
～～ ～～
清田区ゆかりのアーティストなど
13組による音楽の祭典です

当日は無料
循環バスを

運行します

【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　HP  www.city.sapporo.jp/kiyota/

2019.2019.99

10時10時～～

99月月1414
日日(土)(土) @kiyota_e

vent 

【詳細】【詳細】地
域振興課 地域振興課

   bb889-2
024889-2024

大型絵本のオペレッタや「ぬかづけマン」
によるショーなど、子どもが楽しめるイ
ベントがいっぱい♪

区役所　
市民交流

広場＆ロ
ータリー

区役所　
市民交流

広場＆ロ
ータリー

＆ （雨天決行
・　　　　

（雨天決行
・　　　　

  荒天中止）  荒天中止）
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大好評のオリジナル
クラフトビールを味
わえます

毎年行列の野菜の即
売会。ホウレンソウ
「ポーラスター」など、
清田区産野菜が並び
  ます

地元菓子店の個性
豊かなスイーツや
パンを楽しめます

JAZZを聞きながらきよた
スイーツとここでしか味
わえない宮田屋珈琲オリ
ジナルブレンドをぜひ 清田区産の

イチゴを使
ったビール
もあります!

遊びに
   来てね!

ぬかづけマンぬかづけマン

～～
なくなり次第終了なくなり次第終了

～～

会場でアンケート
に答えよう！

11時～
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    ・・吉吉
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屋内ステージ

屋外ステージ
10時～
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U.S.I.CU.S.I.C..
      清田高校吹奏楽局とコラボ清田高校吹奏楽局とコラボ

    ・・アルクリコールアルクリコール
    ・・小小

おお

澤澤
ざわざわ

ちひろちひろ
      平岡中学校スクールバンドと平岡中学校スクールバンドとコラボコラボ

    ・・笹笹
ささささ

木木
きき

勇勇
ゆういちろうゆういちろう

一郎一郎
      林ひかる（HIKAblef）とコラ林ひかる（HIKAblef）とコラボボ

    ・・佐佐
ささ

藤藤
とうとう

広広
こうだいこうだい

大大

佐藤広大

笹木勇一郎

小澤ちひろ

吉澤吉澤

Shohei & t
he MU.S.I.

C.
Shohei & t

he MU.S.I.
C.

谷川拓真

©2019CONSADOLE

♪出演順



このページに関するお問い合わせこのページに関するお問い合わせ
総務企画課地域安全担当総務企画課地域安全担当　　bb889-2006889-2006
併せて本誌2～5ページをご覧ください

□ 大型家具や家電を固定している
□ ブロック塀を安全に設置している
□ 灯油タンク、プロパンガスボンベをしっ
かり固定している

□ ストーブなどの周りに燃えやすい物を
     置いていない
□ 消火器は使用期限内のものを設置して
いる

□ 風で飛ばされそうな物を片づける
□ 窓や網戸をしっかり取り付けている
□ テレビアンテナをしっかり固定している
□ 屋根のトタンがめくれたり、剥がれたり 
     していない

□ 履き慣れた運動靴、かっぱなどを着用する 
□ 足元を確認するための棒があると良い
□ 車での避難は控える
□ 川や用水路には近寄らない

豊平区　清田区版
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b889-2042　  FAX889-2703
保健福祉課保健支援係

■男性介護者のつどい（ケア友の会）
認知症の方を介護する男性を対象とした交流会
日 10月17日㈭　13時30分～15時30分
所 区役所3階　大会議室
対 区内にお住まいで、認知症の家族を介護し
ている男性 ※認知症のご本人も参加可

￥ 申 無料・10月1日㈫までに、b（土・日曜、
祝日を除く）またはFAX（行事名、住所、氏

　 名、電話番号、ファクス番号を明記）

■にじいろで遊ぼう(０・１歳児) 当日
園児や他の親子と一緒に遊びませんか
日 9月20日㈮　10時～10時30分
所 認定こども園にじいろ
対 1歳までのお子さんと保護者

■サンデーサロン 当日
親子で遊んだり、他の親子と交流しませんか
日 9月22日㈰　10時～12時
所 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
　 さん、お母さんになる方

認定こども園にじいろ

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

■ふたごちゃんあつまれ！当日
双子のお子さんと保護者が集まって交流
日 9月19日㈭　10時～11時
所 区役所3階　 健康増進フロア
対 就学前の多胎児と保護者

b889-2052　  FAX889-2407
健康・子ども課子育て支援担当

b889-2049　  FAX889-2405

健康・子ども課健やか推進係
b889-2049　  FAX889-2405

健康・子ども課健やか推進係 ■夜間納付相談窓口開設 当日  
内 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
日 9月26日㈭ 17時30分～19時30分

b889-2064　   FAX889-2703
保険年金課収納係

※費用の記載がない場合は無料で参加できます

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
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b889-2049　  FAX889-2405
■食育ネットワーク＆食生活
　改善普及運動月間パネル展
バランスの良い食生活などについて紹介します
日 9月17日㈫～20日㈮
所 区役所1階ロビー

■両親教室
育児実習「赤ちゃんの抱き方・お風呂の入れ
方・お着替え」や、お父さんの妊婦体験
日 9月27日㈮　18時30分～20時30分
    （18時受け付け開始）
所 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令和元年  
    12月～令和2年3月の初妊婦と夫
申 9月17日㈫～25日㈬にb（土・日曜、祝日を
　 除く）、FAXまたははＥ（行事名、住所、氏名、電
 　話番号、出産予定日を明記）
Ｅ sukoyaka.phn@
    city.sapporo.jp    

健

■胃がん・大腸がん検診
日 10月9日㈬　8時45分～10時受け付け
所 区役所2階　保健センター
対 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）
￥ 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）
申 10月2日㈬までに、b、FAXまたはＥ（住所、
　 氏名、電話番号、希望の検診日・検診名を明記）
Ｅ kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp

■市民健康教育 当日  
内 気になる食道の病気 
　  ～逆流性食道炎と食道がん～
講 社会医療法人  蘭友会  札幌里塚病院  
　 理事・副院長  山

やまおか

岡  聡
さとし

氏
日 9月17日㈫　14時～15時
所 区役所2階
　 保健センター講堂

■住民集団健康診査 当日
内 特定健診、後期高齢者健診など
他 10月1日㈫は、追加で骨密度測定も受けられ
　 ます

日時 会場

9月24日㈫9月24日㈫
13時30分～15時13時30分～15時

北野会館北野会館
（北野6条5丁目3-16）（北野6条5丁目3-16）

10月1日㈫10月1日㈫
9時30分～11時30分9時30分～11時30分
13時30分～15時13時30分～15時

清田区役所清田区役所
（平岡1条1丁目2-1）（平岡1条1丁目2-1）

■■健康＆介護予防フェア
今年は10月30日㈬に開催します。
詳細は、来月発行する広報さっぽろ10月号の
区民のページでご確認ください。

健

維持管理課公園緑化係
b888-2800　  FAX884-6474

■伐採木を無料配布します
公園や緑地の樹木の伐採木（長さ１m程度、直
径30～40cm程度）を配布します
日 10月12日㈯　9時～12時
　 （雨天時は10月13日㈰に順延）
所 平岡公園第6駐車場
対 定 市内にお住まいで、各自で積み込み・運
　 搬が可能な方（トラックは不可）・30人
申 はがきに「伐採木配布希望」と明記し、住所、
　 氏名、電話番号を記載して、10月5日㈯（消
　 印有効）までに下記へ 抽選
問 〒004-0881　清田区平岡公園　公園管理
　 事務所　b881-7924

左記のロゴは、きよっち
健康ポイントの対象事業
詳しくはＨＰ  健

健

健
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学校のグラウンドや大きな公園などにヘリコプターが着陸
し、傷病者を救急隊から航空隊へ引き継ぎます

航空隊の救急救命士が処置を行いながら、ヘリコプター
で傷病者を病院へ搬送します

消防隊がヘリコプター着陸場所に消防
車から放水し、砂ぼこりなどの飛散物を
抑えます

消防隊が地域住民らへ、ヘリコプターの
着陸を知らせると共に、着陸・離陸の誘
導を行い地上の安全を確保します

札幌市消防局では2機の消防ヘリコプターを運用して
います。人命救助や空中消火、救急搬送を行うほか、
消防指令管制センターへ災害現場の映像をリアルタ
イムで送信するなど、さまざまな活動をしています。
平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震でも、
いち早く市内の被害状況を把握した後、被災地に出
動し尊い命を救いました。

救急救命士が処置を行いながら、救急車
で傷病者をヘリコプター着陸場所へ搬送
します ※写真は訓練の様子

4 ヘリコプターへ収容

【詳細】　札幌市消防局警防部消防航空担当課　b0133-62-4119 ／ 清田消防署　b011-883-2100

5 ヘリコプターで搬送

3 ヘリコプター着陸1 着陸場所へ搬送 2 着陸場所の準備

心肺停止などの一刻を争う重篤な傷病者が発生したとき、より
早く病院へ搬送するために消防ヘリコプターが出動します。
救急隊、消防隊、航空隊が連携し傷病者を迅速に病院へ搬送します。
清田区での出動件数は毎年50件以上。昨年度は全区の中で3番目に多い出動がありました。

救急隊 消防隊 消防隊

救急隊、航空隊 航空隊

搬送送送送搬送搬搬へ搬送送送搬送搬搬へ の準備備備備準備準準の準の 備備備準備準準の 陸陸陸陸陸着陸着着陸陸陸陸着陸着着

へ収容容容容収容収容収へ収へへ 容容容収容収容収へ収へへ 搬送送送送搬送搬送搬搬でで 送送送搬送搬送搬で搬で
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