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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。

北区の写真　  募集中！

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

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 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

北区役所・北区関連施設お問い合わせ先

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

ki.somu@city.sapporo.jp　　　   E メール

キラキラ輝く冬の情景
撮影日　　2012.3.27
撮影場所　エルムの森公園
　　　　　（北 26 条西 13 丁目）

公園にきれいに敷き詰められた雪が、逆光でキラキラ
輝いていました。とても美しかったので思わずシャッ
ターを切りました。

写真・文　片
かた

山
やま

　元
げん

気
き

 さん

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！

「きた 4」ページも
併せてご覧ください！

28年）

c

北区の人口と世帯数　          

2016 年 2月 1日現在（前月比）　　      

285,880人（＋57）

133,917世帯（＋64）

人口

世帯数
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手続き項目 窓口 北区→市外 北区内での転居、北区→他区
市税　　 担当   北部市税事務所（中央区北4西5アスティ45  9階）・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）

個人市民税 北部市税事務所
☎207-3912
※償却資産分につい
ては中央市税事務所
☎211-3079

不要
（区役所で行う転出届・新住所地で行う
転入手続きにより自動的に新住所に変更）

不要（新住所地の区役所で行う転入・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
☎211-3076

前  廃車届
持  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
→ 後  新住所地で登録

手続き項目 窓口 北区→市外 北区内での転居、北区→他区
特定疾患・子育てなど　　 担当   北保健センター（北25西6）　健康・子ども課

特定医療費・特定疾患・ウイルス
性肝炎医療受給者証

保健センター
2階①

☎757-1185

前  道外に転出する方のみ受給者証を返還
持  医療受給者証・ マ （※ウイルス性
肝炎医療受給者証の手続きのみ マ  不要）
→ 後  新住所地で手続き

後  新住所地の保健センターで住所変更手続き
持  医療受給者証

小児慢性特定疾病医療・自立支援
医療（育成）・養育医療

保健センター
2階④

☎757-1181

前  受給者証・医療券の返還
持  受給者証・医療券・ マ
→ 後  新住所地で手続き

後  新住所地の保健センターで住所変更手続き
持  受給者証・医療券

乳幼児健診・BCG接種日の変更 後  新住所地で要確認
持  母子健康手帳

後  北区→他区の場合は新住所地の保健
センターで要確認
持  母子健康手帳

妊婦健診受診券 後  新住所地で手続き
持  未使用の受診券・母子健康手帳 不要

母子寡婦福祉資金
保健センター
2階②

☎757-2564
前  母子・婦人相談員に問い合わせ 前  資金の貸し付けを受けている区の母

子・婦人相談員に問い合わせ

月 火 水 木 金
3/14 15 16 17 18

戸籍住民課
保険年金課
保健福祉課

21 22 23 24 25
戸籍住民課
保険年金課
保健福祉課

28 29 30 31 4/1
戸籍住民課
保険年金課
保健福祉課

4月4日㈪～22日㈮3月14日㈪～4月1日㈮
月 火 水 木 金
4/4 5 6 7 8

戸籍住民課
保険年金課
保健福祉課

11 12 13 14 15
戸籍住民課
保険年金課
保健福祉課

18 19 20 21 22
戸籍住民課
保険年金課
保健福祉課

  1 年間で最も混雑します

  大変混雑します

  混雑します

例年 3～ 4 月は窓口が大変混雑しますが、特に混雑が予想される日を
お知らせします。手続き内容や天候、時間帯などにより混雑状況や待ち
時間が大幅に変わる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※土日を除く ※土日を除く

※代理の方が手続きされる場合の必要書類などについては、事前に各担当課までお問い合わせください※代理の方が手続きされる場合の必要書類などについては、事前に各担当課までお問い合わせください

窓口の混雑緩和のため、3/28 ㈪～ 4/1 ㈮、4/4 ㈪は、区役所の一部の窓口で受付時間を延長します。
詳細は「きた 4」ページをご覧ください。
区役所駐車場も混雑しますので、公共交通機関をご利用ください。
（区役所駐車場の混雑状況を北区公式ホームページでご確認いただけます。詳細は「きた 4」ページをご覧ください）

・

・
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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　　 担当   戸籍住民課･篠路出張所（篠路4-7）

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
☎757-2412
　　・
篠路出張所
☎771-2231

前  転出届
持  届け出人の本人確認書類（運転免許
証･健康保険証など）
→ 後  新住所地で14日以内に転入手続き

後  14日以内に新住所地の区役所に転
入・転居届
持  届け出人の本人確認書類（運転免許証･
健康保険証など）※マイナンバーの通知カ
ード・マイナンバーカード（個人番号カー
ド）、住基カードをお持ちの方は住所変更
の記載が必要となりますので、ご持参くだ
さい（出張所で扱うのは通知カードのみ）

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）
後  新住所地で手続き
持  今まで通っていた学校からもらった
書類（在学証明書など）

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　　 担当   保険年金課

国民健康保険

区役所1階⑨
☎757-2492

前  区役所1階⑤で転出届後に脱退手続き
持  保険証・ マ
→ 後  新住所地で14日以内に加入手続き

後  新住所地の区役所で保険証を差し替え
持  保険証・ マ

介護保険
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）
持  保険証・ マ
→ 後  詳細は新住所地で要確認

後  新住所地の区役所で保険証を差し替え
持  保険証・ マ

後期高齢者医療
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）　 持  保険証・ マ
→ 後  詳細は新住所地で要確認

不要（引っ越し後、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
☎757-2495

後  詳細は新住所地で要確認
持  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  後  新住所を管轄する年金事務所で住所変更手続き。詳細は新住所地の役所で要確認

各種手当・福祉サービスなど　　 担当   保健福祉課

児童手当

区役所2階㉔
☎757-2462

前  受給事由消滅届
→ 後  新住所地で手続き

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 後  新住所地で手続き
持  手当証書・ マ

後  新住所地の区役所で住所変更手続き
持  手当証書・児童扶養手当の方は賃貸
契約書・ マ  など

医療費助成（子ども・重度心身障が
い者・ひとり親家庭等）

前  受給者証の返還　 持  受給者証
→ 後  新住所地で手続き

後  新住所地の区役所で住所変更手続き
持  受給者証

障がい者総合支援　　　　　　　
（障がい福祉サービス・自立支援
医療（更生・精神通院））

区役所2階㉑
☎757-2464

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
持  受給者証・ マ
→ 後  新住所地で手続き

後  新住所地の区役所で住所変更手続き
持  受給者証・ マ

特別障害者手当・障害児福祉手当・
福祉手当

後  新住所地で手続き。詳細は新住所地
で要確認

後  新住所地の区役所で住所変更手続き
持  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）・ マ

身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳

後  新住所地で手続き
持  身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳・ マ （※療育手帳の
手続きのみ マ  不要）

後  新住所地の区役所で住所変更手続き
持  身体障害者手帳・療育手帳・精神障
害者保健福祉手帳・ マ （※療育手帳の
手続きのみ マ  不要）

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・
交通費助成カード

区役所2階㉒
☎757-2463

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

引っ越しガイドの見方引っ越しガイドの見方
前 後

持

マ

引っ越し時の主な手続きをご紹介します
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3月28日㈪～4月1日㈮、4日㈪　17時15分～19時

住所変更などの届け出窓口　臨時延長

窓口の混雑緩和のため、区役所の一部の窓口で受付時間を延
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

情報情報
　プラザ

3/11㈮3/11㈮
▼▼

4/10㈰4/10㈰

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

QRコード

公共交通機関のご利用を
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

●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
3月27日㈰  10時～15時
3月25日㈮､28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）

 ・ 納 税納 付 相 談

市税　納税相談
市税を納期限までに納付できない方は必ずご相談ください。
●ご相談の結果、分割納付をする場合には、4月1日㈮より申請
書などの提出が必要となりますので、印鑑、収支状況が分かる
書類（通帳、給与明細、各種領収書など）をご持参ください
●毎週木曜日（祝日を除く）17時15分～20時に、夜間納税相
談を行っています。ご利用ください
■相談先・詳細　北部市税事務所納税課納税係（中央区北4
西5 アスティ45 9階）　 ☎207-3913

川への雪捨てや、川に近づくことはやめましょう
川に雪を捨てると水の流れが悪くなり、川の水があふれる原
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　河川管理課  ☎818-3415

北区写真展の様子

ご応募いただいた作品は
北区ホームページでも公開しています！

北区写真展の様子北区の風景写真 検索

「北区の街・人・風景」写真募集中！
皆さんが撮影した北区の写真を募集しています。ご応募いた
だいた作品は、本誌「きた１」ページや北区写真展など、北
区の広報活動に活用させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしています！
●テーマ　あなたが撮った北区の街・人・風景
●募集作品　応募者本人が北区内で撮影した、街並みやお祭
りなどの行事の様子、自然あふれる風景などで、未発表のも
の（ただし、撮影されている人物が特定されるものを除く）。
応募作品数に制限はありません
●募集期間　随時受け付け
●応募方法　氏名、住所、電話番号、撮影場所、撮影年月日、
コメントを記載の上、下記申込先まで郵送またはＥメールで
送付、もしくは持参
※写真はプリントまたはデジタル
　データで提出
※Ｅメールで応募する場合はファ
　イルサイズ２メガバイト未満

●申込・詳細　
〒001-8612　北区北24条西6丁目
北区役所総務企画課広聴係  ☎757-2503
Ｅメール　ki.somu@city.sapporo.jp

4月6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

て 情 報子 育

《回収日時》　3月14日㈪～18日㈮　 8時45分～17時15分
《回収場所》　北保健センター2階③窓口

絵本リサイクル事業

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、乳幼児期から絵本（読書）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の乳幼児施設で
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担当係

☎757-2566
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3月25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　3月18日㈮までに健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

3月14日㈪　14時～15時 ／ 北保健センター2階講堂

「高血圧の治療について」～血圧の治療をしないとどうなるの？～

身近な生活習慣病である高血圧。専門の先生のお話を聞いて、正しい知識を身に
付け、血圧を上げないような生活習慣を身に付けましょう。
●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

3月14日㈪～20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　サワラのゆうあん焼き、大根とホッケつみれの豆乳煮、ホワイトチ
キンとニラのごまあえ、みそ汁、ご飯（野菜使用量120g、エネルギー552kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

ら保 健 ーセ ン タ か

●日時　4月20日㈬　18時試合開始
●対象・定員　区内にお住まいの方・1000組2000人
●申込　パソコンの場合はhttp://www.fi ghters.co.jp/kansenから、
スマートフォン・携帯電話の場合は右記QRコードからアクセスし、
申し込みフォームに必要事項を入力してください（いずれかの方
法により1組につき1回有効、多数時抽選）
※スマートフォンの場合はQRコード読み取りアプリが必要です
※当選通知は、応募締め切り後2週間以内に、当選者にのみ、メールにてお知ら
せします。当落のお問い合わせは一切お受けできませんのでご了承ください
●応募締切　3月29日㈫
※ 当選した方で、Ｓ指定席またはＡ指定席などを希望する場合は、試合当日、チケッ　
ト引換場所にて座席変更を承ります（有料・席数限定）

※ 応募者の個人情報は、株式会社北海道日本ハムファイターズが適切に管理し、本件を含む
チケット関連のダイレクトメール、アンケートなどによる案内以外には利用しません

■詳細　北海道日本ハムファイターズお客様センター　☎857-3939

QRコード

北海道日本ハムファイターズ公式戦へご招待！ 北海道日本ハムファイターズ公式戦へご招待！ 
対埼玉西武ライオンズ戦（札幌ドーム・Ｃ指定席）へご招待します

北区民応援
デー

篠路児童会館が移転します
篠路児童会館（篠路4-9）は、老朽化が進んで改築が必要となったことから、隣接
する篠路小学校（篠路4-9）の一部建て替えに合わせ、同小学校と併設することに
なりました。4月1日㈮から同小学校と複合化された新しい児童会館に生まれ変わ
ります。
■詳細　子ども企画課  ☎211-2982
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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　　　 検索北区民センター  　 

〔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　　

第2回「世界に一冊だけの本・展 i
イン

n
さっぽろ」作品募集

3/25㈮～4/4㈪  9時～17時

無料

〔受付〕北区民センター図書室　☎757-5399 

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 4/2㈯  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

いつまでも自分の足で歩くための
運動教室《全6回》

5/13㈮､ 6/10㈮､ 7/8㈮､ 8/12㈮､
9/9㈮､ 10/14㈮ 10時～12時

要申込  先着  30人

3/11㈮～4/8㈮
※定員に満たない場合
は、講座開始後の途中
参加も可能ですので、
ご希望の方はお問い合
わせください

みんなの茶の間オープンカレッジ
①今自分がどのようなことをしているか？
②将来の社会を考えたお金の使い方

4/20㈬  13時30分～15時30分 要申込  先着  20人 3/11㈮～4/20㈬

篠路コミュニティセンター（篠路3-8）　☎771-3700　　　 検索篠路コミュニティセンター

〔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

おはなしの会「まんまるころころ」 3/19㈯　10時～10時30分 無料 直接会場

ハッピーマーケット出店者募集 3/19㈯～4/2㈯　9時～20時 1区画800円
4/2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は 
4/17㈰10時～13時に開催

みんな集まれ！キッズなひろば 3/19㈯　10時30分～14時 当日  100円
（高校生以上）

直接会場  家族みんなで楽しめる木のおもちゃや
ボードゲーム、カードゲームで遊びます

コミセン日曜シネマ 3/27㈰　10時～12時
無料

直接会場  〔上映〕「海
かい

炭
たん

市
し

叙
じょ

景
けい
」

ロビーコンサート 3/29㈫　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

新琴似・新川地区センター（新琴似2-8）　☎765-5910　　　 検索新琴似・新川地区センター  　 

〔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

　　   第4回新・新ほんわか自衛隊コ
　　  ンサート 3/19㈯　14時～15時30分 無料 直接会場  

陸上自衛隊第11音楽隊によるコンサート

手作り布ぞうり講座《全2回》 3/28㈪､ 29㈫　9時30分～12時 当日  2200円
（材料費含む）

要申込  先着  8人 3/11㈮から
※託児要相談

屯田地区センター（屯田5-6）　☎772-1811　　　 検索屯田地区センター

〔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

art16

花種・野菜種・
花苗交換会

3/27㈰

13時～16時 入場無料 直接会場

春の種まき講習
会

13時30分
　～14時30分

各300円
3/20までに納入

要申込  先着  30人 3/11㈮～20㈷ 
電話申し込み不可

庭仕事道具お手
入れ講習会

14時30分
　～15時30分 要申込  先着  20人

3/11㈮～20㈷ 
電話申し込み不可
〔持ち物〕刃物

ロビーを開放中

ロビーを開放中

ロビーを開放中

※ 4/8 ㈮に体力測定、4/12 ㈫に
内容説明会を行います。時間な
ど詳細はお問い合わせください

ロビーを開放中

情
報
プ
ラ
ザ

3
／
11
㈮　

4
／
10
㈰

▲
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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　　　 検索拓北・あいの里地区センター

〔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

春休み子ども映画会 3/26㈯　13時30分～15時 無料 直接会場   〔対象〕幼児・小学生
　　　   〔上映〕 「ふしぎな島のフローネ」

太平百合が原地区センター（太平12-2）　☎770-6531　　　 検索太平百合が原地区センター

〔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 3/11㈮､ 4/8㈮　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」 3/18㈮､ 4/1㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

スプリング・リリーコンサート 4/9㈯　14時～16時 直接会場  ハープ演奏、シャンソン、吹奏楽

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522　　　 検索北区体育館 　　

〔休館〕3/28㈪　／〔対象〕16歳以上　／〔65歳以上の方〕【　】内の金額（要証明）　／〔施設利用料〕毎回掛かります

短期子どもかけっこ塾Ａ（小学生）
《全2回》

4/4㈪､ 5㈫

9時～10時

各1270円

要申込  抽選  
各20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〕
3/22㈫～27㈰

短期子どもかけっこ塾Ｂ（小学生）
《全2回》

10時10分
　～11時10分

短期子ども体操塾Ａ（小学1～3年生）
《全2回》 13時～14時

要申込  抽選  
各10人短期子ども体操塾Ｂ（小学1～3年生）

《全2回》
14時15分
　～15時15分

少人数制ウェーブリングヨガ《全7回》4/6～5/25の 毎
週水曜日（5/4
を除く）

13時～14時
各7640円 要申込  抽選  

各8人少人数制脂肪燃焼ヨガ《全7回》 19時30分
　～20時30分

ウォーキングエクササイズ《全11回》
4/13～7/6の 毎
週水曜日（5/4、
6/8を除く）

9時20分
　～10時20分

7010円
【6310円】

要申込  抽選  
20人

はじめての子ども体操塾幼児コース
（5・6歳）《全11回》 4/12～7/5の 毎

週火曜日（5/3、
6/7を除く）

15時45分
　～16時45分

各7010円 要申込  抽選  
各10人はじめての子ども体操塾小学校

低学年コース（小学1～3年生）《全11回》 17時～18時

ジュニアミニバスケットボール
（小学2～4年生）《全11回》

4/15～7/1の 毎
週金曜日（4/29
を除く）

16時～17時 5890円 要申込  抽選  
15人

新琴似図書館（新琴似7-4）　☎764-1901　　　 検索新琴似図書館

〔休館〕第2・4水曜日

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
3/12㈯､ 26㈯ 14時～14時30分

無料
直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年

4/6㈬ 15時～15時30分

子ども映画会 3/19㈯ 14時～15時 直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年
　　　   〔上映〕 「ちびねこチョビ」

　 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

ロビーを開放中

アトリウムを開放中

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

3
／
11
㈮

4
／
10
㈰

▲
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ザ
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2/5　交通死亡事故抑止に貢献した団体への
感謝状贈呈式～北警察署

1/24　新川さくら並木スノーフェスタ
　　　～新川西お祭り広場

1/19　ミニバスケットボール少年団全道大会
　　　優勝報告・区長表敬訪問～北区役所1/31　に～よん音楽祭

　　　 ～札幌サンプラザ

1/23　北区魅力発信フェスタ
　　　～駅前通地下歩行空間

2/14　北区スノーホッケー大会
　　     ～麻生球場

2/12　白楊アイス・スノーキャンドル
　　　～白楊小学校

1/29　篠路子ども歌舞伎伝承式
　　　～篠路コミュニティセンター

北区の写真を募集中！詳しくは「きた１・きた４」ページをご覧ください。


