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エルムトンネル西側出口 写真・文　永
なが

野
の

　拓
たく

也
や

さん
積雪のある冬、薄暮に映る手稲山、車の往来など、
いろいろな条件を考慮しながら、数日通って撮影し
ました。

撮影日 　   2014.2.26
撮影場所　北18条西13丁目

3
2015年（平成27年）

この作品は北区役所1階および北区ホームページ「みてきて北区」で公開しています。

こちらには、皆さんからご応募いただいた作品「北区の街・人・風景」
を掲載しています。詳細は、北区ホームページもしくは総務企画課広聴
係まで。お気軽にご応募ください！

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/

ki.somu@city.sapporo.jp

北区HP「みてきて北区」

　　　   E メール

編集：北区市民部総務企画課広聴係

〒 001-8612　北区北 24条西 6丁目　☎ 757-2503　     757-2401c

北区の人口と世帯数
2015 年 2月 1日現在（前月比）

人口

世帯数

283,936人（－23）

135,163世帯（－24）

成27年））））））

北区の写真　  募集中！

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先
係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 係【窓口番号】 電話番号 出張所・まちづくりセンター 電話番号

北区役所（北24西6）代表 757-2400
福祉支援一・二係【21】 757-2464

保護三課

保護一係 757-2528 屯田（屯田5-6） 772-1260
保健支援係【23】 757-2465 保護二係 757-2529 麻生（北39西5） 757-5810

市民部 相談担当係【21】 757-2509 保護三係 757-2527 太平百合が原（太平8-7） 771-9180
総務企画課 健康・子ども課（北保健センター　北25西6） 保護四係 757-2530 拓北・あいの里（あいの里1-6） 778-2355
庶務係【33】 757-2403

保健予防係 757-1185
保護四課

保護一係 757-2531 北区関係公的機関 電話番号
地域安全担当【33】 健やか推進係 757-1181 保護二係 757-2532 北部市税事務所

（中央区北4西5アスティ45　9階） 207-3912選挙係【32】 757-2404 家庭児童相談室 757-1182 保護三係 757-2535
広聴係【17】 757-2503 子ども家庭福祉係 757-2563 保険年金課 北清掃事務所（屯田町990-3） 772-5353
戸籍住民課 母子・婦人相談員 757-2564 給付係【10】 757-2491 北消防署（北24西8） 737-2100
戸籍係【7】 757-2415 子育て支援係 757-2566 保険係【9】 757-2492 北部水道センター（新琴似6-2）
住民記録係【3】【5】 757-2412 生活衛生係 757-1183 収納一・二係【11】 757-2493 　北部料金課 762-7200
地域振興課【31】 757-2407 生活保護【27】【28】【29】 年金係【8】 757-2495 　北部配水管理課 762-7300
土木部(北区土木センター　太平12-2)

保護一課

相談担当係 757-2517 出張所・まちづくりセンター 電話番号 北区社会福祉協議会
（北24西6北区役所1階） 757-2482

維持管理課 771-4211 保護一係 757-2513 篠路【篠路出張所】（篠路4-7） 771-2231
保健福祉部 保護二係 757-2514 鉄西（北10西4） 726-5285 北老人福祉センター（北39西5） 757-1000
保健福祉課 保護三係 757-2516 幌北（北17西5） 726-6345 北区保育・子育て支援センター

【ちあふる・きた】（北25西3） 757-5380地域福祉係【25】
活動推進担当【25】 757-2470

保護二課

保護一係 757-2519 北（北29西7） 726-4385
保護二係 757-2523 新川（新川1-4） 762-2604

福祉助成係【24】 757-2462 保護三係 757-2524 新琴似（新琴似7-4） 761-4205
給付事務係【22】 757-2463 保護四係 757-2554 新琴似西（新琴似7-14） 762-8767

担当課が分からない、担当課・係につながらない
場合、また閉庁時や土・日、祝・休日などは代表
番号にお問い合わせください



2015─❸─広報さっぽろ2015─❸─広報さっぽろ きたきた 22

　市の広報誌やホームページを見ただけでは、地域でボランティア活
動をするための具体的な手続きの方法が分かりにくいと思います。ど
の年齢層にも分かりやすいように情報発信すれば、ボランティア活動
の希望者はもっと増えるのではないでしょうか。

　他都市の災害時における地域の助け合いを見ても、地域の人と人とのつ
ながりはとても大切だと感じます。近年、ライフスタイルや価値観が多様
化していますが、若い世代の方にも少しずつでも地域に目を向けてもらい、
より多くの方に地域活動に参加してほしいです。

　母国ウズベキスタンでは、隣近所 30 戸くらいはお互いの家族のことを知っ
ていて、一丸となってさまざまなイベントを企画するなど、地域のつながりが
とても強いです。また、地域活性化やボランティア活動に取り組む企業も多く、
それらの企業を支援するため、国でもいろいろな対策がなされています。

　インターネットによる情報発信は大切ですが、災害時、アクセスが殺到
して情報が入手できないなど、その情報が活用されなければ意味がありま
せん。地域活動で生まれる人のつながりにより、情報を共有することも大
切だと思うので、今後、地域の防災訓練などに参加したいと考えています。

　災害時に、地域のどの方に手を差し伸べなければならないのか、事前に
把握しておく必要があると思います。また、津波などの水害対策として、
高層ビルを避難場所として活用できるようにすることも必要ではないで
しょうか。

　日ごろから、学生を含めた若者と地域の方々が防災について話し合
い、いざというときに協力し合える体制をつくっておくことが大事だ
と思います。行政としても、若者の防災意識が高まるような魅力的な
取り組みを行ってほしいです。

市民の皆さんと市長が市政やまちづくりについて気軽
に語り合う「ふらっとホーム」。北区では 6人の方に参加
いただき、平成 26 年 10 月 6 日に札幌サンプラザで開催
しました。今月はその対話の一部をご紹介します。

ふらっとホームに関するお問い合わせ
市 民 の 声 を 聞 く 課　☎ 211-2045
この記事に関するお問い合わせ
北区総務企画課広聴係　☎ 757-2503

　より多くの方に町内会に加入していただき、地域のことは自分たちでやるとい
う気風を育てていくことが、今後のまちづくりにおいて大事な課題だと考えています。
　　　　まちづくりセンターや区役所では、地域の人と人を結びつけたり、活動したい人のパワー
　　　を生かす場所を探したりするお手伝いをしていますので、ぜひ活用してください。

　大規模な災害では、行政だけの力では救出できる人数に限界があり、他都市の実
例を見ても、住民同士の助け合いにより多くの方が救出されています。
　　　いざというときに備え、地域の中で、障がい者や要介護者といったサポートを必要とする方
　　がどこにいるのか、あらかじめ知っておくことがとても大事だと認識しています。

ふらっとふらっとホーム
  2014 in2014 in 北区

詳しい内容はホームページでもご覧になれます 検索札幌市北区　ふらっとホーム

町内会や地域での活動について

について

テーマ 1

地震・火災・水害などの防災対策テーマ 2
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引っ越し時に行う主な手続きについ
て紹介します。本誌26､ 31ページも
併せてご覧ください。また、区役所
での手続き一覧を、区役所1階⑤窓
口にご用意しています。各担当係の
電話番号は「きた1」ページをご覧
ください。

手続き項目 窓口 北区→市外 北区内での転居、北区→他区
住所など　　 詳細   戸籍住民課･篠路出張所（篠路4-7　☎771-2231）

住所異動
※転入・転居の手続きの際は、新住所の住
居表示（○番○号）または番地（○番地○）、
アパート・マンションの名称、部屋番号な
どを確認してから手続きしてください 区役所1階⑤

　　・
篠路出張所

引っ越し前転出届→引っ越し後新住所地で
14日以内に転入手続き
必要なもの  届け出人の本人確認書類（運
転免許証・健康保険証など）

引っ越し後14日以内に新住所地の区役所
に転入・転居届
必要なもの  届け出人の本人確認書類（運
転免許証･健康保険証など）

※住基カードをお持ちの方は、ご持参ください
印鑑登録 不要（転出届により自動的に登録抹消） 不要（転入・転居届により新住所で登録継続）

転校（小・中学校）
引っ越し後新住所地の窓口で手続き
必要なもの  今まで通っていた学校からも
らった書類（在学証明書等）

引っ越し後転入・転居届の際に発行され
た入校票を今まで通っていた学校からも
らった書類と一緒に新しい学校へ提出

国民健康保険・国民年金など　　 詳細   保険年金課

国民健康保険

区役所1階⑨

引っ越し前1階⑤で転出届後に脱退手続き
→引っ越し後新住所地で14日以内に加入手続き
必要なもの  保険証

引っ越し後新住所地の区役所で保険証を
差し替え
必要なもの  保険証

介護保険
引っ越し前保険証の返還（要介護認定を
受けている方には受給資格証明書発行）
→引っ越し後新住所地で加入手続き
必要なもの  保険証

引っ越し後新住所地の区役所で保険証を
差し替え
必要なもの  保険証

後期高齢者医療
引っ越し前保険証の返還（道外に引っ越
しする方には負担区分等証明書発行）
→引っ越し後新住所地で手続き
必要なもの  保険証

不要（引っ越し後、約1週間前後で新し
い保険証が郵送されます）→同封されて
いる返信封筒で古い保険証を返送

国民年金
加入者（第1号被保
険者・任意加入者）区役所1階⑧

詳細は新住所地の市町村年金係で要確認
必要なもの  年金手帳

不要（転入・転居届により自動的に新住
所に変更）

受給者 手続き  新住所を管轄する年金事務所で住所変更手続き。詳細は新住所地の市町村年金係で要確認
各種手当・福祉サービスなど　　 詳細   保健福祉課

児童手当

区役所2階㉔

引っ越し前受給事由消滅届→引っ越し後新
住所地で新たに手続き

不要（転入・転居届により自動的に新住
所に変更）、子と別居の場合は要手続き

児童扶養手当・特別児童扶養手当 引っ越し後新住所地で住所変更手続き
必要なもの  手当証書

引っ越し後新住所地の区役所で住所変更手続き
必要なもの  手当証書・児童扶養手当の方
は賃貸契約書など

医療費助成
（子ども・重度心身障害者・ひとり親）

引っ越し前受給者証の返還→引っ越し後新
住所地で新たに手続き
必要なもの  受給者証

引っ越し後新住所地の区役所で住所変更
手続き
必要なもの  受給者証

障がい者総合支援

区役所2階㉑

引っ越し前障害支援区分認定を受けてい
る方に障害支援区分認定証明書発行
→引っ越し後新住所地で手続き
必要なもの  受給者証

引っ越し後新住所地の区役所で住所変更
手続き
必要なもの  受給者証

特別障害者手当・障害者福祉手当・
福祉手当

引っ越し後新住所地で新たに手続き
必要なもの  印鑑

引っ越し後新住所地の区役所で住所変更
手続き
必要なもの  印鑑・身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳・預金通
帳（振込先変更の場合）

身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳

引っ越し後新住所地で住所変更手続き
必要なもの  身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳

引っ越し後新住所地の区役所で住所変更
手続き
必要なもの  身体障害者手帳・療育手帳・
精神障害者保健福祉手帳

敬老優待乗車証・福祉乗車証・タ
クシー利用券・自動車燃料助成券・
福祉割引ウィズユーカード・札幌
市助成用カード

区役所2階㉒
引っ越し前それぞれ返還
※未使用の敬老優待乗車証を返還する場
合は本人確認書類・口座番号が分かるも
のが必要

不要

市税　　 詳細   北部市税事務所（中央区北4西5アスティ45　9階　☎207-3912）・中央市税事務所（中央区北2東4サッポロファクトリー2条館4階　☎211-3076）

個人市民税 北部市税事務所
※償却資産分につい
ては中央市税事務所

不要
（転出届により自動的に新住所に変更）

不要（転入・転居届により自動的に新住
所に変更）

固定資産税※

原動機付自転車（125cc以下）・小
型特殊自動車の登録 中央市税事務所

引っ越し前廃車届→引っ越し後新住所地で
新たに登録　 必要なもの  印鑑・標識交付
証明書・本人確認書類（運転免許証・健
康保険証など）・ナンバープレート

イイ
ドド

ガガ
しし
越越引引っっ
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住所
 太平1条1丁目
 太平2条1丁目、3～5丁目
 太平3条1丁目、3～5丁目
 太平4条1丁目、3～6丁目
 太平5条1～6丁目
 太平6条1～6丁目
 太平7条1～7丁目
 太平8条1～7丁目
 太平9条1～7丁目

太平中学校
（太平8-2）

東15丁目屯田通

篠
路
公
園
通

創
成
川
通

太平会館

太平拓友公園 太平すずらん
こども公園

北区役所（北24西6）
☎757-2400＜代表番号＞

※北区役所の各課・係の電話番号は

「きた1」ページをご覧ください

情報
　プラザ

みんなで集まって、暖かい空間や時間を共有する「ウォームシェア」関連事業はみんなで集まって、暖かい空間や時間を共有する「ウォームシェア」関連事業は のマークが目印ですのマークが目印です

例年3月下旬～4月上旬は、区役所への来庁者が集中し、駐
車場が混雑します。公共交通機関をご利用ください。
※北区公式ホームページで、区役所駐車場の混雑状況が確認
できます。下記のURLまたはQRコードからご確認ください
（画像を表示するため、携帯電話・スマートフォンの場合は
パケット代にご注意ください）。
URL　http://www.city.sapporo.jp/kitaku/
shisetsu/kuyakusho/parking.html
■詳細　総務企画課庶務係  ☎757-2403 QRコード

公共交通機関のご利用を

3月12日㈭、19日㈭、26日㈭、4月2日㈭、9日㈭　17時15分～20時
北部市税事務所（中央区北4西5　アスティ45　9階）

毎週木曜日（祝日を除く）に、夜間納税相談を行っています。
ご利用ください。
■詳細　北部市税事務所納税課納税係  ☎207-3913

市税　夜間納税相談

市 税 事 か ら北 部 務 所

3月29日㈰　10時～15時
3月25日㈬～27日㈮、3月30日㈪～4月1日㈬　17時15分～19時30分
北区役所1階⑪窓口（北玄関（休日夜間通用口）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、現在の収入
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（返済の予定表、請求書など）
■詳細　保険年金課収納一・二係　☎757-2493

国民健康保険料　休日・夜間納付相談

健 康 保 情 報国 民 険

3月11日㈬　14時～15時
プラザ新琴似1階大ホール（新琴似7-4）

ウクレレサークル「ブルースカイ」によるハワイアン形式の
演奏会。一緒に歌って楽しんでいただけるイベントです。
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　新琴似まちづくりセンター　☎761-4205

ウクレレミニコンサート《無料》

日時 会場 内容

3月12日㈭
12時30分
　～13時30分

北区民センター3階
講義室（北25西6）

「知って予防！ロコモティブ
シンドローム」
講師：村

むら

上
かみ

俊
とし

也
や

氏（札幌新川
整形外科院長）

3月17日㈫
18時～19時

麻生地区会館2階集
会室（北39西5）

「おとなの肺炎」
講師：牧

まき

田
た

比
ひ

呂
ろ

仁
に

氏（牧田病
院院長）

3月27日㈮
10時
　～11時30分

新琴似南会館2階大
広間（新琴似2-2）

「痛みにさよなら」
講師：清

し

水
みず

泰
やす

行
ゆき

氏（新川新道
整形外科病院医師）
「肩の痛みについて」
講師：野

の

中
なか

伸
しん

介
すけ

氏（同院院長）

●申込　当日、直接会場へ
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

健康づくり講演会《無料》

◎期日前投票のご案内
次の2カ所に期日前投票所を開設します。北区民センターで
全ての選挙の投票ができるのは、4月4日㈯からとなります。

◎投票所が変わります
次の住所にお住まいの方の投票所が「太平会館」から「太平
中学校」に変わります。お間違えのないようご注意ください。

◎投票所案内はがき
投票所案内はがきを忘れたり紛失した場合でも、投票するこ
とができます。投票所の係員にお申し出ください。
※統一地方選挙の詳細は、本誌10、11ページをご覧ください
■詳細　北区選挙管理委員会事務局（北区民センター1階集
会室）　☎757-2404

会場 選挙種別 期間 時間

北区民センター
1階ロビー
（北25西6）

知事 3月27日㈮～4月11日㈯

 8時30分
　～20時

市長 3月30日㈪～4月11日㈯

道議会議員
市議会議員 4月4日㈯～11日㈯

篠路コミュニティ
センター
1階ホール
（篠路3-8）

4月9日㈭～11日㈯

※10時から正午までは大変混雑します

 10時
　～20時

統一地方選挙のお知らせ

区 役 所 か ら 3/11㈬　　4/10㈮44▼▼

3月30日㈪～4月3日㈮、6日㈪　17時15分～19時

窓口の混雑緩和のため、住所変更などの区役所の受付時間を
延長します。本誌31ページも併せてご覧ください
●延長業務　転入届、転出届、住民票・印鑑証明などの証明
書発行、印鑑登録、戸籍届など
■詳細　市コールセンター  ☎222-4894

住所変更などの届け出窓口　臨時延長

セ ン タ か ら保 健 ー

3月16日㈪～22日㈰　11時～14時
札幌サンプラザレストラン（北24西5）《900円（税込）》

●メニュー　タラのから揚げ野菜あん、高野豆腐とカニつみ
れの煮物、鶏ささ身のクリーミーサラダ、ご飯、みそ汁（野
菜使用量134g、エネルギー650kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

北保健センターのおすすめランチ
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北保健センター・北区民センター
業務再開のお知らせ

耐震改修工事のために一時移転・休館していた北保
健センターと北区民センターは、3月2日㈪から従来
の所在地（北25西6）での業務を再開しています。

3月27日㈮　9時～10時《胃がん700円／大腸がん400円》両方の受診可
北保健センター（北25西6）

●対象・定員　区内にお住まいで、検診を受ける機会のない40歳以上の方・先着50人
●70歳以上の方、65～69歳で後期高齢者医療制度に加入の方、生活保護世帯の方、
市・道民税非課税世帯に属する方、支援給付世帯の方は費用が免除されますので、
保険証や生活保護受給証明書、課税証明書などの証明できる書類をお持ちください
●検査日1週間前までに、北保健センターに検査セットを取りにお越しください
●申込・詳細　3月20日㈮までに健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

胃がん・大腸がん検診（予約制）

局 か ら建 設

川に雪を捨てると水の流れが悪くなり、あふれる原因となります。川に雪を捨て
ないようにしましょう。また、川の周辺の雪や氷は崩れやすく危険ですので、川
に近づかないでください。
■詳細　建設局河川管理課　☎818-3415

川への雪捨てや近づくことはやめましょう

◎北保健センター
業務時間　8時45分～17時15分
（土・日、祝・休日および12月29日～1月3日を除く）
◎北区民センター
業務時間　8時45分～21時（12月29日～1月3日を除く）
※図書業務は9時～17時（毎月第4金曜日、12月29日～1月3日を除く）

て 情 報子 育

4月1日㈬　13時30分～15時15分〔受け付けは13時から〕
北区民センター3階児童室（北25西6）

日ごろのお子さんの成長ぶりや子育てにかかわる心配、
悩み事などをお母さん同士や保健師と話し合います。
また、母親教室に参加している妊婦さんたちとの交流も
あります。
●対象　生後1～3カ月の初めてのお子さんとお母さん（参加は1回に限ります）
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

赤ちゃんといっしょ《無料》

《回収期間》　3月11日㈬～17日㈫
《回収場所》　北保健センター2階③窓口（北25西6）

ご家庭で使わなくなった絵本を集めています。お譲りいただいた絵本は、乳幼児
から絵本に親しむ環境づくりを進めるために、保育所や子育てサロンなどで活用
させていただきます。
●絵本の種類　乳幼児向けの絵本（汚れや破損のないもの）
　　　　　　　※図鑑や月刊誌は対象外です
■詳細　健康・子ども課子育て支援係　☎757-2566

絵本のリサイクル
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みんなで集まって、暖かい空間や時間を共有する「ウォームシェア」関連事業は のマークが目印です

　 申込時 ＝申込時に納入　　 直接会場＝当日直接参加するもの　　　　　 先着 ＝先着順
　 当日 ＝当日に納入　　　 要申込＝事前の申し込みが必要なもの　　 抽選 ＝多数時抽選

　   表中の記号

各 施 設 座 な区 内 の 講 ど ※申し込みや内容の詳細、また掲載していない行事
などについては各施設にお問い合わせください。

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考

北区民センター（北25西6）　☎757-3511　      　 

〔講座などの受け付け〕 ①電話申し込み可 ②受付時間は9時～21時

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 4/4㈯　11時～11時30分

無料

直接会場

みんなの茶の間オープンカレッジ
①相続税と相続手続きの知識
②すぐに役立つ暮らしの知恵

4/15㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着  15人 3/11㈬～4/10㈮

新琴似・新川地区センター（新琴似2-8）　☎765-5910　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

第3回　新・新ほんわか自衛隊
　　 コンサート 3/28㈯　14時～15時

無料
直接会場  陸上自衛隊第11音楽隊によるコンサート

多世代交流「新・新サロン」 4/6㈪　13時～16時（出入り自由） 直接会場  歌声タイムや絵本の読み聞かせなど

屯田地区センター（屯田5-6）　☎772-1811

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

花と緑の交換会 
i
イン

n 屯田 p
パート

art 13

種と苗の
フリーマーケット

3/29㈰　

13時～16時 入場無料 直接会場

種まき講習会 13時30分～15時
各300円
3/28までに納入

要申込  先着  
各30人 3/11㈬～28㈯超簡単EMぼかし

づくり 15時～16時

リフレッシュ♪
ハワイアンフラダンス《全8回》

4/2～5/28の毎週木曜日（4/30を
除く）　18時30分～20時 申込時  4000円 要申込  先着  10人

3/11㈬～4/1㈬
Tシャツやフレアスカー
トなど、動きやすい服
装でお越しください

篠路コミュニティセンター（篠路3-8）　☎771-3700  　 

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可（窓口申し込み優先）  ②受付時間は9時～21時

みんなあつまれ！キッズなひろば 3/21㈷　10時30分～14時 当日  100円
（高校生以上） 直接会場  木のおもちゃやアナログゲームで遊びます

おはなしの会「まんまるころころ」3/28㈯　10時～10時30分
無料

直接会場

コミセンロビーコンサート 4/2㈭　13時30分～14時30分 直接会場  地域の子どもたちによるピアノコンサート

ハッピーマーケット出店者募集 4/1㈬～12㈰　9時～21時 1区画800円
4/12までに納入

要申込  先着
フリーマーケットブース18区画

ハッピーマーケット
4/19㈰　10時～14時

ちえりあご近所先生講座
「50代・60代からはじめる
ハワイアンフラ」《全5回》

5/21～6/18の毎週木曜日
10時～12時
※5/14㈭にオリエンテーション

3000円 要申込  抽選  20人 3/11㈬～25㈬

ロビーを開放中

click!検索屯田地区センター ロビーを開放中

検索 click!篠路コミュニティセンター ロビーを開放中

ロビーを開放中

情
報
プ
ラ
ザ

3
／
11
㈬　

4
／
10
㈮

▲

検索 click!札幌市北区民センター

新琴似・新川地区センター 検索 click!
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行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考

太平百合が原地区センター（太平12-2）　☎770-6531　　

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み可  ②受付時間は9時～21時

古本交換市 3/13㈮、4/10㈮ 14時～16時

無料

直接会場  持参した本と10冊まで交換できます。
雑誌・専門書・参考書・全集などは交換不可

絵本読み聞かせ「ドリームランド」 3/20㈮、4/3㈮ 10時～11時 直接会場  手遊び・親子ゲーム・紙芝居など

スプリング・リリーコンサート 4/5㈰　14時～16時 直接会場  カンテレ・木管五重奏・吹奏楽

拓北・あいの里地区センター（あいの里1-6）　☎778-8000  　 

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み不可  

春休み子ども映画会 3/27㈮　13時30分～15時 無料 直接会場
〔対象〕幼児・小学生 

　　　    〔上映〕「P
ピ

iP
ピ

iとべないホタル」

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522　　

〔休館〕3/16㈪／〔対象〕16歳以上／〔65才以上・障がいのある方〕【　】内の金額（要証明）／〔施設利用料〕毎回掛かります

春休み3日間集中！こども体操塾
《各全3回》

4/1㈬～3㈮

9時30分～10時30分

各1910円
【各1530円】

要申込  抽選
各10人

3/11㈬～15㈰
9時～20時
電話申し込み可
※3/17㈫14時抽選後、受
講の可否要問い合わせ

〔納入期間〕
3/18㈬～29㈰

10時45分～11時45分

春休み3日間集中！こどもかけっこ塾
《各全3回》

13時～14時 要申込  抽選
各20人14時30分～15時30分

姿勢改善ウェーブ＆ストレッチポール
《全7回》

4/3～5/29の毎週金曜日（4/24､
5/1を除く）　10時30分～11時30分

6580円
【5920円】 要申込  抽選 10人

J
ジ ャ ズ

AZZヒップホップ
《各全11回》

キッズ（4～6歳） 4/3～6/26の 毎
週金曜日（4/24､
6/12を除く）

15時30分～16時30分 各7010円
【各5610円】

要申込  抽選
各20人ジュニア（小学生） 16時45分～17時45分

働きざかり世代脂肪燃焼フィットネス
《全11回》

4/4～6/20の毎週土曜日（5/2を
除く）　13時～14時

5890円
【5300円】 要申込  抽選  30人

体質改善ボール＆ウェーブd
デ

eシェイプ
《全11回》

4/6～7/13の毎週月曜日（4/27､
5/4､ 25､ 6/22を除く）
19時～20時

5890円
【5300円】 要申込  抽選  30人

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901 　 

〔休館〕第2・4水曜日

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
3/14㈯､ 28㈯ 14時～14時30分

無料
直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年

4/1㈬ 15時～15時30分

子ども映画会 3/21㈷ 14時～15時 直接会場  〔対象〕幼児～小学校低学年 
　　　  〔上映〕アニメ「ドナルドダック」

百合が原公園（百合が原公園210）　☎772-3511    

〔緑のセンター休館〕祝・休日を除く月曜日
　※施設ご利用時、65歳以上の方は生年月日の分かる身分証、障がいのある方は障害者手帳提示で無料

公園ガイドボランティア養成講座
受講説明会

3/28㈯
10時～12時 無料 要申込  先着  

各20人
3/11㈬から

4/11㈯

春の花展 4/1㈬～12㈰
8時45分～17時15分

入館料130円
（高校生以上） 直接会場

検索 click!新琴似図書館

検索 click!百合が原公園

検索 click!北区体育館

検索 click!拓北・あいの里地区センター ロビーを開放中

検索 click!太平百合が原地区センター アトリウムを開放中

3
／
11
㈬

4
／
10
㈮

▲

情
報
プ
ラ
ザ
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北区の写真を募集中！詳しくは「きた１」ページをご覧ください。


