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5/11㈯ 
春マルシェで1,000円以上お買い上
げの方に、出来たてバウムクーヘン
（小割）をプレゼント！（先着50人）

昨年の大好評に応えて今年は 2日間
開催！　クラシックとジャズで奏で
る春の調べをお楽しみください

【詳細】地域振興課　【詳細】地域振興課　bb889-2024889-2024

55月月1111日日　　　　・・1212日日土 日

11：00～17：0011：00～17：00

吉澤吉澤

5/11
㈯

12:00～ 12:30
14:30～ 15:00

PMF  弦楽四重奏 
能登谷安紀子（バイオリン）、小林佳奈（バイオリン）、
立木一真（ビオラ）、中島杏子(チェロ)

13:00～ 13:30
15:30～ 16:00 谷川拓真(ピアノ）、治田七海(トロンボーン）

5/12
㈰

12:00～ 12:30
14:30～ 15:00

PMF  金管五重奏
櫻井匡(トランペット）、永吉あすか(トランペット)、
向畑華仁衣（ホルン）、清水千恵子（トロンボーン）、
三上麻希子（チューバ）

13:00～ 13:30
15:30～ 16:00 吉澤吉澤（ピアノ、ドラム）

5/12㈰ 11:00～
ここでしか味わえない新作スイート
ポテトや、オリジナルブレンドコーヒ
ーの試食・試飲コーナーも（数量限定）

5/11㈯、12㈰ 11:00～
マカロンなど魅力的なス
イーツや絶品パンを販売

きよっちきよっちが会場に登場！

認知機能が分かる！健康測定コーナー健康測定コーナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

きよ
た

スイ
ーツ

×

Les Richesses（レ・リシェス）

自然満喫倶楽部

早川コーヒー

Café ZIKK
A

お菓子のドルチェヴィータ

治田七海谷川拓真
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清田区は、平成19年（2007年）11月に10周年を迎えたことを記念して
「白旗山白旗山」「あしりべつ川あしりべつ川」「平岡梅林平岡梅林」の3つを区のシンボルに決定しま　
今月は、梅の花の見頃を迎えている「平岡梅林平岡梅林」とともに平岡公園を紹　
開花期には10万人以上の花見客が訪れる梅の名所として有名なほか、　
野球場、テニスコートなどを備える区内唯一の総合公園です。
住宅街にありながら、豊かな自然を観察することができる、まちのオア　

毎日　　で開花状況を更新しています

住宅街にありながら、豊かな自然を観察することができる、まちのオア　

日 で開花状況を更新しています

1 2
3 4

　　　　　　  湿生植物▶
1【ミツガシワ】5月下旬
2【ヤナギトラノオ】6月中旬
3【エゾミソハギ】7月～9月
4【エゾノヒツジグサ】7月～9月

開花状開花開花花開開花花花 況を更新し ます

高さ10メートルの
ネットクライミング！

紅梅：白梅が4：6で植栽されています

毎日毎日

平岡梅林には、約1,200本の「豊後性」の紅梅・
白梅が植栽されています。ウメとアンズの自
然交雑種で、花は大輪、葉には毛があるなどの
特徴があります。近くで観察してみてくださ
い。また、丘陵地を生かした眺望ポイントから
は梅林を見渡すことができます。ぜひ紅梅・白
梅の色のハーモニーをお楽しみください。

平岡公園の管理をする
　　　　　　　　　　  澤

さわ

田
だ

　拓
たく

矢
や

 さん　
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5月11日㈯からの内容を掲載しています。5月11日㈯からの内容を掲載しています。

清田区の人口・世帯数清田区の人口・世帯数
※4月1日現在。（　）内は前月比※4月1日現在。（　）内は前月比

人　口人　口 ／  ／ 114,776人114,776人　 　 （（－－262262））
世帯数世帯数 ／ ／    46,36246,362世帯世帯  （（＋＋3939））

約8キロの「平岡公園よくばり
コース」をウオーキングします
爽やかな汗を流しましょう！

日 5月16日㈭　9時30分～12時
　（9時受け付け開始） ※雨天中止※雨天中止
集 区役所　正面玄関前　
￥ 申 無料・不要　持 飲み物、タオル
他 歩きやすい服装と靴でご参加ください

【詳細】健康・子ども課健やか推進係 b889-2049  FAX889-2405

ヤマメがすむ清流を守っていこうとい
う思いを込めて、区のシンボルの一つ
「あしりべつ川」へヤマメの稚魚を放流
します

日 5月18日㈯  13時 ※雨天決行
所 北野ふれあい橋下 親水公園
    （北野6条3丁目）　
￥ 申 無料・不要

【詳細】北野まちづくりセンター b883-0373  FAX888-3681

白旗山の「自然観察の森～山頂～
札幌ふれあいの森」を散策しなが
ら草花や野鳥たちを観察します

日 6月2日㈰　9時～14時
    （8時30分集合、14時30分解散）（8時30分集合、14時30分解散）
　 ※雨天時は6月16日㈰に順延　 ※雨天時は6月16日㈰に順延
集 区役所　正面玄関前　
対 定 ￥ 15歳以上（中学生除く）・30人・無料
持 昼食、飲み物、敷物、筆記用具、帽子、手袋、タオル、雨具　
他 歩きやすい長袖の服装と靴でご参加ください
申込期間 5月8日㈬～20日㈪ 抽選
 ※1グループ5人まで申し込み可。抽選はグループ単位で行います

申込方法　札幌市コールセンターに電話、ファクスまたはHP（行事名、住所、氏名、年齢、電話番号を明記）
　　　　　　　　　　bb222-4894（8時～21時）222-4894（8時～21時）　　FAX FAX 221-4894221-4894　　HP  www.city.sapporo.jp/callcenter/uketsukewww.city.sapporo.jp/callcenter/uketsuke

豊平公園緑のセンターから講師を
迎え、ガーデニングの基礎講座とプ
ランターへの寄せ植えを行います

日 6月20日㈭　13時30分～15時30分　
     ※途中入退場不可※途中入退場不可
所 区役所　3階大会議室
     （屋外作業はありません）　
対 定 ￥ 区内にお住まいの方・20人・無料
持 エプロン、園芸用ゴム手袋　
他 作業に適した服装でご参加ください
申込期間  5月10日㈮～31日㈮ 抽選

【詳細】地域振興課まちづくり調整担当 b889-2024  FAX889-2701

キツネのフンには、人に感染する寄生虫”エキノコックス”
の卵が含まれていることがあります
【感染を予防するために】
・外から帰ったらよく手を洗う
・山菜や家庭菜園の野菜はよく洗うか加熱して食べる
【キツネを寄せ付けないために】
・キツネにエサを与えない
・ペットのエサなど、キツネのエサに
  なるようなものを外に放置しない
・ごみステーションをしっかり管理する

【詳細】健康・子ども課生活衛生担当 b889-2408  FAX889-2405

子育てのさまざまな困り事について保
育士に相談できる「こそだてインフォ
メーション きよっちるーむ」（区役所2
階）がリニューアル！絵本やおもちゃ
で遊べる子どもスペースが
広くなった他、壁にはきよっ
ちのかわいいイラストも登
場しました

【詳細】健康・子ども課子育て支援担当 b889-2052 FAX889-2405

イベントピックアップイベントピックアップ

注目トピックス注目トピックス

５月月
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■食生活改善推進員養成講座■食生活改善推進員養成講座
栄養に関する講話や調理実習などを行い、料理栄養に関する講話や調理実習などを行い、料理
教室や食育イベントのサポートなど「食を通し教室や食育イベントのサポートなど「食を通し
た健康づくり」を進めるボランティアを養成た健康づくり」を進めるボランティアを養成
日  5月31日㈮、6月5日㈬、12日㈬、19日㈬、5月31日㈮、6月5日㈬、12日㈬、19日㈬、
　 27日　 27日㈭㈭、7月4日㈭（全6回）、7月4日㈭（全6回）　　
      9時～12時（6月19日は9時30分～13時30分）9時～12時（6月19日は9時30分～13時30分）
所 区役所2階　保健センター　区役所2階　保健センター　
￥ 無料（別途テキスト代1,188円が必要）無料（別途テキスト代1,188円が必要）
定 30人30人　
申  5月13日㈪～23日㈭に 5月13日㈪～23日㈭にbbまたは窓口（土・または窓口（土・
日曜日を除く）、日曜日を除く）、FAXFAXまたはまたはＥ（行事名、住（行事名、住
所、氏名、年齢、電話番号を明記） 所、氏名、年齢、電話番号を明記） 先着  

Ｅ kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jpkiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp     
問 健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）

■胃がん・大腸がん検診■胃がん・大腸がん検診
日 6月12日㈬　8時45分～10時受け付け6月12日㈬　8時45分～10時受け付け
所 区役所2階　保健センター区役所2階　保健センター
対  胃がん：5胃がん：50歳以上で原則偶数歳（2年に1回）
　 大腸がん：40歳以上（年1回）　 大腸がん：40歳以上（年1回）
￥ 胃がん（バリウム） 700円、大腸がん（検便）400円胃がん（バリウム） 700円、大腸がん（検便）400円
　 ※一部、減免対象者あり（要確認）　 ※一部、減免対象者あり（要確認）
申  6月5日㈬までに、6月5日㈬までに、bb、、FAXFAXまたはまたはＥ（住所、（住所、
氏名、電話番号、希望の検診日・検診名を明記）氏名、電話番号、希望の検診日・検診名を明記）

Ｅ kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jpkiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp

■住民集団健康診査■住民集団健康診査
特定健診、後期高齢者健診など特定健診、後期高齢者健診など  当日  

日時 会場
5月14日㈫5月14日㈫
9時～11時9時～11時

東北野会館東北野会館
（北野4条5丁目4-55）（北野4条5丁目4-55）

5月20日㈪5月20日㈪
9時～11時9時～11時

こもれび会館こもれび会館
（平岡公園東10丁目2-10）（平岡公園東10丁目2-10）

5月20日㈪5月20日㈪
13時30分～15時13時30分～15時

羊ケ丘通町内会館羊ケ丘通町内会館
（美しが丘3条5丁目5-15）（美しが丘3条5丁目5-15）

6月6日㈭6月6日㈭
9時30分～11時9時30分～11時

清田中央総合会館清田中央総合会館
（清田6条2丁目10-1）（清田6条2丁目10-1）

■春の健康測定■春の健康測定
骨密度、握力、足指力を測定します骨密度、握力、足指力を測定します
日 5月29日㈬5月29日㈬　10時～11時　10時～11時
所 区役所3階　健康増進フロア区役所3階　健康増進フロア
対 区内にお住まいの方区内にお住まいの方
￥ 申 無料・不要無料・不要
持 室内用運動靴など（土足厳禁）室内用運動靴など（土足厳禁）

■両親教室■両親教室
育児実習「育児実習「赤ちゃんの抱き方・お風呂の入れ赤ちゃんの抱き方・お風呂の入れ
方・お着替え」や、お父さんの妊娠体験方・お着替え」や、お父さんの妊娠体験
日 5月31日㈮　18時30分～20時30分5月31日㈮　18時30分～20時30分
    （18時受け付け開始）（18時受け付け開始）
所 区役所2階　保健センター区役所2階　保健センター
対  区内にお住まいで出産予定日が8月～11区内にお住まいで出産予定日が8月～11
月の初妊婦と夫月の初妊婦と夫

￥ 申 無料・5月20日㈪～29日㈬に無料・5月20日㈪～29日㈬にbbまたは または 
        窓口（土・日曜日を除く）、        窓口（土・日曜日を除く）、FAXFAXまたはまたはＥ 
       （行事名、住所、氏名、電話番号、出産予 （行事名、住所、氏名、電話番号、出産予 
        定日を明記）        定日を明記）
Ｅ sukoyaka.phn@city.sapporo.jpsukoyaka.phn@city.sapporo.jp   
問 健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）

■サンデーサロン■サンデーサロン
親子で遊んだり、他の親子と交流しませんか親子で遊んだり、他の親子と交流しませんか
日 5月26日5月26日(日)(日)　10時～12時　10時～12時
所 認定こども園にじいろ認定こども園にじいろ
対 就学前のお子さんと保護者、これからお父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　 さん・お母さんになる方
￥ 申 無料・不要無料・不要

■子育て講座「歯のハナシ」■子育て講座「歯のハナシ」
お子さんの歯を守る歯磨きの仕方などを歯科お子さんの歯を守る歯磨きの仕方などを歯科
衛生士が教えます衛生士が教えます
日 5月28日㈫　10時～11時5月28日㈫　10時～11時
所 区役所2階　保健センター講堂区役所2階　保健センター講堂
対 就学前のお子さんと保護者（同室で受講）就学前のお子さんと保護者（同室で受講）
定 ￥ 20組・無料20組・無料
申  5月14日㈫～27日㈪に5月14日㈫～27日㈪に健康・子ども課子健康・子ども課子
育て支援担当（育て支援担当（bb889-2052）889-2052）へへbb（（土・日土・日
曜日曜日を除く9を除く9  時～17時）時～17時）  先着  　

■ふたごちゃんあつまれ！■ふたごちゃんあつまれ！
双子のお子さんと保護者が集まって交流双子のお子さんと保護者が集まって交流
日 5月30日㈭　10時～11時5月30日㈭　10時～11時
所 区役所3階　健康増進フロア区役所3階　健康増進フロア
対 就学前の多胎児と保護者就学前の多胎児と保護者
￥ 申 無料・不要無料・不要

■古着の無料回収■古着の無料回収
古着、靴、かばん、ぬいぐるみを種類ごとに透古着、靴、かばん、ぬいぐるみを種類ごとに透
明ビニール袋に入れてお持ちください明ビニール袋に入れてお持ちください
日 5月12日㈰　5月12日㈰　9時～16時9時～16時
所 里塚・美しが丘地区センター  駐車場里塚・美しが丘地区センター  駐車場
　 （　 （里塚2条5丁目1-1里塚2条5丁目1-1））
他 靴下・下着・汚れのひどいものなど、衣類と    靴下・下着・汚れのひどいものなど、衣類と    
   して再利用できないものは回収できません   して再利用できないものは回収できません  

■夜間納付相談窓口開設■夜間納付相談窓口開設
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医
療保険料の納付相談療保険料の納付相談  当日   
日 5月23日㈭・30日㈭   17時30分～19時30分5月23日㈭・30日㈭   17時30分～19時30分

内 ＝ 内容　講 ＝ 講師　日 ＝ 日時　所 ＝ 会場　集 ＝ 集合場所　対 ＝ 対象　定 ＝ 定員　￥ ＝ 費用　申 ＝ 申込　問 ＝ 問い合わせ
持 ＝ 持ち物　他 ＝ その他　b＝ 電話　FAXFAX  ＝ ファクス　Ｅ ＝ Ｅメール　ＨＰ ＝ ホームページ　当日  ＝ 当日直接会場（申込不要）

けけ いい じじ ばば んん

b889-2049　  FAX889-2405
健康・子ども課健やか推進係

b883-3044　  FAX883-9547
（真栄2条1丁目11-20） 

里塚・美しが丘まちづくりセンター
b884-1210　  FAX884-1215

認定こども園にじいろ

b889-2064　  FAX889-2703
保険年金課収納係

b889-2049　  FAX889-2405
健康・子ども課健やか推進係
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