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オタマジャクシ in 芸森

撮 影 日

平成₂₉年5月₂₉日

撮 影 者

₂児の父 さん

撮影場所

札幌芸術の森

池にいるオタマジャクシに手を伸ばす息子（小学
1年生）の姿です。

☆掲載写真は、南区のホームページでカラーで公開しています。

南区の写真やイラストを大募集！

このページでは、区民の皆さんから募集した写真やイラストをご紹介
します。募集要項は、南区役所総務企画課広聴係や区内のまちづくり
センターなどで配布しているほか、南区のホームページに掲載してい
ます。採用された方には、作品を印刷したはがきを贈呈します。

詳細・応募先

南区役所総務企画課広聴係
〒005︲８612 南区真駒内幸町2丁目2︲1
mi.somu@city.sapporo.jp

南 区 関 連 の 主 な 施 設
南区役所（真駒内幸町 2 ） 代表☎582‑2400
区役所内の直通電話番号
保健支援係
総務企画課
相談担当
庶務係
☎582‑4705
地域安全担当 ☎582‑4706 保護一課
相談担当
選挙係
☎582‑4711
保護一係
広聴係
☎582‑4714
保護二係
地域振興課
☎582‑4723
管理係
戸籍住民課
戸籍係
☎582‑4724 保護二課
保護一係
住民記録係
☎582‑4728
保護二係
税証明担当
☎582‑4731
保護三係
保健福祉課
地域福祉係
☎582‑4734 保険年金課
給付係
活動推進担当 ☎582‑4734
保険係
福祉助成係
☎582‑4741
収納係
給付事務係
☎582‑4742
年金係
福祉支援係
☎582‑4743

☎582‑4746
☎582‑4747
☎582‑4765
☎582‑4756
☎582‑4757
☎582‑4751
☎582‑4763
☎582‑4764
☎582‑4768
☎582‑4770
☎582‑4772
☎582‑4775
☎582‑4786

・南区土木センター（南31西 8 ） ☎581‑3811
・南保健センター（真駒内幸町 1 ） ☎581‑5211
・ちあふる・みなみ（真駒内幸町 2 ）☎215‑0183
子育て相談専用
☎215‑0203
・南部市税事務所（豊平区平岸 5 ‑ 8 ）
市税証明・口座振替
☎824‑3912
納税相談
☎824‑3913
個人の市・道民税
☎824‑3914
固定資産税（土地）
☎824‑3917
固定資産税（家屋）
☎824‑3918
☎583‑8613
・南清掃事務所（真駒内602）
☎581‑2100
・南消防署（真駒内幸町 1 ）
☎571‑5171
・南区体育館（川沿 4 ‑ 2 ）
☎822‑3730
・澄川図書館（澄川 4 ‑ 4 ）
・南区民センター（真駒内幸町 2 ） ☎584‑2100
・藤野地区センター（藤野 2 ‑ 7 ） ☎592‑2002
・もいわ地区センター（川沿 8 ‑ 2 ）☎572‑5733
・すみかわ地区センター（澄川 4 ‑ 4 ）☎818‑3035

まちづくりセンター
・定山渓（定山渓温泉東 4 ）
☎598‑2191
・真駒内（真駒内幸町 2 ）
☎581‑3025
・石山（石山 2 ‑ 2 ）
☎591‑8734
・簾舞（簾舞 3 ‑ 6 ）
☎596‑2059
・藤野（藤野 2 ‑ 7 ）
☎591‑7041
・藻岩（川沿 8 ‑ 2 ）
☎571‑6121
・藻岩下（南34西 9 ）
☎581‑2001
・澄川（澄川 3 ‑ 2 ）
☎821‑8585
・芸術の森地区（石山東 7 ）
☎592‑7009
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こんなことしています
南区まちナカアート、

ー ト な ま ち " に！

区まち

南

カ
ナ

札幌を代表するアートスポットである札幌芸術の森やデザインを
学ぶ学校がある、アートが身近なまち南区。
今月は、南区を " アートなまち " にする取り組み「南区まちナカ
アート」を紹介します。

南区学生まちナカアート展
南区学生まちナカアート展
イン
in さけ科学館

学生がダンボールのみで制作した
「さけ」を展示。子ども向けのワー
クショップでは、ダンボールで「お
さかなスタンプ」を制作。

オン

ダンボール on ちゃんをつくろう！
イン
ワークショップ in まこまる
エイチティービー

ダンボールで H T B（北海道テレビ
放送株式会社）のマスコットキャラ
クター「on ちゃん」を制作。

◀おさかなスタンプ

東海大学×軟石
南区学生まちナカアート展
イン
in チ・カ・ホ

学生が札幌軟石で制作した鍋敷きや
傘立てなどの作品を展示。ワーク
ショップでは、来場者が軟石を加工
してフォトフレームや一輪挿しなど
を制作。

◀個性いっぱいの
さまざまな on
ちゃんが完成！
▲本物そっくりのダンボール製の
「さけ」

※₉╱₈㈮～1₂㈫の期間に札幌駅前通地下歩行空間（チ・カ・ホ）で「南区学生まちナカアート展」を開催します。
詳細は、本誌全市版 1₉ ページをご覧ください。

「南

区まちナカアート」が できるまで

札幌市立大学の学生たちと企画した ₇╱₂₃ ㈰に開催の「南区学生まちナカ
アート展 in たきの森フェス」が完成するまでの様子をご紹介します！

学生たちは、5 月ごろから準備
滝野に生息する動物を
をスタート。子どもたちがアー
モチーフにしたいね
トを体験しながら楽しめるもの
として、ダンボールアートの展
示、仮装体験、ダンボール製の
ボウリング遊びの ₃ つのブース
で
う。
の設置を決めました。
みんな
出し合

みんなのアイデアを集約すると
こんな感じに！

アを
アイデ

札幌市立大学デザイン学部
かわはら み さ と

おくやま えつ し

河 原 美紗都さん、奥 山 悦 司さん

南区
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学校の課題と違って、会場 考えたアイデアを
員へ
に来るさまざまな年代の方 滝野すずらん丘陵公園の職
ン！
に楽しんでもらえるような
プレゼンテーショ
ブースを考えるのが難し
かったです。私たちが考え
た企画を通して、アートを
身近に感じてもらえたら、
うれしいですね。
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決定！
企画は
開始。
よ作業
い
よ
い

南区まちナカアートとは？

アート

区内でデザインを学ぶ学生の協力を得ながら、
南区を " アートなまち " にする取り組みです。

【問い合わせ先】
地域振興課まちづくり調整担当 ☎582-4723

南区では、デザインを学ぶ学生の豊かな想像力や若い力を
活用し、区の地域資源である芸術を切り口にしたまちづく
りを行っています。区民が多く集う場所や公共施設などを
アートで装飾し、区民に芸術を身近に感じてもらえるよう
に働きかけるのが「南区まちナカアート」です。

南区まちナカアートプロジェクト

南区アート自販機事業
南区をイメージしたデザインで自動販売機をラッピング。
アート自販機は、もいわ山ロープウェイ中腹駅、地下鉄真
ぼう よう
駒内駅、真駒内屋外競技場、道の駅望羊中山、滝野すずら
ん丘陵公園の 5 カ所に設置されています。

札幌国際芸術祭 ₂₀1₇ の開催に合わせ、
「ラッピングバス」
の運行や、地下鉄真駒内駅「可動式ホーム柵アート装飾」
を実施。バスは、芸術祭の終了後にデザインを一部変更し
て、平成 ₃₂ 年 ₃ 月末まで運行予定。
▼南区の自然をイメージしたデザインで
じょうてつバスをラッピング

◀地域住民の意見を取り入れながら、
札幌市立大学の学生がデザイン

札幌市立大学デザイン学部
おおぶち

かずひろ

大渕 一博講師

もりのようせいに
仮装したよ

▲南区の見どころや札幌国際芸術祭 2017 の会場への行き方
などが描かれた可動式ホーム柵

会場を訪れた子どもたちにアートの
楽しさを伝えられるよう、学生が主
体的に企画を考えました。区役所と
滝野すずらん丘陵公園の連携により、
芸術が身近にある南区の良さを多く
の方に感じてもらえるイベントに
なったと思います。

ダンボール製とは思え
ない精巧さにびっくり！
本物のカメみたい！

南区オリジナルマスキングテープの
プレゼントブースも設置しました
エスエヌエス

「＃南区まちナカアート」と SNS に
投稿してくれた方に、学生がデザイ
ンした南区オリジナルマスキング
テープをプレゼントしました！

リスさんにどんぐ
りをプレゼント！
どんぐりボウリング！
クマやリスにどんぐり
を食べさせよう！

ダンボールでできた
動物たちを展示

。
よ当日
いよい くさんの
た
会場は で大盛況！
れ
親子連
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みなみ区からのお知らせ

9月11日以降の情報

きのこによる食中毒を防ぎましょう︒知らないきのこは﹁採らない﹂
﹁食べない﹂
﹁人にあげない﹂
︒

※費用に関する記載がない場合は、無料です。

山菜採りでの事故に注意しましょう

・山菜を採りに山などへ行くときは、水や食料、
防寒衣（雨具）
、携帯電話、ラジオなどを携行し、
行き先や帰宅時間を家族などに伝えましょう。
・高齢者のみのグループや一人での入山は危険
です。複数で入山し、お互いの声が聞こえる範
囲内で行動しましょう。
詳細 総務企画課地域安全担当 ☎582-4706

出会いの場創出事業(第2回目)「みな×コン」

9/30㈯13時～1８時。/ 豊平峡ダム（定山渓８40番
地先）、カフェドロマン（藻岩下2丁目2︲47）ほか。
南区で婚活イベントを開催します。南区の施設
での簡単な催しや軽いお食事をしながら参加者
同士が楽しんでいただけるよう、出逢いのきっ
かけ作りをお手伝いさせていただきます。
対象 南区に在住・通勤・通学または南区に住
んでみたい30～40歳代の未婚の男性・女性。
定員・費用 男性 ・ 女性各15人。3,000円程度。
申込方法 9/11㈪～ 19㈫に南区ホームページか
ら申し込みフォームに所定事項を入力（先着順）。
札幌市 南区 みな×コン

検索

詳細 地域振興課まちづくり調整担当 ☎582-4723

国民健康保険料の夜間・休日納付相談

夜間相談 9/21㈭、2８㈭｡ 19時30分まで。
休日相談 9/24㈰9時～15時。
南区役所2階5番窓口。
※区役所北側の通用口からお入りください。
詳細 保険年金課収納係

☎582-4775

あそびの宝箱

9/17㈰11時～15時。
北海道青少年会館コンパス
（真駒内柏丘7丁目８︲1）
。
ハロウィンめいろや縁日、こうさくコーナーな
ど、楽しい「あそび」が大集合！
対象 幼児以上（幼児は保護者同伴）
。
申込方法 当日直接会場へ。
詳細 真駒内五輪児童会館 ☎581-1823

南区
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子育て講座「心を育む子育て～楽しく子
どもと関われるポイント～」
10/11㈬10時～11時30分。/ 南保健センター。
乳幼児期の子育てで大切にしたいことなどにつ
いて、臨床心理士がお話しします。
対象 0歳～就学前のお子さんの保護者。
定員 20人（託児あり）
。
申込方法 9/27㈬9時から電話で下記へ（先着順）。
申込・詳細 ちあふる・みなみ ☎215-0183

子育てボランティア講習会（全2回）

10/26㈭、 27㈮｡ 10時～12時。
まこまる（真駒内幸町2丁目2︲2）内まちの講堂。
親子との関わり方や、手作り遊具の作り方、簡
単な遊びの紹介などを行います。
※別日程で子育てサロンの見学も行います。
対象・定員 子育てボランティア活動に興味・
関心のある方、
すでに活動されている方。20人。
申込方法 9/21㈭9時から電話で下記へ （先着順）。
申込・詳細 ちあふる・みなみ ☎215-0183

福祉除雪地域協力員の募集
冬期間、高齢者や障がいのある方などの除雪を
支援する「福祉除雪地域協力員」を募集します。
※福祉除雪のご利用については、本誌全市版26
ページをご覧ください。
申込方法 原則10/4㈬までに電話または直接下
記へ。
申込・詳細 南区社会福祉協議会 ☎582-2415
保健福祉課活動推進担当 ☎582-4734

南区生活応援ボランティア講座

9/29㈮13時30分～16時30分。/ 南区民センター。
生活上の困りごとなど、地域の助け合い活動に
関する基本的な知識を学びます。
対象・定員 区内にお住まいの方。50人。
申込方法 9/11㈪から電話で下記へ（先着順）。
申込・詳細 南区社会福祉協議会 ☎582-2415

FAXで申し込む際の
必要事項

①行事名 （ 希望する日時・曜日も ） ② 住所 （ 郵便番号も ） ③氏名 （ ふりがな ） ④年齢 ⑤電話番号（ ℻番号も ）
上記項目に加え、
「胃がん・大腸がん検診」
「合同健診」は検診種別も記載してください。

胃がん・大腸がん検診

9/22㈮８時45分～10時（受付時間）
。/ 南保健センター。
対象 40歳以上で、職場などで受診していない方。
費用 胃がん検診は700円、大腸がん検診は400円。ただし、70歳以
上の方、後期高齢者医療制度にご加入の方、生活保護世帯の方、市
民税非課税世帯の方は無料。※それぞれ証明できるものが必要。
申込方法 事前に電話または℻で下記へ。
申込・詳細 南保健センター ☎581-5211

℻582-4564

住民集団健康診査

「受診券」と「被保険者証」を持って、当日直接会場へ（できるだ
け空腹の状態でお越しください）
。
＜日程・会場＞ 詳細 南保健センター ☎581-5211
日程

9/11 ㈪
9/25 ㈪
9/29 ㈮
10/1 ㈰
10/3 ㈫
10/4 ㈬

受付時間
9時30分～10時
11時～11時45分
14時～14時30分
9時30分～11時
13時30分～14時30分
9時30分～11時
13時30分～15時
13時30分～15時
13時30分～15時
9時30分～11時
13時30分～15時
13時30分～15時

実施会場
豊滝中央町内会館（豊滝1丁目1-20）
定山渓集会所（定山渓温泉東4丁目315-4）
石山六区会館（石山621番地）
あけぼの団地管理事務所（真駒内曙町1丁目1-35）
簾舞二区集会所（簾舞347番地）
野々沢会館（藤野5条9丁目3-1）
藤ヶ丘センター（藤野4条6丁目19-1）
南区民センター（真駒内幸町2丁目2-1）
緑ヶ丘会館（澄川5条11丁目5-5）
藻岩北会館（川沿2条2丁目5-50）
藻南福祉会館（川沿11条2丁目3-1）
石山会館（石山2条2丁目8-19）

＜合同健診＞ 申込・詳細 南保健センター ☎581-5211 ℻582-4564

上記の住民集団健康診査に加え、胃がん・大腸がん検診の受診もできる合同健診
を下記の日程で実施します。胃がん・大腸がん検診を受診希望の方は、事前に申
し込みが必要です。対象・費用・申込方法は「胃がん・大腸がん検診」と同様です。
※住民集団健康診査のみの受診の場合は申し込み不要。当日、
直接会場へ。
日程
10/1 ㈰
10/3 ㈫
10/4 ㈬

受付時間
9時30分～11時
9時～11時
9時～11時

実施会場
南区民センター（真駒内幸町2丁目2-1）
藻岩下地区会館（南34条西9丁目2-1）
澄川地区会館（澄川3条2丁目6-1）

紅葉ウォーキング大会

10/10㈫10時～12時30分 （9時30分受付開始）
。
集合場所 藻南公園駐車場 （川沿11条1丁目）。
南区ウォーキングマップの芸術の森コースなどをウォーキング（約
キロメートル
5km）します。札幌市立大学前バス停で解散。
対象・定員 運動に制限のない健康な方。50人。
申込方法 9/11㈪から電話で下記へ（先着順）
。
申込・詳細 南保健センター ☎581-5211

男子厨房に入ろう！料理教室

10/24㈫10時～13時。/ 南区民センター。

対象・定員 区内にお住まいの男性。24人。
持ち物 エプロン、三角巾、手拭き用タオル、筆記用具。
申込方法 9/25㈪から電話または℻で下記へ（先着順）
。
申込・詳細 南保健センター ☎581-5211 ℻582-4564
2017─❾─広報さっぽろ
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みなみ区からのお知らせ
野菜たっぷりヘルシーメニューを南区役所食堂で提供︒ 月

₉

日㈬︑

₁3

日㈬︒

2₇

食限定︑

35

食

₁

円︒

490

9月11日以降の情報

※費用に関する記載がない場合は、無料です。

みんなでみに区る健康まつり2₀₁₇ ～みんなで延ばそう、楽しく延ばそう健康寿命～
9/27㈬10時～13時。※各コーナーで開始・終了時間が異なります。
シーオーシー
南区民センター、札幌市立大学 Ｃ ＯＣ キャンパスまちの学校（真駒内幸町2丁目2︲2まこまる内）
。

◎印（健康測定Ａ・Ｂコース）は、事前に申し込みが必要。申し込みは、Ａ・Ｂどちらか一つのコースのみ。
₉╱5㈫～1₄㈭に電話または申し込み専用ホームページで札幌市コールセンター（☎222-4894※年中無休
₈時～₂1時、http://www.city.sapporo.jp/callcenter/uketsuke/index.html）へ。応募多数の場合は抽選。当選
者のみ、当日の受け付けの時間帯を記載した予約票を送付します。

◎健康測定 A コース【血管年齢・体内酸化度・血圧測定※定員₈₀人〗 （1₀時～1₂時₃₀分）、
南区民センター
歯科ドック・お口の健康(11時～1₃時※1₀時₃₀分から整理券を配布)、 お薬相談(1₀時～1₂時₃₀分)、 がん予防
コーナー(1₀時～1₂時₃₀分)、はり・温灸・あんま・指圧・マッサージ体験(1₀時～11時₃₀分)、きのこ展・相談コー
ナー(1₀時～1₃時)、 みんなで食育・南区食生活改善展(1₀時～1₃時※試食は11時から)、 寄生虫を見てみよう
(1₀時～1₂時)、 おもちゃライブラリー・おもちゃクリニック(1₀時～1₂時)、 こころの健康コーナー(1₀時～1₂
時₃₀分)、もの忘れチェック・介護予防コーナー（1₀時～1₂時₃₀分)、健康寿命延伸パネル展（1₀時～1₂時₃₀分)、
健康づくりグループの活動紹介コーナー（1₀時～1₂時₃₀分)
札幌市立大学 ＣＯＣ キャンパスまちの学校
◎健康測定 B コース【骨密度・体組成・肺年齢測定※定員₈₀人】(1₀時～ 1₂時₃₀分 )、健康講話【演題：「が
んを知る～予防と早期発見のため～」
、講師：札幌がん検診センター所長 河原崎暢 医師】(11時₃₀分～1₂時
1₀分)、札幌市立大学学生企画「大人も子どもも手軽にゲームでロコモ予防」(1₀時～1₃時)
おん きゅう

か わ

詳細 南保健センター

9/27㈬10時～11時30分。
真駒内総合福祉センター (真駒内幸町2丁目1︲5）
。

シニア世代の就職を応援する株式会社セブン イレブン・ジャパンと札幌市が共同で実施する、
コンビニエンスストアのお仕事説明会です。
対象・定員 区内にお住まいで仕事を探してい
る60歳以上の方。25人。
申込方法 9/11㈪から電話で下記へ（先着順）
。
申込 札幌市就業サポートセンター ☎708-8321
詳細 上記または経済観光局雇用推進課 ☎211-2278

札幌市就業サポートセンター就職支援セミナー

10/6㈮ ①10時～12時 ②13時～15時。/ 南区民センター。

内容 ①基礎から学べる就職活動スタートセミ
ナー ②面接対策セミナー。※片方のみの受講も可。
対象 区内にお住まいで仕事を探している方。
定員 各24人。
申込方法 9/11㈪から電話で下記へ（先着順）
。
申込 札幌市就業サポートセンター ☎708-8321
詳細 上記または経済観光局雇用推進課 ☎211-2278

6

さ き みつる

☎581-5211

シニア向けお仕事説明会

南区
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図書館・図書室からのお知らせ
▼澄川図書館 （☎822-3730）
・おはなしの会 9/16㈯13時50分、 30㈯10時30分、
10/7㈯14時30分。
▼南区民センター図書室 （☎584-2533）
・楽しいおはなしの会 9/21㈭10時30分。
▼藤野地区センター図書室 （☎592-2002）
・おはなしの会 9/16㈯11時、 10/7㈯11時。
▼もいわ地区センター図書室 （☎572-5733）
・おはなしの会 9/16㈯11時。

南区体育館ミニバレー大会

11/3（祝・金）9時～17時。/ 南区体育館。
対象 ミニバレー愛好者。
費用 1チーム3,090円。
申込方法 9/15㈮～30㈯に直接下記へ。
申込・詳細 南区体育館 ☎571-5171

各施設の講座など

申し込み・詳細については、
電話または直接各施設へ。特に記載がない場合、
受け付けは先着順、受講対象「15歳以上の方」は中学・高校生を除く。

南区民センター（☎584-2100）
講座・行事名
南区民センター祭

日時

対象

定員

-

-

【美術・書道展】10/4㈬～8㈰ 9時～21時（ロビー）、9時～17時（1階会
議室）※初日は13時から、最終日は15時まで。
【サークルステージ発表会】10/7㈯ 10時～13時30分
【ダンスパーティー】10/8㈰ 13時30分～15時30分 （13時開場）

費用
無料
※

申込期間
当日直接会場へ

美術・書道展は、美術・書道・手工芸サークルおよび区内にお住まいの方の作品展。サークルステージ発表会は、音楽・舞踊系のサー
備考 クルが出演。※ダンスパーティーは、社交ダンスサークルの交流会。一般の方の参加も可。ヒールキャップを持参。参加料別途
300円。
写真展「私のベストショット」作品募集
対象 区内にお住まい、またはお勤めか、区内でサークル等の活動をしている15歳以上の方。
募集作品 ①応募者本人が平成28年1/1（祝・金）～平成29年10/31㈫に撮影しプリントした「南区の風景」
「自然風景」「動植物」「人
はんせつ
物」「スナップ」。②肖像権や著作権を侵害していないもの。③2L 以上。2L 以外は半切以内の額に入れたもの。※①～③を全て
満たすものに限ります。 募集作品数 50点（1人2点まで）。 申込方法 10/1㈰～31㈫9時～17時に電話または直接南区民セン
ターへ（先着順）。 作品搬入 10/26㈭～11/1㈬9時～17時。
展示期間 11/8㈬13時～14㈫15時。

藤野地区センター（☎592-2002）
講座・行事名
①文化祭

日時

【ステージ発表会】10/8㈰ 12時～16時30分
【作品展示】10/14㈯ 10時～17時、 10/15㈰ 10時～15時
【お茶席】10/14㈯ 10時30分～14時30分

②シニアのためのスマホ 10/27 ㈮、 28 ㈯
13時30分～16時30分
講座【全 2 回】
備考

対象

定員

-

-

50歳以上の方

9人

費用
無料

申込期間
当日直接会場へ

2,000円 10/6㈮～20㈮

①ステージ発表会は、藤野中学校吹奏楽部、読み聞かせボランティア「てんとうむし」などが出演。エンジェルハープを使った
演奏も行います。②レンタルのスマートフォンを使用。

もいわ地区センター（☎572-5733）
講座・行事名

①レッツチャレンジ！英語でヨガ講座
【全 3 回】

日時
9/19㈫、 26㈫、 10/3㈫
18時～19時

②ご近所先生企画「ボールペンでカラフル 9/26㈫、 10/3㈫、 10㈫
点描画講座」
10時～12時
【全 3 回】

対象

費用

申込期間

15歳以上の女性 10人 2,000円 9/11㈪～15㈮
20歳以上の方

【作品展示、模擬店、ステージ発表、
抽選会】9/30㈯ 10時～16時
【作品展示、模擬店、ビンゴ大会】
10/1㈰ 10時～14時
【地域フリーマーケット】
10/1㈰ 11時～14時

③文化祭

定員

-

10人 2,400円 9/11㈪～24㈰

-

無料

当日直接会場へ

④お家で楽しむ紅茶のおもてなし講座

10/3㈫
13時30分～15時

18歳以上の方

12人 1,500円 9/11㈪～24㈰

⑤かんたん韓国語講座【全 5 回】

10/6㈮、 13㈮、 20㈮、 27㈮、 11/3（祝・金）
15歳以上の方
19時～20時30分

10人 3,000円 9/11㈪～30㈯

備考

①運動しやすい服装で、汗拭き用タオル、飲み物、ヨガマット（なければバスタオルなど）を持参。②黒画用紙に発色するボー
ルペンを持参。

すみかわ地区センター（☎818-3035）
講座・行事名
①オータムコンサート

日時

9/17㈰
13時30分～15時（13時開場）

9/25㈪、 10/2㈪、 23㈪、 30㈪、
②女性のための健康体操
アップ
11/6㈪、 13㈪、 27㈪、 12/4㈪
～代謝ＵＰコアエクササイズ～【全 8 回】10時～11時30分

対象

定員

-

-

費用
無料

申込期間
当日直接会場へ

15歳以上の女性 18人 4,500円 9/11㈪～20㈬

備考 ①北海道大学連合吹奏楽団による演奏会。曲目は「オリエント急行」
「美空ひばりメドレー」ほか。
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区民のページは裏表紙側からご覧ください。

ふれあい
写真館
7/16 東海大学札幌キャンパス
南沢ラベンダーまつり

駅前広場
7/ワ29ク 澄川
ワ ク
17u W aku お祭り広場 -20

Wak

8/6 藻南公園
もいわ夏まつり

南区
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7/29 石山北公園
石山夏まつり

8/5 十五島公園
藤野ふるさとまつり

8/6 南こども公園
藻岩下夏まつり

