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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。

北区の写真　  募集中！
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！

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【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】
地域安全担当【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
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 子育て支援担当 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 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 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

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

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/北区HP「みてきて北区」

ki.somu@city.sapporo.jp　　　   E メール
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涼やかな流れに憩う安春川 写真・文　丹
たん

野
の

　恭
やす

知
とも

さん
さんさんと降り注ぐ太陽の下、水

みな も

面きらめく安春川のほと
りを歩くと、子どもたちの元気な声が聞こえてきました。
流れに泳ぐ魚を追って、遊歩道を進んで来たのでしょうか。

撮影日 　   2013.7.23
撮影場所　安春川（新琴似5条10丁目）

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 6月 1日現在（前月比）

人口

世帯数

284,309人（－18）

136,058世帯（＋89）

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先
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北区では、今年の夏も各地区で楽しいお祭りや
イベントがめじろ押しです！
ご家族やお友達を誘って出掛けてみませんか？

■主催：新川第 1～第 8町内会
■詳細：新川まちづくりセンター
☎ 762-2604

新川中央地区納涼盆踊り大会

8/8（土）、9（日）
　子ども盆踊り 18:30 ～ 19:30
　大人盆踊り 19:30 ～ 21:00
新川にしまきば公園（新川 2-3）

■主催：新琴似西まつり運営委員会・
実行委員会
■詳細：新琴似西まちづくりセンター
☎ 762-8767　

新琴似西まつり

8/1（土）13:00 ～ 21:00
8/2（日）12:00 ～ 21:00
新琴似西公園（新琴似 8-14）

■主催・詳細：拓北盆まつり実行委員会
☎ 771-8241

8/1（土）14:00 ～ 20:30
8/2（日）11:00 ～ 20:00
拓北西公園（拓北 6-2）
※指定駐車場あり

拓北盆まつり

ステージ発表やゲームなどイベントが
盛りだくさん。豪華賞品が当たるラッ
キー抽選会も大人気です!七夕の短冊
飾りもあります。

7/23（木）、24（金）13:00～ 21:00
（北区食育展13:00～ 17:00）
札幌サンプラザ前（北 24 西 5）

ノースロード 2
に～よん

4 フェスタ

■主催・詳細：ノースロード 24 フェ
スタ実行委員会
☎ 707-3027

屋台やビアガーデンのほか、24 日に
は「子どもみこし」も（23 日要申し
込み）。食育や健康づくりをテーマと
した北区食育展も同時開催します。 ■主催：新琴似連合町内会女性部

■詳細：新琴似まちづくりセンター 
☎ 761-4205

新琴似連合町内会女性部夏まつり

7/25（土）11:00 ～ 15:00
プラザ新琴似（新琴似 7-4）

新琴似音頭や新琴似太鼓、新琴似天
舞龍神のステージで大盛り上がり ！
連町女性部手作りの揚げイモ、から
揚げなど、人気メニューも豊富です。

北海盆踊り、子ども盆踊りのほか、
名物の仮装大会（9日 、20:00 ～
21:00）など、夏の夜を満喫できます。
各町内会が運営する出

で

店
みせ

も！

名物のもちまきは毎年大盛況！ス
テージ発表などのイベントのほか、
たくさんの出

で

店
みせ

がお祭りの雰囲気を
盛り上げます。

■主催：屯田夏まつり運営委員会
■詳細：屯田まちづくりセンター
☎ 772-1260

屯田夏まつり

7/25（土）11:00 ～ 21:00
屯田公園（屯田 8-6）
※雨天時翌日順延
※駐車場約 200 台
出
で

店
み せ

やビアガーデンのほか、屯田太
鼓、Y

ヨ サ コ イ

OSAKOI ソーラン、大抽選会
などイベントが盛りだくさん！大迫
力のおみこしも必見です。
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■主催：あさぶ夏まつり実行委員会
■詳細：麻生まちづくりセンター
☎ 757-5810

8/1（土）15:00 ～ 20:00
8/2（日）12:00 ～ 20:00
麻生緑地（北 39 西 5）　　

あさぶ夏まつり

■主催・詳細：あいの里あいあい祭実
行委員会　事務局（佐藤）
☎ 090-2874-1122

あいの里あいあい祭

7/25（土）15:00 ～ 21:00
7/26（日）10:00 ～ 17:00
北海道医療大学あいの里キャン
パス駐車場（あいの里 2-5）

■主催：幌北ふるさと夏祭り実行委員会
■詳細：幌北まちづくりセンター
☎ 726-6345

幌
ほ ろ き た

北ふるさと夏祭り

7/25（土）11:00 ～ 20:30
幌
こうほく

北小学校グラウンド
（北 19 西 2）

太平百合が原夏まつり

■主催・詳細：太平百合が原連合町内会
☎ 771-2728

7/18（土）13:00 ～ 20:00
7/19（日）12:00 ～ 19:00
太平あおぞら公園（太平 10-6）
小中学生のステージ発表や町内会・各
種団体対抗のゲーム、飛び入り歓迎
のカラオケ大会など、子どもから大人
まで楽しめるイベントがいっぱい！

町内会手作りの出
で

店
みせ

、子どもみこし、
カラオケ大会、ゲーム大会など、い
ろいろな世代が、見て、参加して、
体験して楽しめる企画が満載！

ハワイアンバンド、Y
ヨ サ コ イ

OSAKOIソーラ
ンのステージや、こども縁日も毎回
大盛況！75 歳以上の方、先着 200
人に500円分の利用券をプレゼント！

子どもたちに人気のふわふわドーム
やステージパフォーマンス、楽しい
出
で

店
みせ

もいっぱい！ 25 日にはカラオ
ケ大会、26 日には大ビンゴ大会も。

コミセン夏まつり

■主催・詳細：篠路コミュニティセンター
☎ 771-3700

7/11（土）11:00 ～ 18:00
篠路コミュニティセンター
（篠路 3-8）
子どもカフェや縁日など子どもたち
が楽しめる内容が充実！来場者で大
きな「人

ひと

文
も

字
じ

」をつくり、地域の絆
を深めます。はしご車試乗体験も。

■主催：鉄西夏まつり実行委員会
■詳細：鉄西まちづくりセンター 
☎ 726-5285

鉄
て っ せ い

西夏まつり
7/17（金）18:00 ～ 20:40
（子ども大会  15:00 ～ 16:30）
さつき公園（北 11 西 2）　

子ども大会では子どもたちがスタッ
フとして大活躍！連町女性部の手作り
おでん、青年部の Y

ヨ サ コ イ

OSAKOI ソーラン
の演舞でお祭り気分を満喫できます。
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8月10日㈪ 10時～12時 ／ 北区民センター3階実習室

天然藍
あい

染
ぞ

め　生
なま

葉
ば

染め体験《材料費1300円》

藍の生葉を利用して、絹のストールを染めてみませんか。
●定員　先着15人
●持ち物　ゴム手袋・エプロン
●申込・詳細　7月13日㈪～16㈭に地域
振興課地域活動担当係　☎757-2407

「新成人を祝う会」の新成人運営スタッフ募集
平成28年1月に開催する「新成人を祝う会」の企画に携わる
新成人運営スタッフを募集します。
●対象・定員　区内にお住まいで、平成7年4月2日～平成8年
4月1日に生まれた方・6人程度（多数時抽選）
●10月上旬～1月上旬に数回行う打ち合わせと、成人式当日
に参加していただきます
●申込・詳細　8月14日㈮までに地域振興課地域活動担当係
☎757-2407

情報
　プラザ

7/11㈯7/11㈯
▼▼

8/10㈪8/10㈪

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

明るい選挙啓発ポスターの募集
●対象　区内の学校に通学している小学生および中学生
●募集作品　明るい選挙の呼び掛けを目的としたポスター
で、選挙に関する標語が入っているもの（1人1点）。四つ切
（542mm×382mm）または八つ切（382mm×
271ｍｍ）の画用紙を使用してください
●応募方法　9月4日㈮までに、下記申込先まで直
接（郵送可）または学校を通じて提出してください
●申込・詳細　北区明るい選挙推進協会（〒001-8612  北区
北24条西6丁目  北区役所3階）　☎757-2404

区 役 所 か ら

開館時間：9時～17時（日曜、祝・休日、年末年始を除く）
場所：北区保育・子育て支援センター（北25西3）

「ちあふる・きた」に来てみませんか？

就学前のお子さんと保護者の方や、これから親になる方、地
域の方などが自由に集うことができる子育て支援施設です。
■詳細　健康・子ども課子育て支援担当係　☎757-2566

子 育 て 情 報

7月26日㈰  10時～15時／7月27日㈪～31㈮  17時15分～19時30分
北区役所1階⑪番窓口（北玄関（休日夜間通用口）をご利用ください）

国民健康保険料　休日・夜間納付相談

●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）
■詳細　保険年金課収納一・二係  ☎757-2493

国 民 健 康 保 険 情 報

7月16日㈭、23日㈭、30日㈭、8月6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）

市税　夜間納税相談

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

北 部 市 税 事 務 所 か ら

7月13日㈪～19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）》

北保健センターのおすすめランチ

●メニュー　赤魚の蒸し物、鶏肉のトマトソース煮、サラダ、
ご飯、オニオンスープ（野菜使用量167g、エネルギー561kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

7月23日㈭、24日㈮　13時～17時
札幌サンプラザふれあい広場（北24西5）

北区食育展《無料》

食育や健康づくりについてのパネル展示や各種体験コーナー
をご用意しています。ノースロード2

に～よん

4フェスタと同時開催。
当日、直接会場へお越しください。
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

8月20日㈭、28日㈮　10時～11時30分
北区民センター3階ホール、百合が原公園

夏のノルディックウォーキング講座《全2回》《無料》

ノルディックウォーキング講座を2週連続で行います。用具
は貸し出しますので、初めての方でも大丈夫です。
●対象・定員　区内にお住まいの方・先着30人
●申込・詳細　電話・ファクスで、 7月29日㈬～8月12日㈬に
健康・子ども課健やか推進係   ☎757-1181  c  757-1187

保 健 セ ン タ ー か ら

い
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月日 実施時間 会場

7月17日㈮
9時～11時

　麻生地区会館（北39西5）
13時30分～15時

7月21日㈫ 13時30分～15時 　新川地区会館（新川1-4）

7月27日㈪ 13時30分～15時 　拓北ひまわり会館（拓北7-3）

8月3日㈪ 13時30分～15時 　光陽小学校（新琴似5-11）

8月5日㈬ 9時30分～11時 　札幌創成高等学校（北29西2）

8月7日㈮
9時～11時 　拓北ひまわり会館（拓北7-3）

13時30分～15時 　内外太平会館（太平10-4）

8月9日㈰ 9時～11時 　篠路コミュニティセンター（篠路3-8）

種類 対象 費用

健 康 診 査

40～74歳で札幌市国民健康保険に加入の方 受診券に記載の
自己負担額後期高齢者医療制度に加入の方

生活保護世帯で40歳以上の方
無料

支援給付世帯で40歳以上の方

肺 が ん 検 診 40歳以上の方
無料（医師の判断で
喀
かく

痰
たん

検査を行った
場合は400円）

肝炎ウイルス検査 過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方 無料

7月24日㈮　9時～10時
北保健センター《胃がん700円／大腸がん400円》両方の受診可

胃がん・大腸がん検診（予約制）

●対象・定員　区内在住の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
●検査日の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　7月17日㈮までに健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

●日時　8月15日㈯　14時キックオフ
●対象・定員　区内にお住まいの方・300人
●申込　7月21日㈫（消印有効）までに、往復はがきの往信側に
観戦希望者の住所・氏名・年齢・電話番号・クラブコンサドーレ
のICカード番号（会員のみ）を、返信側に返信先を明記の上、送付先まで郵送
※申し込みは、はがき1枚につき1名様、1通のみ有効。多数時抽選（返信はがきで結果
を通知します）
■送付先・詳細　〒063-0052 札幌市西区宮の沢2条3丁目4-1  

コンサドーレ札幌  北区民応援デー係　☎777-5310
※応募者の個人情報は、コンサドーレ札幌（株式会社北海道フットボールクラブ）が適切
に管理し、本件を含む当クラブからのアンケートやご案内以外には利用しません。

対ファジアーノ岡山戦（札幌ドーム・SB自由席）へご招待します
コンサドーレ札幌公式戦ご招待！ 

北区民応援デー

©1996 H.F.C.

●健康診査受診時には、受診券と健康保険証（生活保護世帯の方は生活保護受給
証明書、支援給付世帯の方は本人確認書）を必ず持参してください
●健康診査以外の検診は受診券は不要です。氏名・年齢・住所が確認できるもの
を持参してください
●当日、直接会場へお越しください

■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

住民集団健康診査
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※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

親子で学ぼう！こづかい講座 7/25㈯　10時～12時 500円
7/25までに納入

要申込  先着  小学
生とその保護者20組

7/11㈯～21㈫

夏休みこどもお楽しみ会 7/30㈭　10時～11時30分

無料

直接会場  白楊小ブックママによる大型紙芝居、映画上映

つくしんぼ＆武蔵女子短期大学図
書館ボランティア「おはなしの会」8/1㈯  11時～11時30分

直接会場  赤ちゃんから大人までどなたでも参加
できます

みんなの茶の間オープンカレッジ
①森林を通し、人生二期目を楽しむ
②経済で読み解く未来の暮らし

8/19㈬  13時30～15時30分 要申込  先着  15人 7/11㈯～8/10㈪

日常英会話講座《全10回》 8/20～10/22の毎週木曜日
13時30分～15時30分

5000円
8/20までに納入 要申込  先着  20人 7/11㈯～8/19㈬

自然にやさしい藍
あいぞめ

染《全5回》 8/21㈮､ 24㈪､ 26㈬､ 28㈮､ 31
㈪  10時～12時

6500円
8/21までに納入 要申込  先着  10人 7/11㈯～8/20㈭

留学生とふれあいトーク 8/22㈯　13時30分～15時 無料 要申込  先着  20人 7/11㈯～8/21㈮
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

裂き布でぞうり作り 8/1㈯　10時～15時 申込時  1000円
要申込  先着
各20人

7/13㈪～31㈮
電話申し込み不可

☆夏休み企画☆グラウンド・ゴルフ教室 8/2㈰　9時～12時 無料 7/13㈪～8/1㈯
誰でもできる！楽しく初級英会話
《全8回》

8/4～9/29の毎週火曜日（9/22を
除く）10時～11時30分 申込時  4000円 7/13㈪～8/3㈪

電話申し込み不可

単
ひと

衣
え

（浴衣など）の着物仕立て《全12回》 8/5～10/28の毎週水曜日（9/23を除く）10時～12時 申込時  12000円 要申込  先着  8人 7/13㈪～8/4㈫  教材費
実費。電話申し込み不可

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  ②受付時間は9時～21時

カルチャーナイト 7/17㈮　17時～21時 無料 直接会場  夜の図書室、ドイツゲームなど

藍
あい

染
ぞ

め体験講座《各全1回》
7/25㈯　13時～15時

500円
各当日までに納入

要申込  先着   
各5人

7/11㈯から
材料費実費（のれん
1200円、ストール1500
円、バンダナ700円）

8/2㈰　10時～12時
9/6㈰　10時～12時

コミセン日曜シネマ 7/26㈰　10時～12時 無料 直接会場  〔上映〕「ダンボ」

夏休み親子クッキング 7/26㈰　10時～13時 1500円
7/20までに納入

要申込  先着    
親子8組

7/12㈰～20㈷

夏の移動天文台 8/4㈫　19時～21時 無料 要申込  先着  100人 7/11㈯～26㈰
幼児・小学生は保護者同伴

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  ②受付時間は8時45分～17時15分
懐かしの大人の映画会 7/23㈭ 13時30分～14時50分

無料

直接会場  先着  
各40人

〔上映〕「黄
おう

金
ごん

花
か

」

夏休み子ども映画会 7/30㈭ 13時30分～14時10分 〔上映〕「からすのパン
やさん・どろぼうがっこう」

夏休みお楽しみ会 7/31㈮ 13時30分～15時 直接会場  先着  40人

夏休み！自然教室 8/1㈯ 10時～14時 直接会場  先着  12人 [対象] 小学生

おはなし会「ずくぼんじょ」 8/1㈯ 14時～15時 直接会場  先着  30人 [対象] 幼児～小学校低学年

パソコン教室

ワードステップ
アップ《全6回》

8/31㈪～9/5㈯ 9時30分～11時
30分 申込時  

各5000円
教材費含む

要申込  先着  
各12人

8/4㈫～21㈮
電話申し込み不可エクセル基礎

《全6回》
8/31㈪～9/5㈯ 12時30分～14時
30分

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

絵本読み聞かせ「ドリームランド」 7/17㈮､ 8/7㈮　10時～11時

無料

直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

聞いて楽しむ落語 7/25㈯　13時30分～15時30分 直接会場  北大落語研究会OBによる落語

夏休みフラダン
ス体験会

大人＆こども 7/29㈬　10時～12時 要申込  先着  20人 7/17㈮～24㈮

こども 8/3㈪　
13時～14時45分 要申込  先着  

各20人
7/21㈫～31㈮
〔対象〕年長～小学5年生15時～16時45分

区 内 各 施 設 の 講 座 な ※
など 情

報
プ
ラ
ザ
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▲

検索 click!札幌市北区民センター

屯田地区センター 検索 click!

篠路コミュニティセンター 検索 click!

拓北・あいの里地区センター 検索 click!

太平百合が原地区センター 検索 click!
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　 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

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考
新琴似・新川地区センター仮事務所（新琴似2-6） ☎765-5910 　 

※エレベータ設置工事に伴い、平成28年1月上旬（予定）まで休館中。休館中のお問い合わせは仮事務所へ
北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522 　 

〔休館〕7/27㈪／〔対象〕16歳以上／〔65歳以上・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

からだすこやか健康ストレッチ
《全10回》

8/3㈪､ 10㈪､ 31㈪､ 9/7㈪､ 14㈪､
10/5㈪､ 19㈪､ 11/2㈪､ 9㈪､ 30
㈪  9時～9時50分

5360円
【4820円】

要申込  抽選  
各30人 7/8㈬～19㈰

9時～20時
電話申し込み可
※7/20㈷14時抽選後、
受講の可否要問い合わ
せ

〔納入期間〕
7/21㈫～29㈬

体質改善ボール＆ウェーブd
デ

eシェ
イプ《全11回》

8/3㈪､ 10㈪､ 17㈪､ 31㈪､ 9/7㈪､
14㈪､ 10/5㈪､ 19㈪､ 11/2㈪､ 9
㈪､ 30㈪  19時～20時

5890円
【5300円】

姿勢改善ウェーブ＆ストレッチポ
ール《全8回》

9/4～10/23の毎週金曜日　10時
30分～11時30分 7520円 要申込  抽選  10人

夏休み3日間集中！こども体操塾
（小学1～3年生）《各全3回》 8/3㈪､ 4㈫､ 5㈬

13時30分～14時30分

各1910円

要申込  抽選  
各10人14時45分～15時45分

夏休み3日間集中！こどもかけっこ
塾（小学生）《各全3回》 8/4㈫､ 5㈬､ 6㈭

9時～10時 要申込  抽選  
各20人10時15分～11時15分

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」
7/11㈯､ 25㈯､ 8/8㈯ 14時～14
時30分

無料

直接会場 〔対象〕幼児～小学校低学年
8/5㈬ 15時～15時30分

ヨムくんぬりえで図書館をかざろう！ 7/12㈰～26㈰  9時15分～17時 直接会場  火・水・木曜日は19時まで

子ども映画会 7/18㈯ 14時～15時 直接会場
〔対象〕幼児～小学校低学年 

　　        〔上映〕「ミッキーマウス」
こわいおはなしの会 8/5㈬ 14時～15時

直接会場
はな＊うさぎのおはなし会＆工作会 8/7㈮ 14時～15時
屯田西公園（屯田4-10）　☎771-0219  FAX 374-6086　 

〔講座などの受け付け〕①電話・ファクス申し込み可  ②受付時間は10時～17時

緑の写生会 8/1㈯  10時～12時
無料

要申込  先着  30人
7/11㈯～31㈮
〔対象〕小学生スタンプラリー松ぼっくりペンダ

ント作り 8/2㈰ 10時～12時 要申込  先着  60人

あいの里公園（あいの里4-8）　☎778-5751（あいの里公園・茨戸川緑地管理事務所） 　 

〔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～17時

パークゴルフワンポイントレッスン 8/21㈮ 
10時～12時 (9時45分集合)

無料
別途1日券必要 直接会場  先着  15人 雨天中止

※食事施設はありません
百合が原公園（百合が原公園210）　☎772-3511    
〔緑のセンター休館〕毎週月曜日　※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
ユリの見どころガイドツアー 7/11㈯､ 18㈯  13時～14時30分 無料

直接会場
多肉植物と札幌軟石の響

きょうえん

演（展示会） 7/14㈫～26㈰  8時45分～17時15分 入館料130円
（高校生以上）

公園ボランティア説明会 7/21㈫  10時30分～11時30分 無料 要申込  先着  10人 7/11㈯～21㈫

葉脈標本づくり講習会 8/2㈰  10時30分～12時 当日  300円 要申込  先着  20人 7/11㈯～8/2㈰

オリエンテーリング②「真夏の冒険」 8/4㈫～8/16㈰  9時～16時30分 無料 直接会場

検索 click!北区体育館
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新琴似・新川地区センター 検索 click!

新琴似図書館 検索 click!

百合が原公園 検索 click!

みどりみらいプロジェクトグループ 検索 click!
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5/21　武蔵女子短大 北 24 条商店街訪問
～北 24条商店街

5/28　北 8条アマとホップのフラワーロード花植え
　　　～札幌エルプラザ周辺

5/29　とくとく教室
～新琴似三和福祉会館

5/24　北 24 条商店街振興組合 50周年記念
桜植樹式～札幌サンプラザ横広場

6/4　地域と行う区役所美化事業
～北区役所

6/14　第 24 回 Y
ヨ サ コ イ

OSAKOI ソーラン祭り
～新琴似会場

6/14　あさぶ三世代げんき広場
～麻生球場

5/22　大正琴を弾いてみましょう！
～屯田地区センター


