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▲

行った！学んだ！
わたしたちのまち
えりか

家族で出掛ける機会が多くなる夏休み
がもうすぐやってきます。
中央区には、楽しく学べる場所がたく
さんあります。
今回は、そんな場所を区内の小学生と
一緒に体験してきました。
今年の夏は家族で一緒に体験しに出掛
けてみませんか？

野鳥が見えたよ（旭山記念公園）

シャボン玉の中に入った気分になれるよ（札幌市

水道記念館）

▲

わたしたちが体験
して来ました !

あやの

まな

（写真：札幌市水道記念館）

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３条西11丁目
☎011-231-2400（内線224） Fax011-231-6539
「中央区だより」ラジオカロスサッポロ（ＦＭ78.1ＭＨｚ）毎週金曜午前11時30分～
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人口
男
世帯数

219,691人（前月比 +156）
97,886人 女 121,805人
121,898世帯（前月比+141）
平成22年６月１日現在

まち

行った！学んだ！わたしたちの

さっぽろの水を学ぼう

蛇口から出てくる水はどうやってできるのかな？

札幌市水道記念館

体験コーナーもいっぱいの展示室

浄水場の見学

森の役割や安全な水道水ができるまでの
工程、人と水のかかわりなどを学ぶとと
もに、水の不思議さ・素晴らしさを感じ
ることができます。

水道記念館に隣接した
藻岩浄水場で、実際に
水道水ができる様子を
見学できます。

なにが
見えるのかな？

所 伏見４

期 平成22年４月10日㈯～11月14日㈰

休 月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）
時 午前９時30分～午後４時30分
料 無料

駐 あり（無料）

☎561-8928

遊びを通して学べます
楽しく学べる展示室のほか、小さなお子さん
のためのキッズルームや外には噴水もあり、
特に天気のいい日には楽しく過ごしてもらう
ことができると思います。一度遊びに来てく
ださい。
水道記念館案内員 鈴木智保さん
すず き

さっぽろの空を学ぼう
札幌市天文台

ち

ほ

霧の輪ができた
り、不思議なこ
とがいっぱい。
噴水広場も楽し
かったな。
えりか

わたしたちの住む札幌の空にはどんな天体があるのかな？
大きな望遠鏡で
太陽観察
口径20㌢の望遠鏡
で太陽の動きや黒
点の様子を観察す
ることができま
す。

所 中島公園１-17

夏の夜空を観察しよう
～夜間公開のお知らせ～

日程
７月16日㈮、17日㈯

春から夏の星座

７月30日㈮、31日㈯
織姫、彦星、夏の大三角
８月13日㈮、14日㈯
８月27日㈮、28日㈯

休 月曜日、
火曜日午後、祝日の翌日、

観望対象

夏の大三角

時間はいずれも午後８時～10時です（雨
天・曇天時は中止します。当日の午後７
時以降に札幌市天文台へお問い合わせく
ださい）。

年末年始
時 午前10時～午後４時 料 無料
交 地下鉄南北線「中島公園駅」
市電「中島公園通」
☎511-9624

天体の動きを観察できます
太陽はこれから活発になって、黒点も次第に
大きなものが現れるでしょう。
また、夏休み中には夜間公開もありますので、
いろいろな天体を見に来てください。星の話
も楽しいですよ。
青少年科学館職員 石山勝則さん

太陽の動きが思
ったよりも早く
てびっくり。今
度は星も見たい
な。

いしやまかつのり

あやの
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まち

行った！学んだ！わたしたちの

さっぽろの自然を学ぼう

わたしたちの周りにはどんな生き物がいるのかな？

旭山記念公園

たくさんの動植物に出会えます

森の家でも学べます

公園内の豊かな自然の中には、花や野
鳥、昆虫などたくさんの生き物が生息
しています。

公園内の生き物の写真や
資料を展示しています。
生き物の観察会なども実
施していますので、ぜひ
参加してください。

セミ
とれたー！！
所 界川４

交 ジェイ・アール北海道バス旭山公園線
（円

13）「円山公園駅前」↔「旭山公園前」
駐あり
（無料） ☎614-5800（中央区維持管理課）
※森の家は第２駐車場の上にあり、土・日曜
日の午前10時〜午後４時に利用できます
（11月上旬〜4月下旬は閉鎖されます）。

散歩感覚で自然と親しめます

セミとりや野鳥
観察ができて楽
しかったです。
今度はパパと来
たいな。

これからの季節は、チョウや花がたくさん見
られます。午前10時くらいまでに来ていただ
ければ、シジュウカラやアカゲラの幼鳥にも
出会えると思います。ぜひ身近な自然を楽し
んでください。
旭山記念公園市民活動協議会 皆川昌人さん
みながわまさひと

さっぽろの歴史を学ぼう

まな

昔の札幌はどんなだったのかな？

札幌市埋蔵文化財センター

札幌市文化資料室

大昔の人々の生活を体験できます

開拓使時代からの歴史を学べます

大昔の人々の住居や食べ物など生活の様子、札幌で出
土した土器や石器を間近で見ることができます。
クイズや火おこし体験コーナーもあります。図書館併
設なので、調べものに便利です。

開拓使時代から現代までのまちの歴史と人々の生
活を紹介したパネルが展示されています。
また、「新札幌市史」や「さっぽろ文庫」などか
ら郷土史を学ぶことができます。

所 南22西13（中央図書館併設）

所 南８西２（旧豊水小学校複合施設）

と11月3日は開館）
時 午前８時45分～午後５時15分
料 無料 交 市電「中央図書館前」
駐 あり（無料） ☎512-5430

時 午前８時45分～午後５時15分

休 祝日、振替休日、年末年始（ただし、5月3〜5日

中央 
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休 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始
料 無料

交 地下鉄東豊線「豊水すすきの駅」
駐 あり（２台） ☎521-0205
データの見方

所＝所在地
料＝入館料

期＝開館期間

交＝交通機関

休＝休館日

駐＝駐車場

時＝開館時間
☎＝問い合わせ

30

19

10

㈰

㈷

22

㈭
30

231

11
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【中央区選挙管理委員会からのお知らせ】
下表の住所で選挙人名簿に載っている方は、これまで「成徳学園
札幌社会福祉専門学校」が投票所でしたが、７月11日㈰に行われる参
議院議員通常選挙から、投票所が「あけぼのアート＆コミュニティセ
ンター（旧曙小学校）」に変わります。
アンド

従来の投票所

新しい投票所
アンド

あけぼのアート＆コミュニティセンター
成徳学園

（南11西８）

あけぼのアート＆
コミュニティセンター

市電

専門学校

至中島公園
→
山鼻9条

菊水・旭山公園通

230

号︵石山通︶至定山渓↓

札幌社会福祉

（旧曙小学校・南11西９）
国道

該当する住所
南８条西８丁目
～西12丁目
南９条西８丁目
～西12丁目
南10条西８丁目
～西12丁目
南11条西８丁目
～西12丁目
南12条西８丁目
～西12丁目

中島
公園通
曙まちづくりセンター

下表の住所で選挙人名簿に載っている方は、これまで「北海道札幌
西高等学校」が投票所でしたが、７月11日㈰に行われる参議院議員通
常選挙では、投票所が「北海道森林管理局」に変わります。
該当する住所

従来の投票所

宮の森１条７丁目
～10丁目

（宮の森３- ７）
北海道札幌西
高等学校

宮の森３条７丁目 （宮の森４-８）
～10丁目
宮の森４条７丁目
～10丁目
詳細

北海道札幌西
高等学校
宮の森

輔仁会館

山の手通

宮の森２条７丁目
～10丁目

新しい投票所
北海道森林管理局

宮の森
小学校

北24条通

山の手
ゴルフセンター
北海道森林管理局

中央区選挙管理委員会（総務企画課選挙係）☎231-2400

市コールセンター ☎222-4894
中央区役所
☎231-2400
（南３西11）
中央保健センター
☎511-7221
（南３西11）
中央区土木センター
☎614-5800
（北12西23）
中央区民センター
☎271-1100
（南２西10）
旭山公園通地区センター
☎520-1700
（南９西18）
大通公園まちづくりセンター
☎251-6353
（北１西９）
東北まちづくりセンター
☎251-8119
（北２東２）
苗穂まちづくりセンター
☎261-3669
（北１東10）
東まちづくりセンター
☎241-1696
（南２東６）
豊水まちづくりセンター
☎521-0204
（南８西２）
西創成まちづくりセンター
☎521-2384
（南５西７）
曙まちづくりセンター
☎511-0116
（南11西10）
山鼻まちづくりセンター
☎511-6371
（南23西10）
幌西まちづくりセンター
☎561-3256
（南11西14）
西まちづくりセンター
☎561-7124
（南６西13）
南円山まちづくりセンター
☎561-2472
（南９西21）
円山まちづくりセンター
☎611-3367
（北１西23）
桑園まちづくりセンター
☎621-3405
（北７西15）
宮の森まちづくりセンター
☎644-8760（宮の森2-11）
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災いへ

29

左岸河川敷。午前 時〜午後
１時。
詳細 地域振興課地域活動担
当☎（ ）２４００（内線 ）

国民健康保険料の納付と
夜間相談について

８月２日は平成 年度国民
健康保険料第２期分の納期限
ですので、納め忘れのないよ
うにお願いします。
なお、保険料を納付できな
い特別な事情（証明書類が必
要）があり、平日の午後５時
分までに区役所へお越しに
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 ７月 日 、
日 の午後８時まで。
※夜間相談は、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
詳細

係 
231

15

㈮

区役所関連施設

火から炎へ

18

その油断

豊平川ふれあいクリーン
ウ
ィ
ズ
作戦ｗ ｉｔｈイカダ下り

イカダ下り大会を見物しな
がら、コースに沿って河川敷
でごみ拾いをします。ゴール
地点で参加賞を配布します。
▽日程 ７月 日 。※イカ
ダ下り大会順延時は 日 。
▽受付 幌平橋左岸河川敷に
て 午 前９
時～ 時
分。
▽ゴール
一条大橋

※◯
環マークは中央区の環境への取り組みをお伝えするマークです。

の 環 マーク
今月

7月11日からの内容です

日
まで実施されます。

㈰

定員

費用

なし

無料

【内 容】ファミリーを対象に多目的ホールを、バドミントン・卓球半面ずつ開放します。
【持ち物】運動靴、ラケットやシャトル・ボールなどの用具。
②夏休み映画観賞会
【内

８月７日㈯
午前10時～正午

申し込み不要

なし

無料

容】アニメーション映画「あらしのよるに」 （上映時間１時間47分）。

③親子で集まろう！
８月２日㈪
申し込み不要
「ちびっこサマーランド」 午前10時～11時30分

なし

無料

【内

容】子どもたち（乳幼児・小学校低学年対象）と地域の皆さんが屋内外での遊びを
通して触れ合う集いです。
【持ち物】帽子・着替え・飲み物・タオル。
※就学前のお子さんは、必ず保護者の方と参加してください。
８月５日～26日
④手芸教室「アクセサリー の毎週木曜日
づくりに挑戦！」
（全４回） 午後１時30分
～３時30分

７月15日㈭
午後１時～

16人 受講料：1,000円
教材費：4,000円

【内 容】小物にビーズでデコレーション、銀粘土での指輪づくりなど。
【対 象】区内在住か在勤の18歳以上の方（高校生を除く）。
【持ち物】手ふき・筆記用具。
で

⑤親子Deクッキング
「お好み焼きに挑戦！」

７月29日㈭
午前10時～正午

７月15日㈭
午後２時～

10組

参加無料

1

45

520

受講料 ： 500円

【対 象】区内在住の小学生とその保護者（２人１組）。
【持ち物】エプロン・皿・はし・飲み物。

18

みんな元気！！食育体験レストラン

※この「レストラン」は事業名です。

①中央卸売市場 食育講座

②親子食品衛生セミナー

◆内容 中央卸売市場の見学や料理教室など。
◆日時 ７月30日㈮午前９時15分～午後２時
（受け付けは午前９時から）。
◆対象 区内在住の小学生とその保護者。
◆定員 小学生と保護者合わせて40人。
◆持ち物 筆記用具、エプロン、三角きん、手
ふき。
申込・詳細 健康・子ども課健やか推進係
☎511-7221

◆内容 北海道醤油株式会社東区苗穂工場の
見学、豆腐手造り体験。
◆日時 ８月11日㈬午前10時～午後４時（受
け付けは午前９時45分から）。
◆対象・定員 区内在住の小学生（中～高学
年）とその保護者（２人１組）・８組16人。
◆持ち物 筆記用具、エプロン、三角きん、
手ふき、上履き、昼食。
申込・詳細 健康・子ども課生活衛生担当
☎511-7227

しょうゆ

（①②共通項目）
◆集合場所 中央保健センター（南３西11）。※集合後、バスで会場へ移動します。
◆申込 ７月12日㈪～16日㈮の午前９時～午後５時に電話で（ファクス不可）。先着順。
※お車での来所はできませんのでご注意ください。

◆内容 中央区食育マスコットの愛称を募集します。
◆応募方法 ①愛称とその由来②住所③氏名（ふりがな）④年齢⑤電話
番号を明記の上、はがきかファクスで（電話不可）。
◆募集期間 ７月12日㈪～31日㈯。当日消印有効。
◆入賞特典 ベストネーミング賞１点：食育マスコットのぬいぐるみと
図書券5,000円分。佳作２点：図書券2,000円分。入賞者には、はがきで
連絡。表彰式を行う予定。
◆あて先 中央保健センター健やか推進係
〒060-0063 中央区南3条西11丁目 c 511-8499
詳細
健康・子ども課健やか推進係
☎511-7221
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▲

マスコットのプロフィル
元気でハートの優しい
エゾリスの男の子。
料理が得意でウインター
スポーツが大好き。

中央区食育マスコット

食育マスコット愛称募集

中央 

地区センター行事・講座

から

25

①夏休み
ファミリー自由開放

開催日時
申込開始等
７月31日～８月14日
の毎週土曜日
申し込み不要
午後１時～５時

分～午後５時（日・祝日を除
く））。
※④⑤の受講料等は申し込み
時にお支払いください。納入
された受講料等の払い戻しは
できませんので、ご了承くだ
さい。
※応募者が著しく少ない場合
は、講座を中止することがあ
ります。
申込・詳細 旭山公園通地区セ
ンター  ☎（ ）１７００

日

㈮

行事・講座名

▽日程等 左表の通り。
▽会場 旭山公園通地区セン
ター（南９西 ）。
▽申込 ④⑤同センター 階
多目的ホールで受け付け（電
話不可）。
※開始時に定員を超えた場合
は抽選。また、定員に満たな
い場合は、引き続き窓口で先
着順に受け付け（午前８時

「夏の交通安全市民総ぐるみ運動」が７月
16

＜地区センター行事・講座＞

7月11日からの内容です

受講料：１組につき500円

⑤エコ！古着の活用法
～布ぞうり・エコバッグを作ろう～ ８月５日㈭、12日㈭
10人
（全２回） の午前10時～正午

☎（ ）６１１３
者の小学生。③④区内在住の 議会 
小学生とその保護者。⑤区内
放火火災にご注意
在住の方。
※受講料等は、申し込み期間
放火による火災は、例年市
中に同センター１階窓口でお 内の出火原因の上位であり、
支払いください。
昨年、中央区では 件発生し
※定員に満たない場 合は申し ました。
込み期間を過ぎても受け付け
今年に入り、連続した放火
ます。納入された受講料等の も発生しており、これから本
払い戻しはできません。都合 格的な夏の訪れを迎えるにあ
により日程等を変更したり、 たり、放火火災の増加が心配
応募者が著しく少ない場合は されることから、次のことに
講座を中止することがありま 注意し放火されない環境づく
す。
りにご協力願います。
申込・詳細 中央区民センター ①家の周りは整理整頓し、燃
運営委員会☎（ ）１１００ えやすいものを置かない。
②マンション・アパートの廊
中央区社会福祉協議会 下や階段等には、物を置かな
からのお知らせ い。
③ごみは決められた日の朝に
一日ボランティア入門講座
〜高齢者・車いす編～ 出す。

▽内容 ボランティアに関心 詳細 中央消防署予防課防火
のある方を対象に、ボランテ 推進係  ☎（ ）２１２０
ィアの基礎知識（高齢者への
接し方など）を学び、車いす
操作を実際に体験します。
▽日時 ７ 月 日 午前 時
分～午後３時 分。
▽会場 ボランティア研修セ
ンター第３研修室（北１西
リンケージプラザ２階）。
▽定員・費用
人・ 円。
▽申込 ７ 月 日 午前９時
から電話で。先着順。
申込・詳細 中央区社会福祉協

中央 

ルールをしっかり守り、安全利用に努めましょう。

③中央保健センターとの連携講座
８月３日㈫
夏休み！親子食品実験教室
午後１時30分～３時 10組
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中央区民講座

受講料：500円

281

19

215

2
828
686
（−2） （±0） （−13）
12
4,379
3,690
札幌市
（−198） （＋1） （−266）

中央区

▽日程等 左表の通り。
▽会場 中央区民センター
（南２西 ）。
▽対象 ①②区内在住で初心

②夏休み！子ども元気塾Ⅱ
７月26日㈪～30日㈮
－将棋にチャレンジ！－（全５回） の午後１時～３時 40人

30

交通事故発生件数

※平成22年累計・６月20日現在。
（ ）は前年比

自転車事故は、歩行者事故の約２倍！
▽対象 区内在住の 歳以上
地域連携事業
で、軽い運動に支障がなく、
「サマーフェスタ」 ２日間とも参加可能な方。
人・無料。
▽内容 夏の遊びを通して、 ▽定員・費用
子育て中の親と子や地域のい ▽持ち物 ２日目は運動しや
ろいろな世代の皆さんと交流 すい服装で、室内用運動靴、
できる行事です（輪投げ、シ 飲み物をご持参ください。
ャボン玉、赤ちゃんコーナー、 ▽申込 ７月 日 までに電
話か直接窓口で（午前９時～
水を使った遊びなど）。
▽日時 ７月 日 午前 時 午後５時。土・日曜を除く）。
先着順。
～ 時 分。
▽会場 資生館小学校グラウ 申込・詳細 健康・子ども課健
ン ド（ 南 ３ 西 ）。 雨 天 時 は やか推進係
同校体育館。
☎（ ）７２２１

※グラウンドの西側からお入
りください。
▽対象 中央区または近隣に
お住まいの方（就学前のお子
さんは必ず保護者同伴でご参
加ください）。
▽服装・持ち物 ぬれてもい
い服装で着替えをご持参くだ
さい。また、帽子や飲み物な
どもご用意ください。
▽申込・費用 不要・無料。
直接会場にお越しください。
詳細 健康・子ども課子育て
 ☎（ ）６３９９
支援係

受講料：700円

40

第２回

９

傷者数

死者数

発生件数

10

500

㈮

㈪

㈭

ヘルスアップ教室

第１回

④夏休み体験！親子陶芸講座

受講料：1,200円
材料費：1,300円

７月20日㈫
～26日㈪の
午前９時30分
～午後５時に
電話または直接
窓口へ。先着順。
受講料：１組につき1,200円
８組 材料費：１人につき
保護者1,000円、小学生500円
８月７日㈯
午前10時～正午

10

①夏休み！子ども元気塾Ⅰ
７月26日㈪～30日㈮
－手品にチャレンジ！－（全５回） の午前10時～正午 15人

申込方法
７月12日㈪
～18日㈰の
午前９時30分
〜午後５時に
電話または直接
窓口へ。先着順。
費用
定員
受講日時
講座名

271

30

30

20

12

30

10

～メタボは関係ないと思って
いるあなたへ～（全２回）
▽日程等 下表の通り。
▽会場 旭山公園通地区セン
ター（南９西 ）。

＜中央区民講座＞

30

㈮

511

講話：「食事で防ごう！メタボリックシンドローム」
か
「よく噛んで「歯」からはじめるメタボ対策」
７月27日㈫
実技：「ウォーキングスタイリストによる
美しい歩き方講座」
午後１時30分
さらいえ
家公認ウォーキングスタイリスト
～３時30分 講師：デューク更
さ とう き さら
佐藤桔更先生

29

７

511

18

16

内容
講話：「医師に聞こう！なぜメタボは怖い？」
７月22日㈭
グループワーク：
「なぜ今まで健康づくりは続かなかったの？」
午後１時30分
自分のタイプを知って、あなたに合った健康づく
～３時30分 りの処方せんを差し上げます。
開催日時

回

11

＜ヘルスアップ教室＞

夏のイベント掲示板
～中央区の夏を楽しもう！～
今年も暑い夏がやってきます。この時期は、祭りや盆踊り
などの楽しいイベントが多数開催されます。中央区の夏を満
喫できる、区内で開催予定のイベントを紹介します。

※６月22日現在の情報をもとに作成しています。
※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、各まちづくりセンターへ（連絡先は区民のページ「ちゅうおう」４ページ参照）

曙・山鼻

東北
納涼会

①7月24日㈯ 時間未定
②サッポロファクトリーホール（北２東４）

子ども夏まつり・東北らんど
①８月１日㈰午前９時
②東７丁目緑地（北１東７交番裏）

苗穂
「サマーフェスティバル・イン・
なえぼ」・「苗穂子供盆踊り」
①８月中旬 時間未定
②苗穂会館南側広場（北１東10）

東
夏祭り・盆踊り
①８月13日㈮～15日㈰の午後６時
②北海道神宮頓宮境内（南２東３）

豊水
すすきの夜市
①７月15日㈭～17日㈯（第1弾）
９月２日㈭～４日㈯（第２弾）
②すすきの駅前通（南４～６条）・
南５条通（西３・４丁目）

豊水・西創成
ふれあい盆踊り大会
①８月14日㈯・15日㈰の午後６時30分
②札幌パークホテルチャペル前（南10西3）

曙
サマーフェスティバル2010イン曙
①８月８日㈰午後１時
アンド
②あけぼのアート＆ コミュニティ
センター（南11西９）
広告

中央 
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行啓通ふれあい盆踊り大会
①８月13日㈮～15日㈰の午後６時
②行啓通９丁目路上（南14西９）

山鼻
山鼻さわやかウォーキング
①７月11日㈰午前９時30分
②中央区ゲートボール場（南23西10）
2010市電フェスティバル
①８月29日㈰午前10時
②第１会場：電車事業所（南21西16）
第２会場：隣接グラウンド（南22西15）

幌西
幌西夏まつり
①７月11日㈰午前11時
②幌西会館（南11西14）
大運動会
①８月29日㈰午前９時
②幌西小学校グラウンド（南10西17）

円山
裏参道夏まつり
①７月11日㈰正午
②裏参道（南２条西22～24丁目）
円山北町納涼花火大会
①７月24日㈯午後６時
②やちだも公園（北７西23）
ふれあい広場
①８月７日㈯午前10時
②円山会館駐車場（北１西23）
納涼盆踊り大会
①８月15日㈰・16日㈪の午後７時
②北円山わらしっこ公園（北６西26）

西
西屯田通り商工会夏祭り歩行者天国
①７月25日㈰正午
②西屯田通（南３～８条西12・13丁目）
西第18町内会・西ひまわり子ども会「七夕まつり」
①８月７日㈯時間未定
②なかよし公園（南７西18）

南円山
南円山商工夏祭り
①７月25日㈰正午
②山麓公園（南７西24）
南円山大運動会
①８月22日㈰午前９時
②緑ヶ丘公園（南10西23）

桑園
子ども盆踊り大会
①８月14日㈯・15日㈰の午後６時30分
②桑園公園（北７西18）
桑園地区運動会
①９月５日㈰午前９時
②桑園公園（北７西18）

宮の森大倉山
納涼盆踊り大会
①８月14日㈯～16日㈪の午後６時
②北海道神宮西駐車場（宮ケ丘）
防災フェスティバル
①8月２９日㈰午前９時
②三角山小学校（宮の森４-11）およびその周辺
宮の森音楽祭
①９月５日㈰午後２時
②札幌彫刻美術館（宮の森４-12）

ふれあい写真館

環マークは中央区の環境への取り組みをお伝えするマークです。
※◯

子どもの目線で安全確認 (6/8)

豊かな自然を大切に(5/30)

月の 環 マーク

今

ひさすえせい じ

鴨々川を清流にする会（久末聖治会長）およ
びクリーン鴨々川清掃実行委員会の主催によ
る「クリーン鴨々川清掃運動」が行われ、両会
会員や学生、地域住民など約320人が参加しました。
参加者は、デッキブラシで川石のぬめりを取った
り、火ばさみで川の中や川岸のごみを拾ったりする
などの清掃活動を行いました。

▲子ども 番の家を
示すステッカー

清掃が終わるまで待ってます

腰を屈めて川清掃

▲

桑園小学校（北８西17）において、同校５年生で
構成された「桑っ子安全調査隊」が、防犯意識の向
上と安全確認のため、地域の人たちと校区内を探検
調査しました。
調査隊は、交通量の多い場所や子ども110番の家
を地図に書き入れたり、地域の人にインタビューを
したりと入念に安全確認をしていました。

110

▲
▲ 歳で自分の歯を最
低 本保ちましょう！

▲

区健康・子ども課主催による「大人のための歯
みがき教室－歯周病をしっかり予防！－」が開催
されました。
参加者は、歯周病の講話を聞いた後、だ液によ
る歯周病チェックや歯磨き圧の測定などを行いま
した。また、歯間ブラシなどの使い方を教わり、
歯周病予防のためには、正しい歯磨きが大切であ
ることを学びました。

適切な歯磨き圧を身に付けましょう

自分の歯磨きを見直そう(6/8)

▲子どもたちの鋭い質問に大人もたじたじ…？

20 80

今年で８回目。手慣れたものです

北３条通を花で彩る(5/26)

の 環 マーク
今月

東北連合町内会の主催により、北３条通の
東１～７丁目の歩道植樹ますや花壇への花植
えが行われ、町内会のほか老人クラブや近隣
事業所などから約60人が参加しました。
参加者は、軍手姿にシャベルを持ち、インパチェ
ンスやベゴニアなど4,200株の色とりどりの花苗を
手際よく植えていました。

▲

広告
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