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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」にてカラーで公開しています。

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】 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

地域安全担当【33】 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 家庭児童相談担当 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

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

毎年恒例の「ミニミニ雪まつり」。空が完全に暗くなり、
人影もまばらになった時、二人の女の子がアイスキャン
ドルの明かりをじっと見つめていました。

写真・文　永
なが

野
の

　拓
たく

也
や

 さん

撮影日　　2016.2.14
撮影場所　北 19 条西 2丁目付近

幌北ミニミニ雪まつり

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！

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　          
2018 年 1 月 1 日現在（前月比）　　      

http://www.city.sapporo.jp/kitaku/

ki.somu@city.sapporo.jp

北区HP「みてきて北区」

　　　   E メール

287,867 人（＋ 11）
137,030 世帯（－ 11）

人口

世帯数
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・子ども会に入りたい　　・子ども会のイベントに参加してみたい　　・活動のお手伝いがしたい
・ジュニアリーダー養成研修を受けたい　　・地域に新たに子ども会を作りたい　　など

〔お問い合わせ先〕 ☎ 736-5531（午前 10 時 30 分～午後 5時 15 分）札幌市子ども会育成連合会北区支部

募 集 中仲 間 を 随 時

あいの里子ども会

・

・

保護者や地域住民など、子
ども会の活動を支える大人
たち。
子ども会の円滑な運営を図
るため、子どもたちの自主
的な活動を側面からサポー
トしています。

そうやって頑張る子どもの姿は素晴らしい
上級生と一緒に、悩んで、企画して、実行して、反省して…

子どもの中からリーダーを育成し、子どもが主体となって活
動すること、幅広い年齢の子どもが集まり、子ども同士で自
然と学び合えることなど、子ども会には、学校や家庭では得
られない魅力がたくさんあります。わが子の入会をきっかけ
に活動に携わって 20 年余り、刺激を受けて、どんどん生き
生きと成長していく子どもをたくさん見てきました。もっと
多くの保護者の方にこの喜びを味わってほしいです。これか
らは「町内会のイベントでレクゲームの司会を担当する」など、
子ども会以外でも子どもたちが活躍できる場を増やしていき、
さらに多くの人に輝く子どもたちの姿を見てほしいですね。

屯田団地子ども会

　山
やま

口
ぐち

　紗
さ

梨
り

那
な

さん
・中学 2年生
・初級研修生（3年目）

修了生の会

　大
おお

下
した

　裕
ゆ

里
り

佳
か

さん
・26 歳
・建設コンサルタント
　会社勤務

まずは気軽に
お電話ください！

ジュニアリーダー
養 成 研 修 生

・

・

・

子ども会に所属する子ども
のうち、希望する小学校 5
年生～高校生。
年数回行われる養成研修に
参加し、リーダーとして活
動するためのさまざまなス
キルを学んでいます。
修了生や育成者と協力して
企画や運営を担っています。

自然といろいろな力が身に付きました！
笑顔で思いっきり楽しむ！そうしていたら

みんなで一つのことをやり遂げる達成感がとても好きだし、
学年も学校も違う友達もたくさんできて、とにかく楽しいで
す。もともと人見知りする性格でしたが、リーダーとしてい
ろいろな経験をするうちに、学校行事や校内プロジェクトに
積極的に参加したり、みんなの前でリーダーシップを発揮し
たりできるようになりました。今では進行役も楽しみながら
やっています。地域の人ともたくさん知り合え、大人から聞
く経験談はとてもためになります。人を惹きつける力、場を
盛り上げる力、行動力など、上級生のすごいところをもっと
もっと身に付けて、後輩たちにも教えていきたいです。

Ａ Ｔ Ａ
Ｄ

約100人

修 了 生 

・

・

・

養成研修を修了した高校生
や大学生、社会人など。
これまで培った知識や経験
を生かし、ジュニアリー
ダー養成研修生をサポート
する頼もしい先輩。
学業や仕事の合間を縫って
活動しています。

私にとってかけがえのない「学びの場」です
学校生活だけでは得られない貴重な体験の数々。

子ども会の活動は、上級生になるにつれ「参加する」から「運
営する」という要素が強くなります。誰もが楽しく過ごせる
よう、同年代の仲間や育成者さんと相談しながら全体の進行
を考える。その過程は普段の学校生活だけではできない貴重
な体験だと思いましたね。全体をうまく運営するためには、
トップに立って進める人と同じくらい、陰で臨機応変に動く
裏方の存在が重要だということも学びました。社会人になり、
「異なる年齢の集団をまとめ、動かしていく」という経験を
学生の頃から積み重ねられたことは、自分にとって大きな財
産になっていると実感しています。

Ａ Ｔ Ａ
Ｄ

約50人

Ａ Ｔ Ａ
Ｄ

約1700人育 成 者 

南
みなみ

谷
や

　佳
よし

子
こ

さん

2018─❷─広報さっぽろ きた 2



地域の子どもたちが多数訪れ、にぎわったクリスマス会。
ケーキ作りやプレゼント交換、ジュニアリーダーによる
レクゲームで盛り上がりました

キャンプでの火お
こしも上級生が
しっかりサポート

養成研修のレクゲーム講習会。交代で進行役や
盛り上げ役となって、手遊びの練習をしました

こんなふうに

やってみて！

地域のお祭りでは売り子さんとして活躍

子ども会
遊びから生きる知恵を学ぶ

今月は、活動
に携わる皆さ

んに

その魅力につ
いてお聞きし

ました！

 0歳から高校生までの異なった年齢の子どもたちが、遊びを中心に楽しく活動する中で、
共に成長を促し合ったり、年長者から生活していくための知恵を学んだりする場です。
ゲーム大会やお泊まり会、キャンプ、スポーツ大会、子どもまつり、クリスマス会な
ど、地域ごとにさまざまな活動を行っています。

子ども会とは

Ａ Ｔ ＡＤ 北区には 83の子ども会があり、約 5000人の子どもたちが所属しています
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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

選挙クイズ（1月号掲載）の答え
①（ア）1と2　②（ウ）めいすい
正解者多数のため抽選の上、10人の方にQ

クオ

UO
カードをお送りします。
■詳細　北区明るい選挙推進協会・北区選挙
管理委員会　☎757-2404

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

市税の納税相談

●必要書類　国民健康保険料納付通知書、印鑑、平成29年の
1年間の収入が分かるもの（源泉徴収票、確定申告書控えなど）
■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
2月25日㈰　10時～15時／2月26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）
※区役所の駐車場は利用できません

2月26日㈪　10時～16時／北区民センター 1階 小会議室

センターの概要やお仕事までの流れ、入会手続きなどをご説
明します。
●対象　区内にお住まいのおおむね60歳以上の方
●申込　当日、直接会場へ
■詳細　札幌市シルバー人材センター　☎826-3419

札幌市シルバー人材センター入会相談窓口《無料》

●メニュー　鶏肉と野菜のカレー味炒め、カニ玉あんかけ、
エビサラダ、ご飯、スープ、果物（野菜使用量134g､エネルギー
642kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

2月12日㉁～18日㈰　11時～14時
札幌サンプラザレストラン（北24西5）《950円(税込)》

北保健センターおすすめランチ

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　0歳～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
北区保育・子育て支援センター（ちあふる・きた）　☎757-5381

出前子育て相談（ピンポーン  こんにちは）《無料》

3月7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

日頃のお子さんの成長の様子や子育てに関わる心配、悩みな
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

赤ちゃんといっしょ《無料》

　　　◆札幌市国民健康保険◆
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

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㈫～16日㈮に地域振興課まちづくり
調整担当係　☎757-2407

2月27日㈫　14時～15時30分／屯田地区センター（屯田5-6）

●内容　一般の方でもできる救命に関する医師の講話と上半
身型の人形や自動体外式除細動器（A

エー

E
イー

D
ディー

）を用いた実技講習
●対象・定員　区内にお住まいの方・先着30人
●申込・詳細　2月13日㈫～23日㈮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、
電話番号を記入）  ☎757-1181 757-1187

応急処置講座～いざという時のために～《無料》

ポプラがモチーフの
北区健康まちづくりキャラクター

ぽっぴぃ

3月15日㈭　10時～11時30分／北区民センター 3階 区民ホール

膝や腰の痛みについて、四股を踏んで解決する方法を学びま
す。椅子を使って行いますので安心して学べます。
●対象・定員　区内にお住まいの方・先着50人
●申込・詳細　2月13日㈫～3月9日㈮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、
電話番号を記入）　☎757-1181 757-1187

健康でいるためには膝・腰から～四股踏みで解決～《無料》

子 育 情 報て

談納 付 相・ 納 税

ら保 健 ーセ ン タ か

ら経 済 か光 局観

ぽっぴぃからの
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税の申告受け付けが始まります
◆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です
市・道民税（住民税）や所得税の申告の際に、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です。申告時には、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」
◆医療費控除の明細書の添付が義務化されました
医療費控除を申告される場合は、領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付
が必要となりました。医療費控除の明細書には、医療を受けた人ごと、病院・薬局
ごとに医療費を合計して記載する必要があります
※領収書はご自宅で5年間保存する必要があります（税務署や市税事務所から求め
られたときには、提示または提出しなければなりません）

■ 市・道民税（住民税）
申告会場と開設期間は以下のとおりです。初日は大変混雑しますので、ご了承くだ
さい　※本誌28ページも併せてご覧ください

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）

札幌サンプラザ
1階ロビー
（北24西5）

東区民センター
3階視聴覚室

（東区北11東7）

期間 3月1日㈭～15日㈭ 2月14日㈬～16日㈮ 2月20日㈫～23日㈮ 2月27日㈫～3月2日㈮

時間 8時45分～17時15分 9時～17時

●土・日曜日はお休みです。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

■ 所得税及び復興特別所得税

所得税及び復興特別所得税
の確定申告

「税理士による無料申告相談」
（年金または給与所得者のみ）

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

北海道経済センター8階Aホール（中央区北1西2）
※「駅前通地下歩行空間」9番出口より徒歩2分
※「さっぽろ地下街」市役所・経済センター出口よ
り徒歩1分

期間
2月16日㈮～3月15日㈭

※土・日を除く。ただし、2月18日㈰、
25日㈰は相談・受け付けを行います

2月15日㈭まで
※土・日・祝日を除く
※相談会場で確定申告ができます

時間
9時～16時

※申告書の作成には時間がかかりますので、なるべくお早めにお越しください。
なお、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

●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）

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

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15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 757-1187

2月23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
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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。区 内 各 施 設 の 講 座 な ど

▲

情
報
プ
ラ
ザ

2
／
11
㈷

　
3
／
10
㈯

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

読み聞かせ「つくしんぼ」 3/3㈯　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

みんなの茶の間オープンカレッジ
①定年前後の年金、医療、雇用保険
②消費者被害防止！と契約の知識

3/28㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着  20人 2/11㈷～3/28㈬

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電話申し込み不可　②受付時間は9時～21時

ケータイ教室　シニア向けタブ
レット講座 3/30㈮　13時30分～15時30分 無料

要申込  先着  20人
〔対象〕おおむね70
歳までのタブレット
を持っていない方

2/13㈫～3/10㈯
※タブレットは1人1台お
貸しします

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」 2/17㈯　10時30分～11時
無料

直接会場  

コミセン日曜シネマ 2/25㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「紙屋悦子の青春」

春のお祝いメニュー 3/7㈬　10時～13時 1700円
3/2までに納入 要申込  先着  6人 2/16㈮～3/2㈮

材料費含む
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9時～17時

おはなし会「ずくぼんじょ」 3/3㈯　14時～15時 無料 直接会場  〔対象〕小学校低学年以下

レバンガ北海道公式戦へご招待！
札幌を本拠地とするプロバスケットボールクラブ「レバンガ北海道」の
ホームゲーム（対富山グラウジーズ戦・自由席ホーム）へご招待します

北区民応援デ
ー

●日時　3月17日㈯　18時5分試合開始（15時10分開場予定）
●会場　北海きたえーる（豊平区豊平5条11丁目）
●対象・定員　区内にお住まいの方・100人
●申込　3月3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・電話番号を、返信側に送付先
　　　　を記入の上、下記申込先まで郵送してください（1人につき
        1通のみ有効、多数時抽選）。結果などは返信はがきでお知
　　　　らせします

●申込先・詳細　〒004-0041　札幌市厚別区大谷地東2丁目5-60    
　　　　　　　　レバンガ北海道　北区民応援デー係　☎555-5113
※応募者の個人情報は、株式会社北海道バスケットボールクラブが適切に管理し、
抽選および返信はがきの発送以外には利用しません

◆落選した場合は、返信はがきにて、下
記特別価格でチケットを購入できる割引
券を返送します。また、当選者の同伴者
も当日券を特別価格で購入可能です

・小中学生と学生は、前売り価格と当日価格が
同額のため、特別価格の設定はありません

当日価格 特別価格
大人 2500円 2000円
60歳以上シニア 1500円 1000円
小中学生 500円 

設定なし学生（高校～高
専・大学） 1000円 



2018─❷─広報さっぽろ7きた

2
／
11
㈷

3
／
10
㈯

▲

　 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

　   表中の記号情
報
プ
ラ
ザ

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（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」 2/13㈫　13時～16時
無料

直接会場  編み物サロン、大型遊具など

絵本読み聞かせ「おはなしたんと」 2/17㈯　11時～11時30分 直接会場  

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

絵本読み聞かせ「ドリームランド」 2/16㈮､ 3/2㈮　10時～11時 無料 直接会場  紙芝居、手遊び、昔遊びなど

たのしく陶芸 3/3㈯　13時～15時 800円
2/24までに納入 要申込  先着  20人 2/16㈮～24㈯

教材費含む

古本交換市 3/9㈮　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講座まで申し込み可　③平成27～29年度に受講した方は同一講座申し込み不可

平
成
30
年
度
定
員
制
教
養
講
座
（
初
心
者
対
象
）

暮らしの書道〔1年〕
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18人

2/13㈫～3/2㈮ 
9時～16時
〔対象〕60歳以上の方

・申し込みは本人が直接、
窓口へお越しください

・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

indows7/
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

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〕 要申込  抽選  18人

ダンボールアート〔1年〕 月3回･火曜日 13時～15時 要申込  抽選  
各10人初めての木彫〔1年〕 月3回･水曜日

10時～12時

「エクセル」パソコン講座
（エクセル2007以降）

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

「ワード」パソコン講座
（ワード2007以降）

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〔1年〕

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

子ども映画会 2/17㈯　14時～14時40分

無料

直接会場  〔対象〕幼児～小学生
　　　〔上映〕「ジャッキーのパンやさん」他

大人の映画会 2/18㈰　13時～15時10分 直接会場  〔対象〕中学生以上
　　　〔上映〕「次郎長三国志」

絵本読み聞かせ「つくしんぼ」
2/24㈯､ 3/10㈯　14時～14時30分

直接会場  〔対象〕幼児～小学生
3/7㈬　15時～15時30分
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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。

1/8　北区新成人を祝う会
　　  ～ニトリ文化ホール

12/1　除雪機械体験試乗会
　　　 ～屯田8条6丁目付近

12/23　新川少年消防クラブ歳末防火
　　　   パトロール～新川地区

12/8　災害弱者施設合同避難訓練
　　　 ～屯田9条9丁目付近

12/4　障がい児童文化作品展
　　　 ～北区役所

12/18　合格祈願防火絵馬配布
　　　   ～北消防署幌北出張所

12/10　三校合同コンサート
　　　   ～新川西中学校

12/16　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


