈫
[持ち物] 書道道具午後の部 1/5㈮　13時30分～15時30分

はじめての茶箱あそび《全6回》 1/10㈬､ 24㈬､ 2/14㈬､ 28㈬､
3/14㈬､ 28㈬　9時30分～12時30分

申込時  4500円
抹茶･菓子代含む

要申込  先着  10人
〔対象〕15歳以上（中高生除く）

12/11㈪～26㈫
[持ち物] 筆記用具

新春囲碁大会 1/14㈰　9時～15時 申込時  500円 要申込  先着  60人
〔対象〕15歳以上（中高生除く） 12/14㈭～1/5㈮

初心者手作り味
み

噌
そ

《全2回》 1/19㈮､ 26㈮　13時～15時 申込時  4500円
材料費含む

要申込  先着  15人
〔対象〕15歳以上（中高生除く）

12/11㈪～1/5㈮
[持ち物] 筆記用具

新春麻
マージャン

雀大会 1/28㈰　13時～16時30分 申込時   500円
要申込  先着  
100人
〔対象〕15歳以上（中高生除く）

12/14㈭～1/5㈮

消防隊が災害現場で使用するロープを
使った消防署員手作りの防火絵馬を配
布します。
●対象・定員　受験生またはその家族・先着119人(1人1枚)
■詳細　北消防署幌北出張所　☎746-1924

12月18日㈪　9時から（8時から整理券配布）
北消防署幌北出張所（北15西5）

「合格祈願 落ちないロープ付き防火絵馬」配布《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。
●日時　12月15日㈮～27日㈬(18日㈪､25日㈪を除く)
　　　　火・金曜日：10時～18時
　　　　水・木曜日：10時～20時
　　　　土・日曜日：10時～17時
●場所　石狩市民図書館 1階 ロビー（石狩市花川北7-1）
■詳細　総務企画課広聴係　☎757-2503

北区写真展を石狩市民図書館で開催
します《無料》

道 内
連 携ら北 消 か防 署
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12
／
11
㈪

1
／
10
㈬

▲

　 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

　   表中の記号情
報
プ
ラ
ザ

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〕12/29㈮～1/3㈬

絵本読み聞かせ「ドリームランド」 12/15㈮　10時～11時
無料

直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

親子で遊ぶ「るんるんサロン」 12/16㈯　10時～11時30分 直接会場  読み聞かせ、ゲーム、お絵かきなど

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〕12/29㈮～1/3㈬

おはなしの会「まんまるころころ」 12/16㈯　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 12/24㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「郡
ぐ

上
じょう

一
いっ

揆
き

」

親子折り紙講座《全2回》 12/27㈬､ 28㈭　10時～12時 1組 800円
12/24までに納入

要申込  先着  8組
1組にお子さん2人まで可

12/12㈫～24㈰
教材費含む

冬休み書初め講座 1/11㈭　10時～12時 500円
1/5までに納入

要申込  先着  6人
〔対象〕小学生

12/14㈭～1/5㈮
[持ち物] 書道道具､ 学
校の課題のお手本､ 書初
め用半紙

新春囲碁大会 1/14㈰　9時～15時 500円
1/6までに納入 要申込  先着  48人 12/16㈯～1/6㈯

[持ち物] 昼食､ 飲み物

冬休み親子で自由研究～紙バンド
で作る小さなカゴ～ 1/16㈫　10時～12時

受講料1組 500円
教材費1人 300円
1/9までに納入

要申込  先着  6組
〔対象〕小学生と保
護者

12/16㈯～1/9㈫
[持ち物] はさみ、木工
用ボンド、手拭き

新春百人一首交流会 1/21㈰　13時～15時 300円
1/15までに納入 要申込  先着  24人 1/4㈭～15㈪

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9時～17時　〔休館〕12/29㈮～1/3㈬

おはなし会「ずくぼんじょ」 1/6㈯　14時～15時 無料 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〕12/25㈪、12/29㈮～1/1㈷ ／  〔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
短期こどもかけっこ塾A（小学生）
《全3回》

1/9㈫､ 10㈬､ 11㈭

9時30分～
  10時30分

各1910円 要申込  抽選  
各20人

12/11㈪～15㈮ 9時～20時
電話・ホームページから
申し込み可
※12/17㈰14時抽選。落
選者のみ、19日㈫までに
電話でお知らせします

〔納入期間〕
12/23㈷～28㈭
※12/25㈪を除く

短期こどもかけっこ塾B（小学生）
《全3回》

10時40分～
  11時40分

少人数制モーニングプライベート
Y
ヨ

OG
ガ

A《全8回》
1/30～3/20の毎週
火曜日

10時～
  11時15分

各8730円 要申込  抽選  
各8人

少人数制脂肪燃焼ヨガ《全8回》 11時30分～
  12時30分

少人数制ナイトプライベート
Y
ヨ

OG
ガ

A《全8回》
19時～
  20時15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、12/29㈮～1/3㈬

冬の工作会「しおりをつくってみよう！」 12/16㈯､ 17㈰　13時～16時
無料

直接会場  

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 12/23㈷　14時～14時30分 直接会場  〔対象〕幼児～小学生
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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。

11/3　篠路子ども歌舞伎
　　     ～篠路コミュニティセンター

10/14　秋のふれあいウォーキング
　　　   ～新琴似西地区

10/15　高齢者等認知症 SOSネットワーク
　　　   捜索模擬訓練～麻生地区

11/3　国際交流フェスティバル
　　     ～プラザ新琴似

10/11　滑り止め砂入りペットボトル製作
　　　   ～和光小学校

10/12　放課後チャレンジ
　　　   ～屯田南小学校

11/6　幌
ほろ

北
きた

地区交通事故死ゼロ4000日
　　　  達成表彰式～北区役所

10/1　幌
ほろ

北
きた

子どもと地域のつどい
　　     ～幌

こう

北
ほく

小学校


