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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）
757̶2400

福祉支援一・二係【21】 757̶2464

保護三課

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

市民部 相談担当【21】 757̶2509 保護三係 757̶2527 太平百合が原（太平8̶7） 771̶9180
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 757̶2530 拓北・あいの里（あいの里1̶6） 778̶2355
庶務係【33】 757̶2403 保健予防係 757̶1185

保護四課
保護一係 757̶2531 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 757̶1181 保護二係 757̶2532 北部市税事務所
（中央区北4西5アスティ45　9階） 207̶3912選挙係【32】 757̶2404 家庭児童相談室 757̶1182 保護三係 757̶2535

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

保護一課

相談担当 757̶2517 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） 757̶2482維持管理課 771̶4211 保護一係 757̶2513 篠路【篠路出張所】（篠路4̶7） 771̶2231

保健福祉部 保護二係 757̶2514 鉄西（北10西4） 726̶5285 北老人福祉センター（北39西5） 757̶1000
保健福祉課 保護三係 757̶2516 幌北（北17西5） 726̶6345 北区保育・子育て支援センター

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

保護二課

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

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

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

2
2017年（平成29年）

大雪が降った翌日の百合が原公園。雪の中をこいで行
くと、太陽に照らされてキラキラ光る雪原と真っ青な
空が一面に広がり、とても美しい風景でした。

写真・文　山
やま

崎
ざき

　久
ひさ

子
こ

 さん

撮影日　　2014.2.22
撮影場所　百合が原公園
　　　　　（百合が原公園 210）

白銀の百合が原

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
2017 年 1月 1日現在（前月比）　      

287,119人（＋93）
135,677世帯（＋77）

人口

世帯数c

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、北区ホームページか総務企画課広聴係まで！

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

ki.somu@city.sapporo.jp　　　   E メール

北区写真展を開催 2月15日㈬まで北区役所、2月24日㈮から屯田地区センターで開催。詳細は「きた4」ページをご覧ください

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」にてカラーで公開しています。
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つ

なが
る！広がる！笑顔

の
輪

北区内の 65 歳以上の人口は約 71,000 人で、区
民のほぼ 4人に 1人という割合になります。
高齢化が進む中、元気に活躍する高齢者が増え
ることは、地域の活性化にもつながります。
  今月は、笑顔あふれる交流の場「老人クラブ」
　　を紹介します。

社会貢献活動・まちづくり活動 学び

文化・趣味活動

区内の老人クラブで構成する北区老人クラブ連合会（中
なか

山
やま

昭
あき

弘
ひろ

会長）は、クラブ間の連
絡調整を図り、各クラブの活動をより活発にすることを目的として組織されたもの。研
修会や演芸大会、クラブ対抗のパークゴルフ大会などを開催し、会員同士の情報交換や
交流の機会を増やしています。

北区には、現在約 90 の老人クラブがあり、約 4,600 人が仲間づくりや生きがいづくり、健康づくりなど、さまざ
まな活動をしています。

特別養護老人ホームに、入所者
の体を拭くために使う清拭布を
毎年寄贈しています。この清拭
布は、各クラブの会員がタオル
を切って使いやすい大きさに縫
い合わせた手作りのもの。昨年
は約 3,000 枚が集まり、区内 6施設に寄贈しました。

北区老人クラブ連合会　
副会長兼広報担当　村

むら

野
の

　新
しん

助
すけ

 さん

広報担当者にインタビュー
平成 5年から続く社会貢献活動～清

せい

拭
しき

布
ふ

の寄贈

クラブの活性化を目指して

長年培った知識と経験を生かして、町内会や自治会などと
連携・協力し、公園や歩道の清掃、花壇の手入れや子ども
たちとの交流などを行っています

舞踊やカラオケ、民謡、囲碁、
マージャンなどを楽しんでい
ます

防災や認知症、介護予防につ
いて学ぶ研修会のほか、交通
安全教室などを行っています

体操、ゲートボール、ボウリ
ングなどを楽しみながら、健
康づくりをしています

北区老人クラブ連合会

  健康づくり

こんな活動をしています！

老人クラブの活動は、まずは会員自身が楽
しむことが一番！その結果、健康寿命の延
長や社会貢献につながれば良いと考えてい
　ます。今後は、高齢者同士の見守り活動
　にも力を入れていきたいですね
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　太平商工クラブ（今
いま

川
がわ

守
もり

男
お

会長）では、レクリエーションや
花植えなどさまざまな活動を行っています。特に力を入れてい
るのが、同地域の太平商工団地町内会（庵

あん

跡
せき

邦
くに

子
こ

会長）と連携
して行っている「訪問・見守り活動」。地域に住む 75 歳以上の
高齢者などを対象に、同クラブと町内会の会員が、月に 2回程度、
訪問したり、電話をかけたりしています。老人クラブと町内会
が垣根なく活動することで、地域で顔見知りが増え、住民同士
の交流にもつながっています。

　今年で 21 年目を迎えるこの
取り組み。開始当初から活動を
続けている同クラブの小

こ

松
まつ

美
み

智
ち

子
こ

さんは「家にこ
もりがちだった方が、何度も訪問する中で打ち解
けて、地域の行事に参加するようになったときは
本当に良かったと思いました。みんなが笑えるこ
と、楽しめることが大事だと思っています」とや
りがいを話します。

　毎週火曜日、10 時 30 分から 15 時まで、北 24
条会館を集会場所として活動している寿老会（宇

う

野
の

俊
とし

光
みつ

会長）。日舞、カラオケ、囲碁、おしゃべ
りなど、それぞれが得意なことや好きなことを思
い思いに楽しんでいます。いろいろな活動が一つ
の部屋で同時に行われており、好きなタイミング
で自由に活動内容を変えることができるため、会
員同士の交流の輪も自然と広がりやすく、活動中
はあちらこちらで笑い声が絶えません。

寿
じゅ

老
ろう

会
かい

～老人クラブに入りたい、自宅近くの活動場所を知りたいなど、お気軽にお問い合わせください！

太平商工クラブ

老人クラブに関する問い合わせは、保健福祉課活動推進担当（☎ 757-2470）へ

加入は何歳から？
➡おおむね 60 歳以上
　の方が加入できます

かかる費用は？
➡会費は月額数百円程度。クラブにより異
　なりますので、下記までお尋ねください

活動の頻度は？
➡ 月 1～ 4回程度。クラブにより異なり
ますので、下記までお尋ねください

～町内会と連携して住民同士で支え合い

～笑顔はじける！元気なクラブ

老人クラブの活動の様子をのぞいてみました！

水
みず

野
の

　啓
けい

子
こ

 さん　  水
みず

野
の

　武
たけ

男
お

 さん

脳梗塞の後遺症があり外出
が難しいのですが、地域の
行事や情報を教えてもらえ
　　　　　るのでとても助
　　　　　　かりますよ

定期的に訪問して
もらえるので、万
が一何かあったと
きにも安心
ですね

訪問を受けているご夫婦にインタビュー

加入したきっかけは？
ご近所の方が寿老会の会員で、そ
の方に誘われたことがきっかけで
す。集会場所が家から近いので、
通いやすくて助かっています

 柏
かしわ

木
ぎ

　瑛
えい

子
こ

 さん

加入して良かったことは？
クラブで知り合った方が近くに住
んでいると分かったので、困った
ことがあったらすぐに相談もでき
るし、とても心強く思っています

好きな活動は？
カラオケです。日帰り
の温泉旅行に行っ
たのも楽しかった
ですね

最近加入した方にインタビュー

「訪問・見守り活動」の中心メンバー
の皆さん。右から 2番目が小松さん

習った体操を普段の活動にも取り
入れ、みんなで実践！

加入は何歳から？ かかる費用は？

隣近所を中心に訪問活動を行ってい
るため、移動などの負担が少なく、
活動を長く続けられるのだそう

一緒に活動する仲間を随時募集中！！

　また、毎月 1回介護予防センターの職員を講師
に招き、介護予防に関する講話を聞いたり、体操
をしたりしています。「昼食時に喉を詰まらせた会
員がいたので、日常生活の中でできる予防法を教
えてほしい」などと会員自身が講話の内容をリク
エストすることも。楽しむだけではなく、介護予
防の意識を高める取り組みにも力を入れています。
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ら保 健 ーセ ン タ か

2月18日㈯、19日㈰　10時～12時
北区民センター2階講義室

北区自衛官募集説明会《無料》

●内容　自衛官募集に関する説明
●対象　平成29年3月1日時点で、16歳以上26歳以下の方
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　自衛隊札幌地方協力本部北部地区隊　☎511-9136
　　　　地域振興課まちづくり推進係　☎757-2407

・ 納 税納 付 相 談

2月26日㈰　10時～15時／2月27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）

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、平成28年の
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

月日 時間 会場
2月15日㈬まで 8時45分～17時15分 北区役所1階ロビー
2月24日㈮
～3月13日㈪ 8時45分～21時 屯田地区センター（屯田5-6）

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。ぜひお立ち寄りください。

■詳細　総務企画課広聴係　☎757-2503

市税の納税相談
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、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）は20時まで、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

情報情報
　プラザ

2/11㈷2/11㈷
▼▼

3/10㈮3/10㈮

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

■札幌市国民健康保険■■札幌市国民健康保険■ 　忘れていませんか 　忘れていませんか？？　年に 1 度の「とくとく健診」。受診券の有効期限は 3 月 31 日㈮までです　年に 1 度の「とくとく健診」。受診券の有効期限は 3 月 31 日㈮までです

種から花を育てる団体募集《無料》
種から育てた花苗を道路の植樹ますや公園の花壇などに
植え、管理していただける団体に、亜

あ

麻
ま

（1年草）、マリー
ゴールド、サルビアまたはペチュニアの種と育苗資材
（土、プラグトレー、カゴトレー）を差し上げます。
●対象　区内に花を植える場所がある5人以上の団体
●配布数　先着200セット ※1人1セット（1団体30セットまで）
●申込・詳細　2月13日㈪～17日㈮に地域振興課まちづくり
調整担当係　☎757-2407

2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）》

北保健センターおすすめランチ

●メニュー　エビと蒸し鶏の中華がゆ、豚角煮、サラダ、ザ
ーサイ、中華蒸しパン、杏仁豆腐（野菜使用量125g、エネル
ギー554kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

3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

赤ちゃんといっしょ《無料》

日頃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・保育士とお話ししませんか。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　区内にお住まいで生後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24日㈮　9時～10時／北保健センター
《胃がん（バリウム）700円／大腸がん（検便）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、本人確認証などの証明できる書類
をお持ちください
●申込・詳細　2月16日㈭までに健康・子ども課健やか推進係
（ファクスの場合は住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、
希望する検診の種類・日付を記入）　☎757-1181  c  757-1187

月日 実施時間 会場
2月16日㈭ 18時～19時30分  新琴似三和福祉会館

（新琴似7-14）3月5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

夜間・休日住民集団健康診査

●健康診査受診時には、受診券と健康保険証（生活保護世帯
の方は生活保護世帯健康診査受診券、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
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2月27日㈪　14時～15時30分
北区民センター3階区民ホール

北区子育て支援者講演会《無料》

●内容　なるほど！脳がよろこぶすこやかな毎日～大人の健康、子どもの健康～
●講師　武

たけ

田
だ

　秀
ひで

勝
かつ

 氏（札幌医科大学　名誉教授）
●対象・定員　区内にお住まいで、子どもが好きな方、子育て家庭を応援したい方・
先着80人
●申込・詳細　2月13日㈪9時から健康・子ども課子育て支援担当係　☎757-2566

3月15日㈬　10時30分～11時15分
北区保育・子育て支援センター（ちあふる・きた）（北25西3）

子育て講座《無料》

●内容　離乳食のススメ②（ごっくん期・もぐもぐ期）※お子さんと同室で受講可
●対象・定員　乳幼児の保護者、妊婦・先着10人
●申込・詳細　3月1日㈬10時から健康・子ども課子育て支援担当係　☎757-2566

●申告者ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要になります
　マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書
類の提示または写しの添付が必要です。
《本人確認書類の例》「マイナンバーカード」、「マイナンバーの通知カード＋運
転免許証、公的医療保険の被保険者証など」
●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
●ご来場の際には、公共交通機関をご利用ください
■詳細　札幌北税務署（北31西7）　☎707-5111（自動音声案内）

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

期間 2月16日㈭～3月15日㈬
※土・日を除く。ただし、2月19日㈰、26日㈰は相談・受け付けを行います

時間
9時～17時

※申告書の作成には時間がかかりますので、お早目にお越しください。会場が混
雑している場合には、受け付けを早めに締め切ることがあります

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。

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

会場
北部市税事務所
（中央区北4西5
アスティ45   9階）

篠路コミュニティセ
ンター2階会議室1・2
（篠路3-8）

東区民センター
3階視聴覚室

（東区北11東7）

札幌サンプラザ
1階ロビー
（北24西5）

期間 3月1日㈬～15日㈬ 2月14日㈫～16日㈭ 2月21日㈫～24日㈮ 2月28日㈫～3月3日㈮

時間 8時45分～
17時15分 9時～17時

●申告者ご本人や扶養親族の方などのマイナンバーの記載が必要になります
　マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認書
類の提示または写しの添付が必要です。
《本人確認書類の例》「マイナンバーカード」、「マイナンバーの通知カード＋運
転免許証、公的医療保険の被保険者証など」
●土・日曜日はお休みです。また、初日は大変混雑しますのでご了承ください
●ご来場の際には、公共交通機関をご利用ください
■詳細　北部市税事務所市民税課  ☎207-3914

市・道民税（住民税）の申告会場と開設期間は以下のとおりです。
※本誌28ページも併せてご覧ください

市・道民税（住民税）の申告受け付けが始まります
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工事期間 休館内容

5月22日㈪～
10月22日㈰(予定)
※下記の期間を除く

9月23日㈷～29日㈮(予定) 電気設備工事のため全館休館
（館内全ての施設が利用できません）

1階ホールのみ休館
（ホール以外の貸室、図書室は通常
どおり利用できます）

区 内 各 施 設 の 講 座 な 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　FAX 717-1139　　　 検索北区民センター  　 

〔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9時～21時　

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」 3/4㈯  11時～11時30分 無料 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

シニアのためのスマートフォン講
座《全3回》 3/6㈪～8㈬  10時～12時 1500円

3/6までに納入 要申込  先着  16人
2/11㈷～28㈫
〔持ち物〕筆記用具
※スマートフォンの持参不要

みんなの茶の間オープンカレッジ
①ライフプランと年金
②生活に欠かせないリスクマネジメント

3/15㈬　13時30分～15時30分 無料 要申込  先着  20人 2/11㈷～3/15㈬

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
ケータイ教室　シニア向け安心安全
講座～タブレットコース～P

パート

art2
3/16㈭  13時30分～15時30分 無料 要申込  先着  20人 2/13㈪～28㈫

〔持ち物〕筆記用具

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
おはなし会「ずくぼんじょ」 3/4㈯  14時～15時 無料 直接会場   〔対象〕小学校低学年以下
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（窓口申し込み優先）　②受付時間は9時～21時

多世代交流「新・新サロン」 2/14㈫　13時～16時

無料

直接会場  バルーンアート、編み物サロン、大型
遊具など

冬の歌　大うたう会 2/16㈭　13時30分～14時30分 直接会場  誰でも知っている冬にちなんだ歌をア
コーディオンの伴奏でみんなで歌います

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」2/18㈯　11時～11時30分 直接会場  

第35回あそ雪の広場
2月11日㈷　12時～19時
12日㈰    9時～13時

阿蘇公園（当別町元町）

■詳細　あそ雪の広場実行委員会　☎0133-23-3073

当別町イベント情報当別町イベント情報
北区では、当別町や石狩市などと連携して、情報発信を
行っています

当別町の冬を楽しむ毎年
恒例のイベント。雪の大
型滑り台のほか、ステー
ジイベントもあります。
目玉の花火は、11日㈷18時15分から打ち上げ予定。

1階ホールの天井や屋上の防水、電気設備などの改修工事のた
め、下記の期間、全館休館または部分休館します。ご利用の皆
さまにはご不便とご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。

●工事期間中、駐車場の一部は、資材置き場や工事車両進入
口となるため、使用できなくなります
■詳細　地域振興課地域活動担当係（工事）  ☎ 757-2407
　　　　篠路コミュニティセンター（館の運営）  ☎ 771-3700

篠路コミュニティセンター改修工事に伴う
休館のお知らせ

　　　JR札沼線 石狩当別
駅南口から徒歩約10分
アクセス

情
報
プ
ラ
ザ

2
／
11
㈷　

3
／
10
㈮

▲

1500 発の打ち上げ

花火は必見だよ！

当別町イメージ
キャラクター　とべのすけ
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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
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」2/18㈯  10時30分～11時 無料 直接会場 〔対象〕幼児～小学校低学年

みんな集まれ！キッズなひろば 2/18㈯  11時～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

コミセン日曜シネマ 2/26㈰  10時～12時 無料 直接会場   〔上映〕「黄
おうごん

金花
か

」

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　
還付金詐欺について 2/13㈪　13時～15時

無料
直接会場  先着  40人

絵本読み聞かせ「ドリームランド」2/17㈮､ 3/3㈮　10時～11時 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

たのしく陶芸 3/4㈯　13時～15時 800円
2/25までに納入 要申込  先着  20人 2/17㈮～25㈯

教材費含む

古本交換市 3/10㈮　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。
ガイドブック・参考書・全集などは交換不可

北老人福祉センター（北39西5）　☎757-1000　　　 検索札幌市北老人福祉センター

〔講座などの受け付け〕①電話申し込み不可　②2講座までの申し込み可（受講は1講座）③平成26～28年度に受講した方は同一講座申し込み不可

平
成
29
年
度
定
員
制
教
養
講
座
（
初
心
者
対
象
）

楽しく学ぶ初めて
の英会話

4月～9月
月3回･月曜日  

10時～12時

無料
別途教材費必要
（受講決定後、
開講初日に納入）

要申込  抽選  
各12人

2/14㈫～3/3㈮
9時～16時
〔対象〕60歳以上の方

・申込時に「老人福祉
センター利用登録証」
をご持参ください
※お持ちでない方は利
用登録証の発行手続き
が必要となりますので、
詳細はお問い合わせく
ださい

・パソコン講座は、ノー
トパソコン(W

ウ ィ ン ド ウ ズ

indows 
V
ビ ス タ

ista/7/8/10の い ず れ
か）の持ち込みが必要。
タブレット、オフィスモ
バイルは不可

・各講座、定員に満た
ない場合は原則として
開講しません

10月～3月

暮らしの書道〔1年〕
月3回･月曜日 要申込  抽選  

各18人月3回･木曜日 
楽しく学ぶ初めての大正琴〔1年〕月2回･月曜日 13時～15時 要申込  抽選  10人
楽しく学ぶ初めての俳句〔1年〕月2回･火曜日

10時～12時

要申込  抽選  14人
オカリナ〔1年〕 月2回･火曜日 要申込  抽選  18人
初めての木彫〔1年〕 月3回･水曜日 要申込  抽選  10人

パソコン基礎講座
（エクセル2007～2016）

4月～9月 月3回･水曜日
要申込  抽選  
各8人

10月～3月 月3回･木曜日

パソコン基礎講座
（ワード2007～2016）

4月～9月 月3回･木曜日
10月～3月 月3回･水曜日

皮革工芸〔1年〕 月3回･木曜日

要申込  抽選  
各12人

水彩画〔1年〕 月3回･金曜日
絵手紙〔1年〕 月2回･金曜日

13時～15時
はじめての手話

4月～9月
月2回･金曜日

10月～3月
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」
2/11㈷､ 25㈯ 14時～14時30分

無料
直接会場   〔対象〕幼児～小学校低学年

3/1㈬ 15時～15時30分

こども映画会 2/18㈯ 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②」

2
／
11
㈷

3
／
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。

12/13　福祉体験学習
　　　  ～篠路西小学校

12/17　合格祈願防火絵馬配布
　　　   ～北消防署幌北出張所

12/6　災害弱者合同避難訓練
　　　～屯田9条 9丁目付近

12/10　国際交流フェスティバル
　　　   ～プラザ新琴似

1/9　北区新成人を祝う会
         ～ニトリ文化ホール

12/17　こども餅つきふれあい交流会
　　        ～篠路コミュニティセンター

12/11　三校合同コンサート
　　　   ～新川西中学校

12/4　北区長杯争奪少年少女柔道交歓大会
　　     ～篠路コミュニティセンター


