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①
②

冬を満喫！
中央区の楽しい冬の過ごし方
③

いよいよ本格的な冬が近づいてきました。
これから、数カ月の間、寒さと雪のために外出を控えがちにな
ってしまいますが、冬ならではの遊びなどが楽しめる季節でもあ
ります。
今月の特集は、中央区の冬でも楽しめる施設やイベントを紹介
しますので、冬を満喫してみませんか。
編集：中央区市民部総務企画課広聴係 〒060‑8612 札幌市中央区南
中央区役所
中央保健センター
中央土木センター

〒060‑8612 南 西11 ☎231‑2400
〒060‑0063 南 西11 ☎511‑7221
〒060‑0012 北12西23 ☎614‑5800

④

写真：
イン
①ウィンタースポーツフェスタ i n 大倉山
②南円山ふれあい交流会
③曙地区雪中運動会
スノー
④SNOWゲームフェスタ

条西11丁目 ☎
（011）231‑2400（内線224） 
（011）231‑6539

中央区民センター
〒060‑0062 南 西10 ☎271‑1100
旭山公園通地区センター 〒064‑0809 南 西18 ☎520‑1700

「区民のひろば〜中央区からのお知らせ〜」ラヂオノスタルジア（FM78.6MHz） 毎週月曜午後
「中央区だより」ラジオカロスサッポロ（FM78.1MHz） 毎週金曜午前10時10分〜

中央 
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時30分〜

特集
中央区内にある、冬を楽
しめるオススメの場所を紹
介します。
寒さに負けないで、家族
みんなで出かけましょう。
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札幌市資料館

大正15年に控訴院（現在の高等裁判所）と
して建築されました。札幌軟石を使った建物
としては全国的に貴重なものです。
今回の改修で、控訴院であったころの刑事
法廷（写真：右）を復元しました。また、暮らしと
法のかかわりから、裁判員制度まで体験できる展示
室や大通公園の歴史やイベントを紹介する展示室を
新たに開設しました。おおば比呂司記念室もオープ
ンしています。
開館時間：午前９時〜午後７時。
休館日：月曜（祝日の時は翌日）、年末年始。
入館料：無料。

植物園
大通駅

11月３日にリニューアルオープン

☎251−0731

JR札幌

中央区の楽しい冬の過ごし方

MAP：
中央区民に身近な公園は、冬
のさまざまな催しの会場になっ
ています。
★ホワイトイルミネーション
開催期間：11月17日（金）〜
19年１月４日（木）。
※駅前通は11月24日（金）〜
19年２月12日（月・休）。
★ミュンヘン・クリスマス市
開催期間：11月22日（水）〜12
月17日（日）。会場：大通公園２丁目。
★第58回さっぽろ雪まつり
開催期間：19年２月６日（火）〜12日（月・休）。
会場：大通公園・すすきのほか。

スケートをするなら

札幌市円山総合運動場

遊び

スキーをするなら

札幌市中島体育センター

☎641−3015 MAP： （宮ケ丘３）

☎530−5906

MAP： （中島公園１）

トラックを使ったスケートリンクがあります。
貸しスケート靴もあります（有料）。
開催期間：19年１月５日（金）〜２月12日（月･休）。
※暖気などにより、閉鎖する場合があります。
利用料：一般130円、高校生80円。
中学生以下、65歳以上は無料。
利用時間：午前10時〜午後７時。
中学生は午後６時30分まで。小学生は午後４時30
分まで。
（ただし、保護者が同伴している小中学
生は午後７時まで利用できます。）

中島公園内では、歩くスキーの初心者向けコース（全
長約１㌔）がオープンします。都心で体験できるので、
観光客にも人気があります。用具
の無料貸し出しも行われています
ので、誰でも気軽に楽しめます。
貸出期間：12月16日（土）〜19年
３月中旬。
利用時間：午前10時〜午後８時。
休日：毎月第３月曜・年末年始
（12月29日〜19年１月３日）。
2006 ⓬ 広報
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特集

施設

中央区の楽しい冬の過ごし方
世界ノルディックスキー2007 を見に行こう！

大倉山ジャンプ競技場・札幌ウィンタースポーツミュージアム
大倉山ジャンプ競技場

☎641−1972

MAP：

（宮の森1274）

開館時間（リフト・展望ラウンジ）
：午前９時〜午後５時（11/1
〜3/31）。入場料：リフト500円（中学生以上）。

Ⓒ

12
20

★2007年ＦＩＳノルディックスキー世界選手権札幌大会が開催され
ます！ 開催期間：平成19年２月22日（木）〜３月４日（日）
。
大人も子どもも楽しい

円山動物園

☎621−1426

あそびにきてね
全市版27ページに
クーポン券がついてるよ

MAP： （宮ケ丘３−１）

約200種類の動物を見学できる総合動物
園。サル山横に展望レストハウスができた
ことで、冬でも暖かいところで、身近にサ
ル山を楽しんでいただけるようになりまし
た。来園者の休憩と動物展示を融合した新
たな取り組みとして、今年度のエンリッチ
メント大賞（※）にも輝いた施設です。
開園時間：午前９時〜午後４時（２月からは５時）。
入園料：大人600円（中学生以下無料）。
休園日：12月29日 (金) 〜31日 (日)。

●アクセ ス

施設

［施設案内

地下鉄円山公園駅
ジェイ・アール北海道バス円14
総合グラウンド前停
円山動物園
札幌市円山総合運動場
大倉山競技場入口停
大倉山ジャンプ競技場
札幌ウィンタースポーツミュージアム

西28丁目駅

西線
地下鉄東

'

%

園駅

円山公

円山公園

&

サル山横の
展望レスト
ハウス

※エンリッチメント大賞・・・動物園を通して人間と動物の関係を考える活動を展開しているＮＰＯ法人市民ＺＯＯネットワークが
動物の飼育環境を豊かにする工夫や試みをした動物園や飼育担当者に贈る賞︒

札幌ウィンタースポーツミュー
ジアムでノルディックパネル展を
開催中︵ 月 日︵水︶まで︶

札幌ウィンタースポーツミュージアム
☎ 631 − 2000 MAP： （宮の森 1274）
開館時間：午前９時30分〜午後5時。
入場料：大人600円、65歳以上450円（中学生以下無料）
。

旭山記念公園

場所を確認してから
出かけよう！

遊び

雪合戦をするなら

札幌市円山総合運動場

☎641−3015

詳細については、
、
問い合わせ先へ
お願いします。
次のページには
「冬の地域のイベ
ント情報」を掲載
しています。

中央
央 
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MAP：

（宮ケ丘３）

円山総合運動場の庭球場に、雪合戦の大会で使用する本格的なコート
を作りました。利用は予約制です。チームで申し込みをしてください。
開催期間：19年１月５日（金）〜２月25日（日）の午前９時〜午後９時。
利用料：１コート３時間 2,340円（午後４時以降は１時間480円のナイ
ター追加料金が必要です）。
予約方法：１月分は12月１日（金）〜20日（水）、
２月分は１月４日（木）〜20日（土）に
受け付けます。多数時抽選。
※ヘルメットなしでの利用は、禁止しています（貸し
出しあり。ただし、数に限りがあります）。

のイベント掲示板

〜地域の行事に参加しよう〜
今年も本格的な冬がやってきます。
中央区の冬を満喫するため、平成18年12月〜
19年２月に区内で開催される主なイベントの予
定をご紹介します。

「ウィンタースポーツフェスタ in 大倉山」

中央区

①19年２月10日（土）、11日（日・祝）。
②大倉山ジャンプ競技場（宮の森1274）。
中央区地域振興課 ☎231−2400

※11月下旬時点の情報を基に作成しています。
※天候などの事情で予定が変わる場合があります。
※①は開催日時、②は会場です。
詳細については、お問い合わせ願います。

西

「スノーフェスタ」
①19年１月中旬。午前10時〜11時30分。
②向陵中学校グラウンド（北４西28）。
中央区健康・子ども課子育て支援係
☎511−6399

苗穂

「新春子どもお楽しみ大会」
①19年１月10日（水）。
②西会館（南６西13）。
西まちづくりセンター

「ふれあいもちつき・昔あそび交流会」

南円山

①19年１月12日（金）。
②南円山会館（南９西21）。

①19年２月上旬。
②苗穂会館南側広場（北１東10）。
苗穂まちづくりセンター ☎261−3669

「南円山雪中運動会」
①19年２月11日（日・祝）。
②緑丘小学校グラウンド（南10西22）。
南円山まちづくりセンター ☎561−2472

「もちつき大会」

曙

山鼻

①12月17日（日）午前10時。
②西創成会館（南５西７）。
西創成まちづくりセンター ☎521−2384

「第28回山鼻地区親子雪遊び大会」
①19年１月28日（日）。
②柏中学校三角グラウンド（南21西６）。
山鼻まちづくりセンター ☎511−6371

「楽しい雪あそびの会（山鼻ふれあい子育てサロン）」
①19年２月15日（木）。
②中央区ゲートボール場（南23西10）。
中央区健康・子ども課子育て支援係
☎511−6399

幌西

円山

「円山児童会館おもちつき大会」
①12月９日（土）午後１時30分・３時の２回
開催。
②円山児童会館（北１西23）
。
③参加料100円。
円山児童会館 ☎621−0325

「第23回曙地区親子雪のつどい」
①19年２月18日（日）。
②山鼻小学校グラウンド（南14西10）。
曙まちづくりセンター ☎511−0116

①12月３日（日）。
②南円山会館（南９西21）。

「ふれあい子育てサロン」

「雪中運動会」

西創成

☎561−7124

「お正月お楽しみ会・もちつき・ひとりOKストラ」

宮の森

①19年１月７日（日）午前11時。
②宮の森明和地区会館（宮の森２−11）。
③参加料200円。

「第15回雪中運動会」
①19年２月12日（月・休）午前10時。
②道立心身障害者総合相談所駐車場
（円山西町２丁目）。
宮の森まちづくりセンター ☎644−8760

「愛の防火年賀状及び防火祈願もちつき」
①12月９日（土）午前８時30分
（もちつきは午前10時）。
②中央消防署幌西出張所（南11西21）。

「新年子どもの集い」
①19年１月14日（日）午前10時。
②幌西児童会館（南14西16）。
幌西まちづくりセンター ☎561−3256
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ふれあい写真館
中央区みんなの講演会
10月16日（月）
、札幌市教育文化会館小ホール（北1
西13）において、
「中央区みんなの講演会」が開催され、
区民約300人が参加しました。
これは、
「男女共同参画」の啓発を目的に、区連合町
内会女性部連絡会議と中央区の共催で行われました。市
立大学副学長の中村惠子教授の講演や、各連合町内会女
性部による踊りや合唱も披露されました。

赤ちゃんってすごい
10月23日（月）
、札幌市の次世代育成事業「赤ちゃ
んってすごい」が札幌旭丘高校（旭ケ丘６）で行われま
した。
これは、生徒たちが赤ちゃんと触れ合うことで、命の
尊さや育児の大変さ大切さを学ぶことを目的としていま
す。赤ちゃんの可愛らしい姿に笑顔を見せながら、育児
の大変さをお母さんから聞いていました。

曙ほのぼの芸能祭
11月３日（金・祝）午前10時から、あけぼの開明舎（旧
曙小学校校舎・南11西9）において、
「曙ほのぼの芸能祭」
が開催され、約800人が訪れました。
音楽室をステージ会場として利用し、子どもたちのス
クールバンドや民謡、三味線合奏など、地域で活動する
人々が次々に出演しました。趣味の域を越えたステージ
に、訪れた人たちは大きな拍手や声援を送っていました。

地域の安全 青色回転灯で
10月12日（木）の「安全・安心なまちづくりの日」に合
わせて、区役所の公用車に青色回転灯を取り付けました。
点灯しながら防犯パトロールを行うことで、犯罪抑止
効果が高いと言われています。札幌市では、10月末ま
でに、所有する公用車の半数に取り付けました。
防犯パトロールの役割も兼ねて、外勤時には青色回転
灯を点灯しながら、走ります。

広

中央 
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納税課
☎︵ ︶
２４００

成人式のご案内

▽ 日時
月８日㈷午前 時
分︵受け付けは午前 時か
ら︶︒
▽会場 札幌パークホテル３
階パークホール
︵南 西３︶︒
▽対象 昭和 年４月２日か
ら 年４月１日生まれの方︒
区内に住民登録をしている
方には案内状をお送りします
ので︑ 月８日㈮までに届か
ない場合はご連絡ください︒
また︑次の方には案内状が
届きませんが︑成人式への出
席を希望される場合は︑後日
案内状をお送りしますので︑
ご連絡ください︒①区内にお
住まいで︑住民登録をしてい
ない方︒②区内の親元などに
帰省し︑成人式への出席を希
望する方︒
地域振興課地域活動担
☎︵ ︶
２４００︵内線 ︶

22
当
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市税納付の
夜間相談について

市税を納付できない事情が
あり︑日中にお越しになれな
い方に対して︑夜間相談を行
いますのでご利用ください︒
▽夜間相談
月 日㈭︑
日㈮︑ 日㈪〜 日㈬の午後
８時まで︒
※夜間相談に来庁される方
は︑庁舎南側玄関からお入り
ください︒
12

27

案内状は 月４日㈪に発送し
ます︒
区内にお住まいの新成人
︵外国人登録をしている方を
含む︶を対象に︑中央区成人
の日行事実施委員会の主催
で︑﹁ 平 成 年 中 央 区 新 成 人
のつどい （
成人式 ）
﹂を開催
します ︒

受賞おめでとうございます

〜札幌市自治振興功労者表彰〜

〜子育てに役立つ情報を提供するコーナーです〜
 健康・子ども課子育て支援係
〒060−0063
南 西11 ☎511−6399

［子育て講座受講者募集］

飲酒運転は絶対にやめましょう︒
﹁飲んだら乗らない﹂﹁乗るなら飲まない﹂﹁乗るなら飲ませない﹂職場︑家庭で進めましょう︒

国民健康保険料納付の
夜間相談について

12月11日からの内容です
今月末は︑平成 年度国民
健康保険料第７期の納期限で
す︒
納め忘れのないようにお早
めの納付をお願いします︒
なお︑国民健康保険料を納
付できない事情があり︑平日
の午後５時 分までに納付相
談にお越しになれない方に対
して︑夜間相談を行いますの
でご利用ください︒
▽夜間相談
月 日㈫︑
日㈬の午後８時まで︒
※夜間相談に来庁される方
は︑庁舎南側玄関からお入り
ください︒
保険年金課収納一・二
☎︵ ︶
２４００
係

27

長年、地域の発展に尽くされた
方の功績をたたえ、
「札幌市自治
振興功労者」の表彰式が11月13日
（月）に行われました。
中央区からは、連合町内会役員
を歴任され、自治振興に大きく貢
献された南円山地区の板垣 光夫
さんが受賞されました。

就学前の乳幼児を育てている保護者のための講座です。
◆内容 「子どもの健やかな心と身体を育てるために」
（講師＝中央保健センター栄養士）
◆日時 １月25日（木）午後２時〜３時30分。
◆会場 中央保健センター（南３西11）
。
◆対象 ０歳から就学前までの乳幼児を育てている保護者（受講
中は、お子さんをお預かりします）
。
◆定員・費用 20人・無料。
◆申込 12月18日（月）午前９時から電話でお申し込みください。
先着順。

人口 207,008人（前月比 ＋227）
男 92,723人 女 114,285人
世帯数 111,685世帯（前月比 ＋133）
平成18年11月 日現在
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12月11日からの内容です

ガイド

1

18

18

 保健センター健康・子ども課
〒060‑0063 南 西11 ☎511−7221 511−8499
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地区センター講座

▽ 内 容 ﹁ 絵 て が み＆ 水 彩 画
入門﹂︵全６回︶︒水彩画︑デ
ッサンの基本を学び︑絵てが
みを描きます︒
▽日時
月 日〜２月 日
の毎週木曜日︑午前 時〜正
午︒
▽会場 旭山公園通地区セン
ター︵南９西 ︶︒
▽対象・定員 区内在住・在
勤の 歳以上の方︵中学生・
高校生を除く︶︒ 人︒
▽費用 受講料３千 円︑教
材費実費︒
▽持ち物 １回目は紙︵画用
紙やスケッチブック︶︑鉛筆︑
22

色の塗れるもの︵絵の具︑色
鉛筆︑クレヨン︑サインペン
な ど ︶︒ ２ 回 目 以 降 は︑ 講 座
内で案内します︵家にあるも
ので十分です︶
︒
▽申込
月 日㈬午前 時
から同センター多目的ホール
で受け付け開始
︵電話不可︶︒
分前から整理券配布︒開始
時間に定員を超えた場合は抽
選︒定員に満たない場合は先
着順︒
※申し込み時に受講料をお支
払いください︒納入された受
講料は︑原則としてお返しで
きません︒
旭山公園通地区センタ
☎︵ ︶
１７００

保健センターでは、予約
制で胃がん検診（バリウム
検査）と大腸がん検診（便
潜血検査）を随時行ってい
ます。

ー

30

12
20

◆検診日 毎月第２金曜日の午前８時45分〜10
時。
◆対象 職場で受診する機会のない40歳以上の
方。
◆費用 ①胃がん・大腸がんセット検診 1,100
円、②胃がん検診 700円、③大腸がん検診 600
円。
ただし、次の方は検診料金が免除されます。各
証明書をご持参ください。①70歳以上の方（健康
保険証などの年齢が証明できる書類）
、②特定の
障がいのある65歳〜69歳の方（老人保健法医療受
給者証）
、③生活保護世帯の方（生活保護受給証
明書）
、④市民税非課税世帯の方（市道民税課税
証明書）
。
◆申込 電話でお申し込みください。
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〜区役所へは公共交通機関で
お越しください〜
区役所にお越しの際は、できるだけ公共交通機関を
ご利用くださるよう、ご協力をお願いします。
なお、区役所周辺は駐車禁止となっておりますので
路上での駐車はおやめください。
 総務企画課地域安全担当

☎231−2400（内線208）

交通事故発生件数
発生件数 死者数

13

傷者数

1,873
5
2,192
中央区
（‑38） （+1） （‑83）
札幌市

18

10,024
39
12,039
（‑570） （+6） （‑655）

※平成18年11月21日現在。
（ ）は前年比

広

中央 

2006 ⓬ 広
広報

告

欄

12
23

地区センター行事

▽内容 冬休みファミリー自
由開放︵卓球・バドミントン︶
︒
▽日時
月 日㈷︑１月６
日㈯︑ 日㈯の午後１時〜５
時︒
▽会場 旭山公園通地区セン
ター︵南９西 ︶︒
▽対象 親子や家族で参加で
きる方︒申し込み不要︒
▽費用 無料︒
▽持ち物 運動のできる服
装・靴︑ラケットやボールな
どの用具︒ネットや台は地区
センターにあります︒
旭山公園通地区センタ
☎︵ ︶
１７００
ー

冬道は路面が凍結し︑滑りやすくなります︒歩行者は気持ちにゆとりを持ち︑安全を確認してから横断しましょう︒
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12月11日からの内容です

年末年始のご案内

表１

主な施設の休み
施

設

名

休みとなる期間

区役所、各まちづくりセンター
土木センター、保健センター
（金）〜
12月29日
区民センター、
旭山公園通地区センター（図書室を含む）

１月３日（水）

中央図書館、中央体育館
※区民センターは現在改修工事中です（平成19年３月31日まで）。事務局
と図書の予約受け取り、返却業務のみを行っています。

■窓口業務

表2

年末を迎え、区の窓口業務は大変込み合
うことが予想されます。ご利用の方は、お
早めにお越しください。
※住民票や印鑑証明書などの交付、死亡届、
市税の納入などについては、全市版34・35
ページをご覧ください。

■相談コーナー
区役所１階の相談コーナーでは、各種の
相談窓口を開設しています。相談は、面接
のほか電話でもお受けいたしますので、お
気軽にご利用ください（ただし、法律相談
。
は電話による予約が必要で、面接のみです）
なお、年末年始の相談日は表２の通りです。
 総務企画課広聴係 ☎231−2400

■ごみの収集

相談コーナー

相談

相談日

午前８時45分〜
午後５時15分

28日（木） ４日（木）

家庭
毎週火・木曜日
生活

午前10時〜正午
午後１時〜４時

28日（木） ４日（木）

第１・３水曜日



中央清掃事務所

☎581−1153

午後

※当日午前９時から電話で予約受け付け。

法律

行政

表３

先着８人（相談時間は１人20分）。
 区役所総務企画課広聴係
☎231−2400

毎週金曜日

20日（水） 17日（水）

午後１時〜４時

22日（金） ５日（金）

ごみの収集
区

分

燃やせないごみ

※蛍光管はお近くの回収協力店（市内の指定
された電気店・家電量販店・スーパーマーケッ
ト・ホームセンター）へ。

年末最終日 新年初日

市政
毎週月〜金曜日
一般

燃やせるごみ

12月30日（土）から1月３日（水）まで、
ごみの収集を休みます。なお、各地区の年
末年始の収集日は表３の通りです。

相談時間

資源の日
○びん・缶・ペットボトル
○プラスチック

収集地区

年末最終日

新年初日

月・木曜日の地区

28日（木）

４日（木）

火・金曜日の地区

29日（金）

５日（金）

水曜日の地区

27日（水）

10日（水）

木曜日の地区

28日（木）

４日（木）

金曜日の地区

29日（金）

５日（金）

月曜日の地区

25日（月） ８日（月・祝）

火曜日の地区

26日（火）

９日（火）

水曜日の地区

27日（水）

10日（水）

木曜日の地区

28日（木）

４日（木）

金曜日の地区

29日（金）

５日（金）

26日（火） ９日（火）
大 型 ご み（ 木 製 家 具、 中央区管内全域
自転車等、リサイクル
品としての収集申し込
年末最後の収集日12月26日（火）の予約
みを含む）
申し込み期限は、12月22日
（金）です。
新年収集初日（１月９日（火））の予約申
〜申込・問い合わせ〜 し込み期限は、１月５日（金）ですが、12
大型ごみ収集センター
月29日（金）から１月３日（水）までは大型
☎281−8153
ごみ収集センターが休みのため、申し込
午前９時から午後４時 みできません。
30分（12/29〜 １/３ を
年末年始は、特に予約申し込みが殺到
除いて土・日・祝日も し、混雑することが予想されます。
受け付けます）
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