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1
2016年（平成28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。

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） 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

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

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先

トンネウス沼のけあらし
あいの里公園は、四季折々にさまざまな表情を見せてくれ
ます。この日は、沼一面から「けあらし」が現れ、映画の
ワンシーンのような神秘的な世界を醸し出していました。

写真・文　臼
うす

井
い

　久
ひさ

雄
お

 さん

撮影日　　2012.1.9
撮影場所　あいの里公園トンネウス沼
　　　　　（あいの里 4条 8丁目）

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

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

ki.somu@city.sapporo.jp　　　   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　　  757-2401

北区の人口と世帯数

国勢調査の実施に伴い、速報値が公表
されるまでの間は掲載を見合わせます

ふじ い とおる

c
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北区の冬は、子どもから大人まで楽しめるイベン
トが盛りだくさん！ご家族やお友達を誘って、冬
ならではの遊びを楽しんだり、地域の方との交流
を深めたりして、一緒に冬を満喫しませんか？

新川西お祭り広場（新川西 2-4）
2016 新川さくら並木スノーフェスタ

主催　2016 新川さくら並木スノーフェスタ実行委員会
詳細　同実行委員会事務局（札幌オールカマースポーツ倶

ク ラ ブ

楽部）　☎ 766-6018

雪中サッカー、雪中ラ
グビーなど冬の遊びで
盛り上がろう！小さなお
子さんが楽しめる雪像
作りや雪の滑り台もあり
ます。参加費200円（豚
汁代を含む）。

主催　スローライフ・イン・に～よん実行委員会
詳細　同実行委員会　☎ 707-3027

地域の皆さんが制作し
たアイスキャンドルの
光が、北 24 条駅周辺
を優しい光で包みま
す。25日㈪ 16 時から、
キャンドル点灯式・交
流会が行われます。

新琴似中央公園（新琴似 8-11）
新琴似スノーフェスティバル 2016 冬

主催　新琴似スノーフェスティバル実行委員会
詳細　新琴似まちづくりセンター　☎ 761-4205

チューブ滑りや宝探し
ゲームなど楽しいコー
ナーが盛りだくさん。
雪像作りもあります。
温かい飲み物でホッと
ひと息つけるコーナー
も。

麻生緑地（北 39 西 5）
アサブ雪

ゆき

灯
あかり

レク

主催　麻生地区青少年育成委員会・麻生児童会館
詳細　麻生まちづくりセンター　☎ 757-5810

麻生児童会館の子ども
たちや地域の方が作っ
たスノーキャンドルに火
を灯

とも

すと、幻想的な光
景が広がります。キャン
ドルの明かりで作る「ア
サブ」の文字は必見！

札幌サンプラザ横小公園（北 24西 5）ほか
に～よんアイスキャンドルナイト

新新
221/24 ㈰

9：30～12：30

札札
に1/25 ㈪～28 ㈭

17：00 ～21：00

新新
新新2/6 ㈯

10：00 ～14：30

麻麻
ア2/6 ㈯

14：00 ～17：30

さつき公園（北 11 西 2）
鉄西わくわく子ども雪遊び

主催　鉄西まちづくり学生推進委員会（鉄西連合町内会青年部）
詳細　鉄西まちづくりセンター　☎ 726-5285

そり滑りや雪中宝探し
など、雪を使った手作
りの遊びで学生たちと
一緒に楽しもう！

ささ
鉄鉄2/13 ㈯

13：00 ～15：00

※ 現在工事中のさつき公園
の工事期間変更により、中止
になる場合があります。事前
にお問い合わせください
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幌
こう

北
ほく

小学校（北 19 西 2）
幌
ほろ

北
きた

冬のつどいとミニミニ雪まつり

主催　幌北連合町内会・N
ネ オ ロ ス

eoLos 幌北（幌北連合町内会学生部）
詳細　幌北まちづくりセンター　☎ 726-6345

幌北小学校の子どもた
や地域の皆さん、大学
生が一緒に、運動会や
雪像作り、アイスキャン
ドルの点灯などを通し
て交流します。温かい
飲み物やお汁粉も。

篠路コミュニティセンター（篠路 3-8）
しのろスノーフェスティバル

主催　篠路地区青少年育成委員会・篠路連合町内会
申込・詳細　同委員会会長（清水）　☎ 771-9738

チームごとに雪像やア
イスキャンドル・スノー
キャンドルを作ってコン
テストを開催（要申し
込み）。餠つき体験も
できます。雪山の滑り
台やかまくらも！

イベント 日時 会場 内容 詳細など

冬の遊び in麻生球場 1/15 ㈮
10：00 ～ 15：00

麻生球場
（麻生町 7）

スノーラフティングやイグルー
作り。豚汁もあります。

麻生まちづくりセンター
☎ 757-5810

まちの灯
あか

り
（太平八丁目通商店街）

1/23 ㈯～ 31 ㈰
17：00 ～ 20：00

太平八丁目通商店街
（太平 11-4 ほか） 商店街周辺をアイスキャンドル

で飾ります。ろうそくの優しい
光が道行く人を癒やします。

太平百合が原まちづくりセンター
☎ 771-9180

麻生まち灯
あか

り
（あさぶ商店街）

2/4 ㈭～ 6㈯
16：00 ～ 20：00

あさぶ商店街
（麻生町 5ほか）

麻生まちづくりセンター
☎ 757-5810

冬を楽しむ集い 2/7 ㈰
10：00 ～ 12：00

北陽小学校
（北 31 西 9）

チーム対抗で障害物競走やそり
リレーなど。アイス作りも。

北まちづくりセンター
☎ 726-4385

太平児童会館（太平 8-7）
太平百合が原ふれあいもちネバ大会

主催　太平百合が原地区青少年育成委員会
詳細　太平百合が原まちづくりセンター　☎ 771-9180

大人も子どもも一緒に
楽しく餠つき！臼とき
ねを使った昔ながらの
餠つきを体験した後は、
つきたての餠で磯辺焼
きや雑煮、あんこ餠を
作って食べます。

新光小学校ほか（新琴似 1-12）
新光雪あかり村

主催　心豊かな新光の子を育てる会、新光小学校 PTA
詳細　新光小学校　☎ 762-7990

グラウンドいっぱいに
新光小学校の児童たち
が手作りした雪像が並
びます。アイスキャン
ドルなどの点灯後には
花火が打ち上げられ、
冬の夜空を彩ります。

拓北小学校（あいの里 2-1）
拓北・あいの里雪中運動会

主催　21 世紀を考える会
詳細　拓北ひまわり会館　☎ 771-8241

雪中玉入れやバケツ雪
積みリレーなど冬なら
ではの競技で盛り上が
ろう！豚汁や地元のい
とう牧場のミルクを使
用したココアもありま
す。

篠篠
しし2/14 ㈰

9：15～ 13：00

新新
新新新2/19 ㈮

15：30～19：00

太太
太太2/21 ㈰

9：30 ～13：00

拓拓
拓拓3/6 ㈰

9：30 ～15：30

屯田みずほ東公園（屯田 6-5）
屯田雪まつり

主催　屯田雪まつり実行委員会
詳細　屯田まちづくりセンター　☎ 772-1260

チーム対抗のゲーム大
会や、チューブ滑りな
ど冬の遊びを満喫でき
ます。「ゆきだるマン」
や地域見守りキャラク
ターの「まもりん」も
来ます！

屯屯
屯屯屯2/21 ㈰

10：00 ～12：00
幌幌
ここ
幌幌
ほ2/14 ㈰　

13：00 ～16：15
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月日 実施時間 会場
1月19日㈫ 18時～19時30分

 三和福祉会館（新琴似7-14）
1月24日㈰ 9時30分～11時

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

1月7日㈭、14日㈭、21日㈭、28日㈭、2月4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

1月11日㈷～17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　ブリと大根ステーキの煮物、ハンバーググラタン、サラ
ダ、デザート、スープ、ご飯（野菜使用量120g、エネルギー632kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

1月22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　1月15日㈮までに健康・子ども課健やか推進
係　☎757-1181

2月1日㈪～12日㈮　8時45分～17時15分
北区役所1階ロビー

北区写真展《無料》

北区で行われているまちづくり活動や、四季折々の風景などを
写真で紹介します。写真を通じて北区の魅力に触れてみませんか。
■詳細　総務企画課広聴係  ☎757-2503

1月23日㈯ 13時～16時 、24日㈰ 10時～15時
駅前通地下歩行空間北3条交差点広場（西）

北区魅力発信フェスタ《無料》

北区の魅力や特色を紹介する写真展やパネル展示、ミニコン
サートなどを行います。北区に近接する石狩市や当別町によ
る特産物の販売、縄文土器の文様作り体験など、子どもから
大人まで楽しめるイベントです。
■詳細　地域振興課まちづくり調整担当係  ☎757-2407

ら保 健 ーセ ン タ か 情報
　プラザ

1/1㈷1/1㈷
▼▼

2/10㈬2/10㈬

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

●必要書類　国民健康保険料納付通知書、印鑑、平成27年1
年間の収入が分かるもの（源泉徴収票、確定申告の控えなど）
■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
1月31日㈰  10時～15時
1月27日㈬､ 28日㈭、29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）

納 付 ・ 納 税 相 談

月日 時間 集合場所 内容

2月18日㈭
10時～
 11時30分

北区民センター　
3階区民ホール

基本動作、札幌
北高周辺歩行

2月25日㈭ 男女共同参画センター
4階中研修室ＡＢ（北8西3）北大周辺歩行

冬のノルディックウォーキング講座  《全2回・無料》

冬でも行える「ノルディックウォーキング」を2週にわたって体
験します。用具は貸し出しますので、初めての方でも安心です。

●対象・定員　区内にお住まいの方・先着30人
●申込・詳細　1月25日㈪～2月8日㈪に健康・子ども課健やか
推進係  ☎757-1181

選挙クイズ～みんなですすめよう明るい選挙
　　　　に当てはまるものを（ア）～（ウ）から選んでください
①公職選挙法の改正により、今年の6月から選挙権年齢が満
　20歳以上から満　　　　歳以上に引き下げられます
　（ア）16　（イ）17　（ウ）18
②衆議院議員の被選挙権年齢は満25歳以上ですが、参議院議
　員の被選挙権年齢は満　　　　歳以上です
　（ア）25　（イ）30　（ウ）35
●応募方法　はがきに解答と郵便番号、住所、氏名、年齢を
明記して、1月29日㈮（消印有効）までに〒001-8612  北区役
所内「北区明るい選挙推進協会」へ送付してください
●当選発表　正解者の中から抽選で10人の方にＱ

ク オ

ＵＯカード
（1000円分）を贈呈します（当選者の発表は
発送をもって代えさせていただきます）
■詳細　北区明るい選挙推進協会・北区選挙
管理委員会　☎757-2404

？

？

？

●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

夜間・休日住民集団健康診査
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会館名 所在地 電話番号 会館名 所在地 電話番号
幌北 北17西6 727-6225 北九条小ミニ 北9西1 299-1888

エルムの森 北27西12 737-3974 白楊小ミニ 北24西7 717-5562

新川 新川4-11 764-3664 北陽小ミニ 北31西9 788-4131

新川中央 新川3-3 762-8433 新川小ミニ 新川5-15 374-6845

光陽 新琴似6-12 765-6141 新琴似小ミニ 新琴似7-3 876-8008

新琴似西 新琴似9-13 762-6632 新琴似西小ミニ 新琴似11-15 374-7774

新琴似 新琴似11-7 761-7501 新琴似南小ミニ 新琴似1-3 762-3666

屯田 屯田5-6 772-7130 屯田北小ミニ 屯田9-3 790-8030

屯田北 屯田8-7 788-8122 屯田西小ミニ 屯田6-10 214-0715

太平 太平8-7 771-6324 太平小ミニ 篠路1-2 214-0002

百合が原 百合が原9 774-2050 拓北小ミニ あいの里2-1 299-8868

麻生 北39西5 757-0185 鴻城小ミニ あいの里3-6 299-1524

篠路 篠路4-9 772-9292 ※和光小ミニ 北34西7 4月開設予定

篠路西 篠路6-4 771-2191

あいの里 あいの里1-3 778-3755

あいの里ひがし あいの里3-7 778-2358

育成会名 所在地 電話番号
ひろっぱクラブ児童育成会 北13西2 727-6325

NPO法人つくしんぼクラブ 北30西9 709-0085

共同学童保育所スタート 北35西10 717-8864

イルカ児童育成会 新川4-17 762-7370

屯田すくすく児童育成会 屯田7-12 774-2332

■詳細　
子ども未来局子ども
企画課　☎211-2982

て 情 報子 育

児童クラブ・児童育成会のご案内 ※本誌24ページも併せてご覧ください

留守家庭のお子さんのために児童クラブなどを開設しています。

◎児童クラブ開設の児童会館・ミニ児童会館

※ 平成28年4月開設予定のため入会方法が異な
ります。詳しくは、子ども企画課までお問
い合わせください

◎民間児童育成会

2月3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

赤ちゃんといっしょ《無料》

日ごろのお子さんの成長ぶりや子育てに関わる心配、
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

2月5日㈮　18時30分～20時30分〔受け付けは18時から〕
北保健センター2階講堂

父親教室《無料》

●内容　赤ちゃんの入浴・着せ替え体験や妊婦疑似体験
●対象・定員　初めてお父さん、お母さんになる方・先着40組
●申込・詳細　1月22日㈮～2月5日㈮に健康・子ども課健やか推進係  ☎757-1181

出前子育て相談「ピンポ～ン  こんにちは」《無料》

子育てで困っていることや不安なことはありませんか。保育士が
ご家庭を訪問し、相談をお受けします。
●対象　就学前のお子さんの保護者
●申込・詳細　健康・子ども課子育て支援担当係　☎757-2566
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所得税及び復興特別所得税の確定申告 所得税及び復興特別所得税の還付申告
（給与所得者・年金受給者のみ）

会場 札幌北税務署（北31西7）
※地下鉄南北線北34条駅下車、5番出口から徒歩10分

札幌市教育文化会館（中央区北1西13）
※地下鉄東西線西11丁目駅下車、1番出口から徒歩5分

期間 2月16日㈫～3月15日㈫
※土・日を除く。 ただし、2月21日㈰、28日㈰は相談・受付を行います

1月26日㈫～2月15日㈪
※土・日・祝日および休館日（2月8日㈪）を除く

時間

9時～17時
※申告書の作成には時間を要しますので、16時頃までにお越し
ください。会場が混雑している場合には、受付を早めに締め切
ることがあります

9時30分～16時

　　　　　　

※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。
※
な各 施 設 座 な区 内 の 講 ど

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　〔休館〕1/1㈷～3㈰　

冬休み子どもお楽しみ会 1/13㈬  10時～13時

無料

直接会場  先着  
200人(要整理券)

整理券は当日9時30分から配布
〔内容〕ゲームと餠つき体験
〔持ち物〕飲み物

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」2/6㈯  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建物賃貸借に関する基礎知識
②老後のお金は狙われる！

2/17㈬  13時30分～15時30分 要申込  先着  20人 1/11㈷～2/17㈬

てづくり絵本講座《全3回》 2/8～22の毎週月曜日　14時～16時
（※8日のみ16時30分まで）

2200円
2/8までに納入 要申込  先着   15人 1/4㈪～31㈰

教材費含む

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～20時　〔休館〕1/1㈷～3㈰

親子で遊ぼうゲンキーランド 1/13㈬　10時～15時

無料

直接会場  人形劇、木の砂場、ドイツゲームなど

おはなしの会「まんまるころころ」 1/16㈯　10時～10時30分 直接会場  

コミセン日曜シネマ 1/24㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「ヘレンケラーを知っていますか」

300歳バレーボール大会 2/7㈰　9時～16時
1チーム1000円
1/16までに納入
※個人参加者は100円

要申込  先着  定員に
ついては要問い合わせ

1/4㈪～16㈯
〔対象〕15歳以上（中学生不可）
※男女混合9人制

女性麻
マージャン

雀大会 2/21㈰　13時～17時 500円
2/9までに納入 要申込  先着  40人 1/19㈫～2/9㈫

●● ●● ●●　所所得税及び復興特別所得税の申告受け付けが始まります   ●● ●● ●●

所得税及び復興特別所得税の申告会場と開設期間は以下のとおりです。

●市税事務所、北区役所およびその周辺施設（北区民センター、札幌サンプラザ）では受け付けを行っていません。
    なお、市・道民税の申告は、北部市税事務所（中央区北4西5  アスティ45  9階）で受け付けます。
■詳細　札幌北税務署（北31西7）　☎707-5111（自動音声案内）

本誌28ページも併せてご覧ください　／　ご来場の際は公共交通機関をご利用ください
情
報
プ
ラ
ザ

1
／
1
㈷　

2
／
10
㈬

▲

篠路コミュニティセンター 検索 click!

検索 click!札幌市北区民センター
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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
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　〔休館〕1/1㈷～3㈰

冬休みお楽しみ会 1/16㈯ 13時30分～15時 無料 直接会場  先着  50人 〔対象〕小学生以下

新琴似・新川地区センター仮事務所（新琴似2-6）　☎765-5910  
〔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

冬季　新・新コミュニティ囲碁大会 2/28㈰　9時45分～15時30分 500円
2/28までに納入 要申込  先着  48人

1/25㈪～2/22㈪
（2/15㈪～17㈬を除く）
昼食は各自持参 

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　〔休館〕1/1㈷～3㈰

古本交換市 1/8㈮　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。
ガイドブック・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」 1/15㈮､ 2/5㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

アトリウム展示会（地域小中学生作品展） 1/28㈭～2/11㈷　9時～21時 直接会場

かんじきフットパス～雪原を歩く～ 2/7㈰　9時～12時 300円
2/3までに納入 要申込  先着  20人 1/23㈯～2/3㈬ 

かんじきリース代実費

パソコン講座（基礎を活かすワー
ド＆エクセル）《全6回》

2/10㈬､ 13㈯､ 17㈬､ 20㈯､ 25㈭､
27㈯　10時～12時

3000円
2/4までに納入 要申込  先着  10人 1/27㈬～2/4㈭ 

教材費含む 

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522 　 

〔休館〕1/1㈷､ 25㈪／〔対象〕16歳以上／〔65歳以上〕【　】内の金額（要証明）／〔施設利用料〕毎回掛かります
少人数制モーニングプライベート
Ｙ
ヨ

ＯＧ
ガ

Ａ《全7回》 2/2～3/15の
毎週火曜日

10時～11時15分
各7640円 要申込  抽選  

各8人

1/6㈬～17㈰ 
9時～20時
電話申し込み可
※1/19㈫14時抽選後、受
講の可否要問い合わせ

〔納入期間〕
1/20㈬～27㈬

少人数制ナイトプライベート
Ｙ
ヨ

ＯＧ
ガ

Ａ《全7回》
19時～20時15分

ソフトボクシング《全7回》 2/3～3/16の毎週水曜日
18時30分～20時

5520円
【4970円】 要申込  抽選  10人

少人数制テニス
《全5回》

初級 2/8～3/14の 毎
週月曜日（2/22
を除く）

13時～14時

各5450円 要申込  抽選  
各4人

初中級 14時15分～15時15分

中級 15時30分～16時30分

少人数制テニス（初中級）《全6回》
2/23～3/29の
毎週火曜日

14時40分～16時10分 6540円 要申込  抽選  6人

テニスグループレッスン（初中級）
《全6回》 13時～14時30分

4人：35240円
5人：37250円
6人：39240円

要申込  抽選  
4～6人のグループ1組

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901 　 

〔休館〕1/1㈷～3㈰、第2・4水曜日

子ども映画会 1/16㈯ 14時～15時

無料

直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年
　　　   〔上映〕 「だるまちゃんとてんぐちゃん」

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
1/23㈯ 14時～14時30分

直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年
2/3㈬ 15時～15時30分

※エレベーター設置工事に伴い、休館中。2/18㈭から元の所在地（新琴似2-8）で業務を再開します
　業務再開後の貸室予約など、休館中のお問い合わせは仮事務所へ（※仮事務所は1/1㈷～3㈰休館、2/14㈰で業務終了）

1
／
1
㈷

2
／
10
㈬

▲

情
報
プ
ラ
ザ

新琴似・新川地区センター 検索 click!

太平百合が原地区センター 検索 click!

拓北・あいの里地区センター 検索 click!

北区体育館 検索 click!

新琴似図書館 検索 click!



2016─❶─広報さっぽろ2016─❶─広報さっぽろ きたきた 88

11/13　幌北ウォーキング大会
　　　   ～北大構内

11/14　安全安心合同パトロール
　　　   ～新琴似西地区

11/17　クリスマスディスプレイ展
　　　   ～百合が原公園11/23　屯田地区ふれあい交流もちつき大会

　　　    ～屯田地区センター

12/2　北区障がい児童文化作品展
　　　～北区役所

12/5　ボランティア展
　　　～札幌サンプラザ

12/6　北区長杯争奪少年少女柔道
　　     交歓大会～北区体育館

12/9　外国人のための救命講習会
　　　 ～北大国際本部


