北 12

北区・こころに残る風景

みな も

東屯田川遊水地
撮影日 200７.10.24

撮影場所 屯田町1058

水面に映る美しい木々の姿。浮島から飛び立つ野鳥
の群れ。目の前の光景に夢中でシャッターを切りまし
た。この場所は、季節ごとにその表情を変え、見る者
の目を楽しませてくれます。こうした豊かな自然を、
いつまでも大切にしていきたいと思います。

写真・文

やまもと

み ゆき

山本 美幸 さん

このページでは、区民の皆さんから募集した写真を掲載しています。応募の詳細などは、総務企画課広聴係までお問い合わせください。

北区ホームページ「みてきて北区｣◆http://www.city.sapporo.jp/kitaku/
Ｅメール◆ki.somu@city.sapporo.jp

－北区の人口と世帯－

編集

275,690人
(＋221)
125,363世帯 (＋156)

北区市民部総務企画課広聴係 〒001-8612 北区北24条西６丁目
☎757-2400（内線224） c 757-2401
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2007年11月１日現在(前月比)

12月１１日～ 1月１０日のお知らせ
■北区役所………………☎757-2400（北 24 西 6）
■北保健センター………☎757-1181（北 25 西 6）
■北区土木センター……☎771-4211（太平 12-2）
■各まちづくりセンター
・篠路（篠路出張所)…☎771-2231（篠路 4-7）
・鉄西 …………………☎726-5285（北 10 西 4）
・幌北 …………………☎726-6345（北 17 西 5）
・北 ……………………☎726-4385（北 29 西 7）
・新川 …………………☎762-2604（新川 1-4）
・新琴似 ………………☎761-4205（新琴似 7-4）
・新琴似西 ……………☎762-8767（新琴似 7-14）
・屯田 …………………☎772-1260（屯田 5-6）
・麻生 …………………☎757-5810（北 39 西 5）
・太平百合が原 ………☎771-9180（太平 8-7）
・拓北・あいの里 ……☎778-2355（あいの里 1-6）
■北清掃事務所…………☎772-5353（屯田町 990-3）
■北消防署………………☎737-2100（北 24 西 8）
■北区社会福祉協議会…☎757-2482（北 24 西 6）
北区役所2階

情報プラザ
■コミュニティ施設
・北区民センター…………………☎757-3511（北 25 西 6）
・篠路コミュニティセンター……☎771-3700（篠路 3-8）
・屯田地区センター………………☎772-1811（屯田 5-6）
・新琴似・新川地区センター……☎765-5910（新琴似 2-8）
・拓北・あいの里地区センター…☎778-8000（あいの里 1-6）
・太平百合が原地区センター……☎770-6531（太平 12-2）
■北老人福祉センター……☎757-1000（北 39 西 5）
麻生総合センター内

■北区体育館………………☎763-1522（新琴似 8-2）
■新琴似図書館……………☎764-1901（新琴似 7-4）
■水道局北料金センター…☎762-7200（新琴似 6-2）
■北部配水管理事務所……☎762-7300（新琴似 6-2）

区役所からのお知らせ
●新年交礼会

●新成人を祝う会

■日時：1月4日㈮午後1時30分～2時30分
（受け付けは午後1時から）
■会場：札幌サンプラザ2階金枝の間
（北24西5）
■参加料：2,500円
■申込：12月11日㈫～21日㈮午前8時45分～午
後5時15分。参加料をお持ちの上、北区役所地
域振興課まちづくり推進係か、区内各まちづ
くりセンターにお申し込みください。
■詳細：北区連合町内会運営協議会事務局（地
域振興課内）☎北区役所内線222

平成20年の「北区新成人を祝う会」を開催します。
対象の方には12月上旬に案内状を送付します。

●明るい選挙啓発たこづくり

（開場・受け付け開始は正午）
■日時：1月14日㈷午後1時
■会場：藤女子大学講堂（北16西1）※駐車場はあり
ませんので、公共交通機関をご利用ください。
■対象：区内にお住まいの昭和62年4月2日から昭和63
年4月1日までに生まれた方（外国人登録者を含みます）
。
なお、案内状は送付されませんが、区内にお住まいで
住民登録をしていない方や、区内に帰省中の方なども
参加できます。直接会場にお越しください。
■詳細：地域振興課地域活動担当係☎北区役所内線
412

明るくきれいな選挙を呼び掛ける標語入りの
たこを製作し、たこ揚げをします。

●歩くスキー常設コースのご案内

■日時：1月9日㈬午後1時30分～3時30分
■会場：新琴似児童会館（新琴似11-7）
■対象：区内にお住まいの小学生
■定員・参加料：40人・無料
■申込：12月20日㈭から新琴似児童会館。 午
前8時45分～午後6時（電話申し込み不可。 先
着順）
■詳細：新琴似児童会館☎761-7501
北区選挙管理委員会・北区明るい選挙推進協
会☎北区役所内線218

■コース：百合が原公園内（百合が原公園210）初心
者用コース約2㎞
■期間：12月滑走可能時～平成20年3月15日㈯
■使用料：無料
■使用上の注意：積雪下の植物類を傷めるため、コー
ス外での滑走はご遠慮ください。なお、スキー用具
の貸し出しは行っていません。
■詳細：地域振興課地域活動担当係☎北区役所内線
413

広告
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あい

藍ちゃん

お知らせ

年末年始のお知らせ

12月29日㈯～1月3日㈭の期間、区役所はお休みします。
詳しくは、本誌34ページをご覧ください。

●ごみの収集
1月1日
（祝・火)～1月3日㈭の期間、ごみの収集をお休みします。年末年始の収集日
をご確認の上、ごみは必ず収集日当日の朝（午前8時30分まで）にお出しください。
区分

燃やせるごみ
燃やせないごみ

資源の日
●びん・缶・ペットボトル
●プラスチック

収集地区
月・木曜日の地区
火・金曜日の地区
水曜日の地区
木曜日の地区
金曜日の地区
月曜日の地区
火曜日の地区
水曜日の地区
木曜日の地区
金曜日の地区
北区（水曜日）

12月最終日
31日㈪
28日㈮
26日㈬
27日㈭
28日㈮
31日㈪
25日㈫
26日㈬
27日㈭
28日㈮
26日㈬

1月初日
7日㈪
4日㈮
9日㈬
10日㈭
4日㈮
7日㈪
8日㈫
9日㈬
10日㈭
4日㈮
9日㈬

大型ごみ
※大型ごみ収集センターの予約受け付け
（電話申し込みによる戸別 は、12月29日㈯～1月3日㈭までお休みし
有料収集）
ます。
なお、12月26日㈬収集分の予約申込期限
大型ごみ収集センター
は24日（休・ 月）、1月9日 ㈬ の 予 約 申 込 期
☎281 - 8153
限は7日㈪です。
■詳細：北清掃事務所☎772-5353

※各施設の所在地・電話番号は「きた２ページ」をご覧ください。

●戸籍などの届け出

●住民票などの受け付け

婚姻・出生・死亡などの届け出は、区役所が休み
の期間中も北区役所当直室（庁舎北側）で受け付け
ます。
■詳細：戸籍住民課戸籍係☎北区役所内線247

印鑑証明書や住民票、戸籍の全部事項証明書など
をまちづくりセンターでお受け取りになるための
テレホンサービス（篠路出張所、屯田まちづくりセン
ター、拓北・あいの里まちづくりセンターを除く） の12
月28日㈮の受け付け分は、1月4日㈮以降にお渡しし
ます。
■詳細：戸籍住民課住民記録係☎北区役所内線242

●市民相談
相談名
市

曜日

相談時間

政 月～金 午前8時45分～午後5時15分

法 律 ※ 第1・3火 予約時に指定する午後の時間
午前9時30分～正午
交通事故
火
午後1時～4時
午前10時～正午
家庭生活 水・金
午後1時～4時
行

政

木

午後1時～4時

12月最終日

1月初日

28日㈮

4日㈮

18日㈫

15日㈫

25日㈫

8日㈫

28日㈮

4日㈮

27日㈭

10日㈭

※法律相談は、当日の午前9時から電話予約☎757-2405が必要です
【先着8人】
■詳細：総務企画課広聴係☎北区役所内線224

北消防署から
●合格祈願防火絵馬の配布
「落ちないロープ」を使用した消防職員手作りの防火絵馬を配布します。

■日時：12月16日㈰午前10時から

■対象：受験生またはその家族（先着119人。1人1枚）

■配布場所：北消防署幌北出張所（北15西5）

■詳細：北消防署幌北出張所☎746-1924
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12月１１日～ 1月１０日のお知らせ

保健センターから
●おやこ料理教室
親子で楽しく作れる料理を食生活改善推進員が紹介
し、
調理実習をします。
■日時：1月11日㈮午前10時～午後1時
■会場：北保健センター2階料理室
■対象：区内にお住まいの小学生と保護者
■費用：材料費として保護者200円、小学生100円が必
要です（当日納めてください）
■持ち物：エプロンと三角巾をご用意ください
■定員：親子15組
■申込・詳細：12月11日㈫～20日㈭。午前9時～午後5
時。健康・子ども課健やか推進係☎北保健センター（電
話申し込みのみ。先着順）

●今月のおすすめランチ
■期間：12月17日㈪～23日㈷午前11時～午後2時
■会場：札幌サンプラザレストラン（北24西5）
■メニュー：「クリスマスメニューもヘルシーで
655Kcal」（ローストビーフのサラダ仕立て、冷や
やっこ、ご飯、スープ、プチケーキ、コーヒーか
ウーロン茶）
■料金：900円（税込み）
■詳細：健康・子ども課健やか推進係☎北保健セ
ンター

子育て情報
●子育て講座

ゴ ー

からだ

乳幼児のいるご家庭や地域の皆さんが集い、いろ
いろな遊びを通してふれあいを楽しむ行事を開催し
ます。
日時
会場
1月9日㈬
新琴似小学校体育館・グラウ
午前10時～ 11時30分 ンド（新琴似7-3）
1月10日㈭
新光小学校教室・グラウンド
午前10時～ 11時30分 （新琴似1-12）
■内容：雪遊び、ゲーム遊び、的当て、宝探し、赤
ちゃんコーナーなど
■対象：区内または近隣にお住まいの方（乳幼児は
保護者同伴）
■費用：無料
■持ち物：上靴を持参してください
■申込：当日、直接会場へお越しください
■詳細：健康・子ども課子育て支援係☎北区役所内
線415

国民健康保険情報
●国民健康保険料の夜間納付相談
保険料の納付が困難で、平日の日中に来庁するこ
とが難しい方は、ぜひご利用ください。

■夜間：12月１１日㈫、13日㈭、18日㈫、20日㈭午
後7時30分まで
■受付窓口：北区役所1階11番（北側玄関をご利
用ください）
■必要書類：国民健康保険料納付通知書、印鑑、
平成19年中の収入が分かるもの（給与明細など）
、
納付が困難なことを証明するもの（返済の領収書
など）
■詳細：保険年金課収納一係・二係☎北区役所内
線403
12 ー広報さっぽろ
2007ー●

きた 

※各施設の所在地・電話番号は「きた２ページ」をご覧ください。

■内容：
「食育の大切さ～子どもの心と身体を育て
るために～」
■日時：1月30日㈬午後2時～3時30分
■会場：北保健センター（北25西6）
■対象：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：20人
■費用：無料
■申込・詳細：12月17日 ㈪ 午 前9時 か ら。 健 康・
子ども課子育て支援係☎北区役所内線415
（先着順）

ゴ ー

●Go!Go!きたっこあそびランド

お知らせ

自治振興功労者表彰
長年、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、麻生連合町内会女
性部長の多田洋子さんが表彰され
ました。

た だ

よう こ

↑絵はがき

多田 洋子さん

北区ふるさとカレンダー2008の配布
北区ふるさとカレンダー２００８

（区内に咲く花や木の写真）

絵はがき「北区・こころに残る風景」
（12枚入り）

（北区民のページのとびらを飾った応募写真）

■配布開始日時：12月11日㈫午前8時45分から
■配布場所：北区役所1階広聴係、区内各まちづくりセンター
■配布部数：カレンダー・絵はがき各2,500部（1人1セット。先
着順）
■詳細：総務企画課広聴係☎北区役所内線224

※各施設の所在地・電話番号は「きた２ページ」をご覧ください。

↑カレンダー

税のお知らせ（札幌北税務署から）
●平成19年分所得税還付申告特設会場（北区）の廃止について
北区における所得税の還付申告につきまして、札幌北税務署では、毎年2月中、特設会場（平成19年は
札幌サンプラザ1階）を開設して、多くの区民の皆さまから申告を受け付けていましたが、事情により平
成20年以降は、北区内の特設会場を廃止することとなりました。
来年、還付申告をされる際には、会場をお間違えないようご注意ください。皆さまのご理解とご協力を
お願いします。

申告会場（北区内）
種類
還付申告
（給与・年金所得者のみ）
確定申告

平成19年
特設会場（2/2 ～ 2/28）
【札幌サンプラザ1階（北24西5）】

きた 

12 ー広報さっぽろ
2007ー●

設置しない

札幌北税務署（北31西7）

変更なし

札幌北税務署（北31西7）

変更なし

■詳細：札幌北税務署☎707-5111
広告

平成20年以降

12月１１日～ 1月１０日のお知らせ

区内各施設の講座など

※この一覧に掲載していない行事・講座などについては、各施設にお問い
合わせください。施設名欄の ＨＰ はホームページアドレスです。
※下記の講座などの対象は原則、区内にお住まいか、勤務先のある15歳以上の
方（高校生を除く）です。申し込み条件、教材費の納入など詳細については、
申し込み方法・備考欄をご確認の上、各施設へお問い合わせください。

各施設の年末年始の休館
・12月29日㈯～1月3日㈭…北区民センター、篠路コミュニティセンター、各地区センター、新琴似図書館
・
㈫…北区体育館
・12月29日㈯～1月1日㈷
行事・講座名

開催日時

費用

申し込み方法・備考

北区民センター

北25条西 6 丁目

☎757-3511

HP

絵本の読み聞かせ

12/18㈫午前11時～11時30分

無料

〔対象〕就学前のお子さんとその保護者

篠路コミュニティセンター

篠路 3 条 8 丁目

☎771-3700

HP http://www7a.biglobe.ne.jp/~shinoroce/
〔申込〕日曜日を除く12/13㈭～20㈭。午
前9時～午後5時。先着50人。 電話申し込み
可〔対象〕就学前のお子さんとその保護者、
小学生（低学年）
〔その他〕はさみ持参

冬休みお楽しみ会
（わらべうた、読み聞かせ、 12/26㈬午前10時～11時30分
ミニノート作りなど）

無料

屯田地区センター

☎772-1811

HP

屯田 5 条 6 丁目

http://www6.ocn.ne.jp/~kitakuce/

http://www7a.biglobe.ne.jp/~tonden/

新春囲碁大会

1/20㈰午前9時〜午後4時30分

300円

〔申込〕12/26㈬～1/15㈫。午前9時～午後
7時。先着70人（定員になり次第締切。受
付開始時の超過は抽選)。申し込み時に参
加費必要。電話申し込み不可

新春麻雀大会

1/27㈰午後0時30分〜午後4時30分 300円

〔申込〕12/26㈬～1/22㈫。午前9時～午後
7時。先着60人（定員になり次第締切。受
付開始時の超過は抽選)。申し込み時に参
加費必要。電話申し込み不可

新琴似・新川地区センター

新琴似 2 条 8 丁目

☎765-5910

HP

絵本よみきかせ
「おはなしたんと」

12/21㈮午後3時～3時30分

無料

紙芝居なども行います

太平百合が原地区センター

太平12条 2 丁目

☎770-6531

HP

無料

〔内容〕絵本の読み聞かせ、牛乳パックを
使ったサンタクロース作りなど。当日、直
接会場にお越しください

るんるんサロン

（福祉のまち・子育て支援事業）

12/15㈯午前10時～11時

パソコン講座（インターネット 1/15㈫～17㈭、19日㈯
アンド
＆ Eメール）全4回
午前10時～正午

受講料 無料
教材費210円

http://www7a.biglobe.ne.jp/~shin_shin/

http://www1a.biglobe.ne.jp/stycente/

〔申込〕12/25㈫～1/8㈫。午前9時～午後5
時。先着10人。申し込み時に教材費必要。
電話申し込み不可〔対象〕区内にお住まい
で60歳以上の方、または障がいのある方
〔その他〕トラックボールマウスあり

パソコン講座（ワード編・ウ 1/21㈪～24㈭、26日㈯
ィンドウズビスタ限定）全5回 午前10時～正午

〔申込〕12/11㈫～1/10㈭。午前9時～午後
5時。先着16人。申し込み時に受講料・教材
受講料3,400円 費必要。 電話申し込み不可
教材費1,260円 〔対象〕基本ソフト（OS）がウィンドウ
ズビスタのノート型パソコンをお持ちで、
持ち込みが可能な方のみ

北区体育館

新琴似 8 条 2 丁目

☎763-1522

少年少女バドミントン
①初心者（全11回）
②レベルアップ（全11回）

①開講期間1/8㈫～3/18㈫
②開講期間1/10㈭～3/27㈭
いずれも午後4時30分～6時

各6,700円

エアロビクス
①（全11回）
②（全10回）

①開講期間1/8㈫～3/18㈫
②開講期間1/12㈯～3/22㈯
いずれも午後6時～7時30分

①5,600円
【4,500円】
②5,100円
【4,100円】

開講期間1/8㈫～3/18㈫

5,600円

午後7時45分～8時45分

【4,500円】

新琴似図書館

新琴似 7 条 4 丁目

☎764-1901

つくしんぼのお話の会
（絵本の読み聞かせ）

12/22㈯午後2時～3時

無料

ソフトヨガ（全11回）

HP

http://www.sspc.or.jp/shisetsu/kita-gym/

〔申込〕12/11㈫～18㈫午前9時～午後8時。電
話申し込み可。多数時、12/19㈬抽選。受講の
可否について、お問い合わせください
〔納入期間〕12/20㈭～27㈭午前9時～午後8時
〔対象〕
「少年少女バドミントン」は小学3～6
年生。その他の種目は16歳以上の方
〔施設使用料〕受講料のほか毎回掛かります
（少年少女バドミントンを除く）
〔65歳以上・障がいのある方〕受講料は【 】
内の金額。納入時に証明できるものをお持ち
ください
※このほかにも講座があります。詳細は北区
体育館までお問い合わせください
※12/17㈪は施設整備日のため休館

〔対象〕幼児～小学生
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「全然寒くないよ！」
（Go!Go!きたっこあそびランド）

トピックス

ゴー ゴー

寒い冬が、すぐそこです。
雪国で暮らす私たちは、つい雪を
やっかいなものと思ってしまい
がちですが、雪を利用して冬を
楽しく過ごそうというイベント
が、区内の身近なところで行わ
れています。
さあ、外に飛び出して、冬を
楽しんでみませんか？

皆さんも参加してみませんか

真冬のイベントガイド
イベント名

開催日

会場

内容

詳細

1 月 9 日㈬

新琴似小学校
（新琴似 7 − 3 ）

1 月10日㈭

新光小学校
（新琴似 1 −12）

アサブ雪灯レク大会

2 月 2 日㈯

麻生総合センター
（北39西 5 ）

雪だるま作り・スノーキャンド 麻生まちづくりセンター
ル作りと点灯式
☎757−5810

冬を楽しむ集い

2 月 3 日㈰

北陽小学校
（北31西 9 ）

風船割り競走・障害物競走・雪 北まちづくりセンター
を使った的当てなど
☎726−4385

スノー＆アイスキャ 2 月上旬
ンドル大作戦2008

太平児童会館
（太平 8 − 7 ）

児童会館周辺をスノーキャンド 太平百合が原まちづくり
ル・アイスキャンドルで飾る
センター☎771−9180

キャンドルロード
づくり

2 月上旬

あいの里東小学校 周 辺 の 歩 道 を ス ノ ー キ ャ ン ド 拓北・あいの里まちづく
（あいの里 3 − 7 ） ル・アイスキャンドルで飾る
りセンター☎778−2355

幌北冬のつどい

2 月17日㈰

幌北小学校
（北19西 2 ）

ゴ ー

ゴ ー

Go!Go!きたっこ
あそびランド
ゆきあかり

アンド

健 康・ 子 ど も 課 子 育 て
詳細は情報プラザ（きた 4 ペー
支 援 係 ☎757−2400 内 線
ジ）をご覧ください
415

スノーホッケー・そり滑り・パ 幌北まちづくりセンター
ン食い競走など
☎726−6345

しのろスノーフェス
2 月17日㈰
ティバル

篠路コミュニティセ 雪像作り・アイスキャンドル展 篠路まちづくりセンター
ンター（篠路 3 − 8 ） 示・もちつき・太鼓演奏など
☎771−2231

親子雪中運動会

2 月中旬

新川中央小学校
（新川 3 − 3 ）

雪合戦・雪上ボートレース・雪 新川まちづくりセンター
上綱引き・みかん探しなど
☎762−2604

とんでん雪まつり

2 月下旬

屯田みずほ東公園
（屯田 6 − 5 ）

ドッジボール・チューブ滑り・ 屯田まちづくりセンター
ゲーム大会・太鼓演奏など
☎772−1260

雪中運動会

3 月上旬

拓北小学校
障害物リレー・パン食い競走・
（あいの里 2 − 1 ） 雪中玉入れ・そりリレーなど

拓北・あいの里まちづく
りセンター☎778−2355
ゆき あかり

「どうかすぐに消えてしまいませんように」（アサブ雪灯レク大会）

写真のページ

まちかどアルバム

11月 5 日
北区民センター
しとやかに楽しむ和の心

11月 2 日
幌北会館
おにぎり作りに挑戦！

北区民文化祭「お茶会」

留学生家族と
地域の交流事業

10月26日
太平百合が原地区センター
味のある音色を堪能

アトリウムコンサート（ハーモニカ）

11月12日
屯田児童会館
上手にできるかな？

七宝焼でキーホルダー作り

10月24日
有朋高校周辺
有朋高校の生徒が自主的に活動

清掃ボランティア活動

11月 9 日
北海道大学病院アメニティホール
万が一に備えて、救命法を学ぶ

119番の日普通救命講習会
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