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北区の写真 募集中!北区の写真 募集中!
ご応募いただいた作品は、北区写真展など、

北区の広報活動で活用いたします。

あなたが撮った北区の「街・人・風景」あなたが撮った北区の「街・人・風景」随時

受付

▪募集作品▪　応募者本人が北区内で撮影した、街並みや自然あふれる風景などで未発表のもの。

　　　　　　　ただし、人物が特定されるものは除く。応募数に制限はありません。

詳しくは、北区ホームページまたは総務企画課広聴係☎ 757-2503 まで！ 札幌市北区　写真応募 検索募 検索

 北区写真展 北区写真展

北区健康まちづくりキャラクター

「ぽっぴぃ」

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　FAX 757-2401

287,651 人（＋ 554）

137,436 世帯（＋ 763）

人口

世帯数

北区の人口と世帯数

2018 年 5 月 1 日現在（前月比）

北区関連施設一覧

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

ki.somu@city.sapporo.jp

☎ 757-2400

● 北区役所　

　〒001-8612　北区北24西6   　    （代表）

● 北区土木センター（太平 12-2） ☎ 771-4211

● 出張所・まちづくりセンター

新川（新川 1̶4）

北（北 29 西 7）

幌北（北 17 西 5）

鉄西（北 10 西 4）

篠路出張所・篠路（篠路 4̶7）

拓北・あいの里（あいの里 1̶6）

太平百合が原（太平 8̶7）

麻生（北 39 西 5）

屯田（屯田 5̶6）

新琴似西（新琴似 7̶14）

新琴似（新琴似 7̶4）

● 北保健センター（北 25 西 6） ☎ 757-1185

☎ 771-2231

☎ 726-5285

☎ 726-6345

☎ 726-4385

☎ 762-2604

☎ 761-4205

☎ 762-8767

☎ 772-1260

☎ 757-5810

☎ 771-9180

☎ 778-2355

北区HP「みてきて北区」

Ｅメール

北区健康ま

「ぽっぴぃ
北区民のページ

６

２０１８

月

未着

5/17　平成 30 年度北親大学開講式

　　　～北区民センター
5/16　ハーレー警ら隊出発式

　　　～屯田小学校

5/10　消防協力者へ感謝状贈呈

　　　～北消防署

5/12　新川さくらフェスティバル音楽祭

　　　～札幌サンプラザ

5/16　幌
こう

北
ほく

小児童と日赤奉仕団幌
ほろ

北
きた

分団

　　　の花植え～幌北小学校
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八十八選⑪（北 9西 7北大構内）

ウィリアム・S・クラーク像
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八十八選⑰（北 13 西 5 ～ 7 北大構内）

北大イチョウ並木
八十八選65（百合が原公園内）

’86 さっぽろ花と緑の博
はく

覧
らん

会
かい

モニュメント

八十八選㉙（新川 4-14 新川中央公園内）

新川「開
かい

基
き

百年記念」碑
ひ

八十八選72（篠路 4-7）

篠路獅
し

子
し

舞
まい

八十八選55（屯田 7-7 屯田開拓顕
けん

彰
しょう

広場）

馬
ば

魂
こん

之
の

像
ぞう

クイズ１

�����

�����

�����

八十八選39（新琴似 8-3 新琴似神社境内）

新琴似屯田兵中
ちゅう

隊
たい

本部

八十八選81（篠路町篠路 416-1）

藍
あい

栽培ゆかりの地

クイズ2

クイズ3

クイズ5

クイズ6

クイズ7

クイズ8
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北区には、歴史を物語る建物や文化遺産が数多く残されています。北区には、歴史を物語る建物や文化遺産が数多く残されています。

この貴重な財産を後世に伝えていくため、88 カ所の文化遺産なこの貴重な財産を後世に伝えていくため、88 カ所の文化遺産な

どを選定をしたのが「北区 歴史と文化の八十八選」です。どを選定をしたのが「北区 歴史と文化の八十八選」です。

今月は、この八十八選にまつわるクイズを出題。今月は、この八十八選にまつわるクイズを出題。

全問正解を目指し、ぜひ挑戦してみてください！全問正解を目指し、ぜひ挑戦してみてください！

北区健康まちづくりキャラクター北区健康まちづくりキャラクター

「ぽっぴい」「ぽっぴい」

【詳細】　地域振興課まちづくり調整担当係　☎ 757-2407【詳細】　地域振興課まちづくり調整担当係　☎ 757-2407

クイズの
ヒントに 「北区 歴史と文化の八十八選 コースガイド」配布中

北区役所では、平成 2 年、郷土史家や文化団体の役員などと共に「北区 歴史と文化の

八十八選」を選定しました。平成 3 年には、全ての箇所に、それぞれの由来や歴史的

経過などを説明した案内板を設置。この案内板には、キーワードが書かれており、そ

れを順番につなぎ合わせると、一つの文章が完成する仕組みで、楽しみながら北区の

歴史を学ぶことができます。八十八選のコースガイドは、北区役所や区内のまちづく

りセンターで配布中です！クイズのヒントが多数掲載されています。北区ホームペー

ジにも掲載されていますので、ぜひご覧ください。

北区 歴史と文化の八十八選

①クイズの答え（全 8 問）

②郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号

③今後、広報さっぽろ北区民のページで取り

上げてほしいテーマ 

④その他、広報さっぽろへのご意見・ご感想

《 必 要 事 項 》

※ 応募者の個人情報は、北区役所が適切に管理
し、抽選および賞品の発送以外には使用いた
しません。

クイズの全問正解者の中から抽選で

20 人の方に Q
ク オ

UO カード（1000 円分）

を差し上げます。

対　　象 北区在住または北区に通勤・通学されている方。
1 人 1 通のみ有効

申 込 先 はがきの場合　〒 001－8612 北区北 24 条西 6 丁目
北区役所総務企画課広聴係
FAX の場合　757-2401
E メールの場合　ki.somu@city.sapporo.jp

（件名に「八十八選クイズの応募」と記載）

はがき、FAX または E メールに右記の必要
事項①～④を記入。6 月 29 日（金）必着
※ はがきの場合は消印有効

応募方法

応 募 の 詳 細

※ 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせ
ていただきます。

詳　細

総務企画課広聴係　☎ 757-2503

プレゼント

��

����������

�������

検索
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情報情報
　プラザ　プラザ

6/11㈪
▼▼

7/10㈫

6月22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　6月14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）　☎757̶1181

c  757̶1187

ら保 健 ーセ ン タ か

6月18日㈪～24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　豚肉と野菜の蒸し物、高野豆腐の新緑グラタン、
エビとアボカドのサラダ、ご飯、みそ汁（野菜使用量175g、
エネルギー645kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757̶1181

666

77

地デジ と  と アプリアプリ で で

  お知らせ情報配信中 !!

詳しくは「きた
6」ページをご覧

ください

て 情 報子 育

7月4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 講義室

赤ちゃんといっしょ《無料》

お子さんの成長の様子

や子育てに関わる心配、

悩みなどをお母さん同

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　☎757̶1181

7月24日㈫　10時～11時30分

北区民センター 2階 講義室

子育て講座（託児付き）《無料》

●内容　子どもに食べさせたい！
　　　　～安心・安全の食選び～
●対象　区内にお住まいの乳幼児の保護者
●定員　先着20人
●申込・詳細　6月26日㈫10時から
健康・子ども課子育て支援担当係　☎757̶2566

月日 実施時間 場所 内容

6月15日㈮

10時～12時

北区民センター
3階 区民ホール

ポールの使い方、
基本の歩き方、
実技（近くの公園）

6月22日㈮ 百合が原公園 実技

●対象　区内にお住まいの方
●定員　先着30人
●申込・詳細　6月11日㈪～13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
を記入）　☎757̶1181  c  757̶1187

歩いて健康づくり！ノルディックウオーキング

講座《全2回・無料》

実技

地デジ地デジ

  お知お知

くは「きた6」

このほかにも
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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

6月14日㈭

9時30分～11時30分
拓北・あいの里地区センター

（あいの里1-6）
13時30分～15時

6月15日㈮

9時～11時

プラザ新琴似（新琴似7-4）

13時30分～15時

6月25日㈪

9時30分～11時 篠路西部会館（篠路3-2）

13時30分～15時
新琴似三和福祉会館

（新琴似7-14）

6月27日㈬

9時30分～11時30分
篠路駅前団地福祉会館

（篠路5-4）
13時30分～15時

7月2日㈪

9時～11時

麻生地区会館（北39西5）

13時30分～15時

住民集団健康診査・ 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

●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）　☎207̶3913

●健康診査受診時には、受診券と健康保険証（生活保護世帯

の方は生活保護世帯健康診査受診券、支援給付世帯の方は本

人確認証）を必ず持参してください

●健康診査以外は受診券不要です。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　☎757̶1181

・申し込みは、はがき1枚につき1名様、1通のみ有効

・応募多数時抽選（返信はがきで結果を通知します）

・消せるボールペンでの記入はご遠慮ください

●日時　8月 11 日（土・祝）　13 時キックオフ

●会場　札幌ドーム（豊平区羊ケ丘 1）

●対象・定員　区内にお住まいの方・200 人

●申込　6月29日㈮（消印有効）までに、往復はがきの往

信側に観戦希望者の住所・氏名・年齢・電話番号・メール

アドレス・クラブコンサドーレのICカード番号（会員のみ）

を、返信側に宛先を記載の上、送付先まで郵送

●送付先・詳細　

〒063-0052　札幌市西区宮の沢2条3丁目4番1号　

　　　　　  北海道コンサドーレ札幌北区民応援デー係　

　　　　　  ☎777-5310

※応募者の個人情報は、株式会社コンサドーレが適切に管理し、本件

を含む当クラブからのアンケートやご案内以外には利用いたしません

北区民応
援デー

北区民応
援デー

対セレッソ大阪戦（札幌ドーム・サポーターゾーンサポーターゾーン・

コーナー自由席）へご招待します。

北海道コンサドーレ札幌北海道コンサドーレ札幌
公式戦ご招待！公式戦ご招待！
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地デジとアプリで
イベント・講座情報配信中！

QRコード

6/11 月 7/10 火

▲

各センタ各センターイチオシ！ーイチオシ！

イベントイベント・講座・講座

  は  は    こ れこ れ    だ！だ！

このほかのイベント・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

も配信しています。ぜひご覧ください！　

てづくり絵本講座《全 3 回》

製本から始め、B5 サイズハードカバーのオリジナル絵
本を作ります。初めての方でも大丈夫です。仕掛け絵
本の仕組み、画材やテクニックの紹介もします。

篠路コミュニティセンター

詳細   篠路コミュニティセンター　▪☎：771-3700　

▪住所：篠路 3-8　▪講座などの受付時間：9 時～ 20 時

L
レ ッ ツ

et's フラ！《全 4 回》

日時  6/29㈮、7/6㈮、13㈮、20㈮

13 時～ 14 時

定員  先着 6 人

費用  受講料 2,000 円（6/22 ㈮までに納入）

申込  6/11㈪～ 22㈮に来所・電話により申し込み

初めてでも楽しみながらフラダンスを踊れる講座です。

回》3 回》全《講座本講絵絵本りくててづててづくり絵本講座《全 3

絵ナルジジナリオハードカバハードカババーのズズハーードカバーサイ5Bめ、始始ら本か製製本 のオ製 リ本 ジか ナら始 ル絵始め 絵、B5 サイ
絵掛け仕仕掛仕す方でも大丈方でも大大丈夫でのの方方でも大丈夫でて初め初すまりを作本本を です本 。を 仕作 掛り け絵ます 絵。初めて

すまニックの紹介ニックの紹介もしクニックのの紹介もテや画材画みみ組の仕本本の し本 ますの 。仕組組みみ、画材やテテク

北区民センター

詳細   北区民センター　▪☎：757-3511　▪ FAX：717-1139

▪住所：北 25 西 6　▪講座などの受付時間：9 時～ 21 時

札幌ウインドアンサンブル「サマーコンサート」

札幌ウインドアンサンブルによる吹奏楽コンサートを
行います。

日時  7/8㈰　15 時～ 16 時 30 分〔14 時 30 分開場〕

定員  先着 200 人（要整理券）

費用  無料

申込  6/11㈪～ 7/7㈯に窓口で整理券配布

新琴似・新川地区センター

詳細   新琴似・新川地区センター　▪☎：765-5910　

▪住所：新琴似 2-8　▪講座などの受付時間：9 時～ 21 時

新・新まつり

日時  6/17㈰　9 時 30 分～ 14 時　　 費用  入場無料

申込  不要。当日直接会場にお越しください

備考  フリーマーケットの出店（出店受け付けは 6/11 ㈪

から）、小学生以上のボランティアの募集について

は、お問い合わせください

フリーマーケット（出店有料）、模擬店、ゲームコー
ナーなどがあります。

太平百合が原地区センター

詳細   太平百合が原地区センター　▪☎：770-6531

▪住所：太平 12-2　▪講座などの受付時間：9 時～ 21 時

第 8 回　パークゴルフ大会

日時  7/14㈯　8 時～ 12 時 30 分

定員  先着 150 人

費用  600 円（6/27 ㈬までに納入）

申込  6/18㈪～ 27㈬に来所・電話により申し込み

待ちに待ったシーズン到来です。日頃の練習成果を
発揮するチャンスです。豪華賞品もあります。奮っ
てご参加ください！

拓北・あいの里地区センター

詳細   拓北・あいの里地区センター　▪☎：778-8000　

▪住所：あいの里 1-6　▪講座などの受付時間：9 時～ 17 時

ペーパークイリング

日時  7/11㈬　10 時～ 12 時

定員  先着 15 人　　 対象  区内にお住まいの方　　

費用  1,500 円（申込時に納入・教材費含む）

申込  6/25㈪～ 7/7㈯に来所により申し込み（電話申し

込み不可）

細長い紙をくるくる巻き、さまざまな形を組み合わせて
作るペーパーアートを楽しみませんか。

屯田地区センター

詳細   屯田地区センター　▪☎：772-1811　

▪住所：屯田 5-6　▪講座などの受付時間：9 時～ 21 時

第 28 回　サークル発表会

日時  6/15㈮～ 17㈰　10 時～ 15 時

費用  入場無料

申込  不要。当日直接会場にお越しください

6/15 ㈮・16 日㈯は作品展示、17 ㈰は舞台発表（11 
時～）、手打ちそば・喫茶・バザー（有料）、お楽しみ
抽選会などを行います。


