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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

雪が解け、新芽が出てきたころ、自然豊かな創成川は、生
き物たちの楽園となります。散歩探索をしていると、絶好
の景色が広がります。春を楽しみましょう。

写真・文　中
なか

川
がわ

　龍
りゅう

一
いち

 さん

撮影日　　2015.4.1
撮影場所　創成川通のポプラ並木

創成川の春

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 3 月 1 日現在（前月比）　　      

287,868 人（－ 51）
136,969 世帯（－ 74）

人口

世帯数
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http://www.city.sapporo.jp/kitaku/
ki.somu@city.sapporo.jp  E メール

北区HP「みてきて北区」
「北区の街・人・風景」は、広報さっぽろリニュー
アルに伴い、今月号で終了いたします。北区では、
引き続き、皆さんが撮影した写真を募集していま
す。ご応募いただいた作品は北区写真展などで使
用します。詳細は、北区ホームページもしくは広
聴係まで。お気軽にご応募ください！

北区の写真　  募集中！
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・中身を使い切って
・穴を開けずに　　　　
・透明または半透明の袋に
  入れて、燃やせるごみの
  日にごみステーションへ

ルール

取材は名刺交換
からスタート！

編集作業

一眼レフカメラでの

撮影にも挑戦！

中身が使い切れない場合は、清掃事務
所や消防署（出張所）にご相談を！

皆さんは正しく分別できていますか？
市の調査によると、燃やせるごみの中には、分別すれば
資源となる「紙類」や「容器包装プラスチック」が多く
含まれているそうです。分別を間違ってしまうと、せっ
かく資源化できるものもできなくなってしまいます。
日頃から気をつけましょう！

もったいない！！
年間約40,000トンも！

・資源化できる紙類
・容器包装プラスチック

　燃やせるごみに
　　含まれている量は？

2つ合わせて…

渡邉記者

★ ビニールなどは可能な範囲で分ければOK！
雑がみ

★ 使い切れば OK！中を洗う必要はありません
容器包装プラスチック

★ 軽くすすいで固形物が落ちればOK！
容器包装プラスチックＡ

窓付き封筒や
ティッシュの箱

歯磨き粉などの
チューブ類

お惣菜や食品の
トレー

Ｑ

これはクイズ !

生ごみをギュッとひと絞り。それだけでいいことがあるって知っていますか？

宮本記者

捨てる前に小さい穴を開けた
ビニール袋に入れて絞る

★

★ お茶の葉を天
日干しにして
乾燥させる

★ 野菜などは使わな
い部分を切り落と
してから洗う 

取り組みのポイントは？

※学年は取材時

中学生広報記者が取材から編集まで挑戦！

ごみの減量対策について徹底取材！
自分たちのできることから実践しましょう！
・中学生広報記者に関すること　北区総務企画課　☎ 757-2503

生ごみは約 75％が水分。捨てる前に水切りを
するだけで、 約 10 ％ のごみ減量になります。

ごみの量が約 10％減ります

1
お得

市の清掃工場で使う電気は、すべてごみが燃え
る時の熱で発電したもの。生ごみの水分が減る
と、その分ごみが燃えやすくなり、発電効率を
上げることができます。

発電にもつながります

2
お得

Ａ

Ａ

Ｑ

Ｑ
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① 食べ残しや未開封品など、まだ食べら
れるのに捨てられているもののこと。

食品ロスとは
年間約19,000トンも！

畠山記者

1 野菜を丸ごと買って余してしまうことはありませんか？
カット野菜を活用してみてはいかがでしょう？

食材を
　買いすぎない

食べきれる量だけ作り、食べ残さないようにすること
が大事！栄養がある野菜の皮はだしや炒め物にしよう

食材を
　無駄にしない2

買い物に行く前に冷蔵庫を確認！
消費期限の近いもの、足りないものを把握しよう

冷蔵庫を
　　整理する

「食材を多めに買ったけど、結局
食べずに捨ててしまう」「料理を
作り過ぎて残して捨ててしまう」…こんな経験、皆さんも一度はあるので
はないでしょうか？　食品ロスを減らすためのポイントを紹介します

山田記者

大きさが 30㎝× 30㎝以内の小さな家電は、区役
所やスーパーなどにある「回収ボックス」で、回
収ボックスに入らない大きな家電はホームセン
ターなどにある「回収拠点」で回収しています

対象品目や回収場所など詳しくは市コールセンター または ホームページでご確認ください

★ 市コールセンター　☎ 222-4894（年中無休・8時～ 21 時）

★ ホームページ

家電に含まれる有用金属をリサイクル！
古着は主に衣類として再利用されます

回収した後は？

注
意
点

家庭から出る家電が対象
家電 4品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯
機・衣類乾燥機、エアコン）は対象外

・
・

わからないことは積極的に質問！

今月は、私たち中学生広報記者が家庭
自分たちの街のため、そして将来のために

～

詳細　・家庭ごみに関すること　循環型社会推進課　☎ 211-2912

優
先
度

高

低

例えば…？ ★
★
食品ロスを減らす
紙を使わず携帯のメモ機能を使う

ごみ自体を出さないようにすることReduceリデュース

発生・排出抑制

物を繰り返し使い、ごみを最小限にすること

例えば…？ ★古着屋や古本屋などのリユース
ショップを利用する

Reuseリユース
再利用

Recycleリサイクル

再生利用

不要になったものの素材を原料に戻し、再び
製品として再利用すること

例えば…？ ★
★
資源ごみはきちんと分別する
不要な家電を回収ボックスや回収
拠点に持って行く

改めて学ぼう！

市では 3R のうち、ごみになるものを減
らすリデュースとリユースを特に推奨し
ています。リサイクルも 3番目に大事と
いうことを忘れずに、ごみ減量のため、

 3 つの行動に貢献していきましょう！

初
め
て
の

取
材
に
ど
き
ど
き

これらの行動の頭文字を取って…

ご
み
の
減
量
に
重
要
な
3
つ
の
行
動

循環型社会推進課に取材

さんアール

3

検索札幌市　小型家電 札幌市　古着リサイクル検索

日曜日は冷蔵庫をお片づけ 検索

2018─❹─広報さっぽろ3きた



4/11㈬
▼

5/10㈭

情報
　プラザ
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5月17日～9月20日の毎週木曜日（8月16日を除く）　9時30分～11時30分
北区民センターほか　※日時・会場・内容は変更になる場合があります

北区高齢者教室「北
ほく

親
しん

大学」受講生募集
《全18回・無料（講座により実費負担あり》

●内容　講義（趣味・教養）や実習（体操など）、屋外見学など
●対象・定員　区内にお住まいの65歳以上の方で、初めて受
講する方・40人（多数時抽選）
●申込　4月18日㈬までに地域振興課地域活動担当係☎757-2407
または北区民センター☎757-3511（受付時間は8時45分～17時15分）
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757-2407

北保健センターおすすめランチ

●メニュー　マスと野菜の蒸し物バターポン酢、茶わん蒸し
桜エビあんかけ、サラダ、果物、ご飯、トマトスープ（野菜
使用量122g、エネルギー555kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757-1181

4月16日㈪～22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）》

5月2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》

開催日 時間 内容

5月16日㈬
9時45分～10時30分 トイレトレーニング①

10時45分～11時30分 トイレトレーニング②

子育て講座《無料》

●会場　北区保育・子育て支援センター（ちあふる・きた）（北25西3）
●対象・定員　1歳以上の乳幼児の保護者・先着各10人
※お子さんと同室で受講可
●申込・詳細　各講座5月2日㈬10時から健康・子ども課子育
て支援担当係　☎757-2566

第18回新川さくらフェスティバル音楽祭《無料》

区内で活躍する合唱団や地域の学校の
合唱部、吹奏楽部などが出演します。
●申込　北区役所3階地域振興課、各ま
ちづくりセンター、北区民センター、
篠路コミュニティセンター、各地区センターで、
4月11日㈬から入場整理券を配布
■詳細　新川まちづくりセンター　☎762-2604

5月12日㈯　12時～16時 [11時30分開場]
札幌サンプラザコンサートホール（北24西5）

藍に興味のある方に、藍の種を配布します。かつて、北区で盛
んに栽培されていた歴史ある藍をご家庭で育ててみませんか。
●配布数　各会場100袋（1人1袋、先着順）
■詳細　地域振興課地域活動担当係　☎757-2407

4月23日㈪　10時から（なくなり次第終了）
北区役所3階地域振興課、北区民センター、篠路コミュニティセ
ンター、各地区センター、北門信用金庫 篠路支店（篠路2-4）

「藍
あい

の種」を配布《無料》

受付日 受付時間 会場

4月19日㈭
10時～11時30分 札幌サンプラザ1階ロビー（北24西5）

※応募者多数の場合は整理券を配布
11時30分～17時15分

北区役所3階総務企画課
（土・日、祝・休日を除く）4月20日㈮～

10月31日㈬ 8時45分～17時15分

北区民野球場（新琴似町266）の利用受け付け《無料》
平成30年度の北区民野球場の利用受け付けを行います。
●利用期間　4月27日㈮～10月31日㈬
※積雪状況により利用開始日が変更となる場合があります
●対象　区内にお住まいか、通勤・通学している方（原則1人1回、
先着順、電話申し込み不可）

■詳細　総務企画課庶務係　☎757-2403

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

リモコンの「dボタン」
でチェック！

「i さっぽろ」のダウ
ンロードはこちら！

5 月号から全ページがカラーになり、ページ数が少な
くなります。北区民のページは 8 ページから 6 ペー
ジになり、「きた 6・7」ページに掲載しているイベン
ト・講座情報の一部は掲載されなくなります。

今後掲載されなくなるイベント・講座情報は、地デジの
データ放送（STV・5 チャンネル）やスマートフォンの無
料配信アプリ「ｉ

アイ

さっぽろ」で見ることができます！

イベント・講座情報は地デジ・アプリでチェック！

2018 年 5 月号
から

QR コード

ら保 健 ーセ ン タ か

子 育 情 報て
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①4月27日㈮　9時～10時　②5月13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・先着各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　①は4月19日㈭､ ②は5月1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

5月2日㈬　10時～11時30分／札幌サンプラザ 3階 セミナー室（北24西5）

シニアの方の就職を応援するセブンイレブンと札幌市が共同で実施する、コンビニ
のお仕事説明会です。
●対象・定員　区内にお住まいのおおむね60歳以上で仕事を探している方・先着25人
●申込・詳細　4月11日㈬～5月1日㈫に就業サポートセンター事務局　☎708-8321

シニア向けお仕事説明会《無料》

5月11日㈮　9時30分～11時30分／札幌サンプラザ 3階 セミナー室（北24西5）

シルバー世代の働き方や就職活動の進め方についてのセミナーです。
●対象・定員　区内にお住まいで仕事を探している方・先着24人
●申込・詳細　4月11日㈬～5月10日㈭に就業サポートセンター事務局　☎708-8321

65歳からのいきいき就職活動セミナー《無料》

病院名 住所 電話番号 病院名 住所 電話番号
山口動物愛護病院 北22西3 736-1122 Y

ユ ー

ou ペットクリニック 屯田6-2 773-1010

さくら並木動物病院 北24西19 707-0706 屯田三番通動物病院 屯田6-9 774-2211

動物病院ダックス 北27西14 758-3931 きらり動物病院 屯田8-7 299-3191

きたさっぽろ動物病院 北30西9 736-2789 季実の里どうぶつ病院 屯田9-1 772-6302

I
イ

S
シ

HID
ダ

Aアニマルクリニック 北35西4 736-2779 まえたに動物病院 太平3-1 773-8228

マリモアニマルクリニック 新川2-7 764-0201 太平動物病院 太平7-4 775-3001

新川ルル動物病院 新川4-17 768-3260 フルベ動物病院 太平12-5 775-2211

パルク動物病院 新琴似2-10 764-5311 グリンピア動物病院 篠路2-10 774-0123

はるにれ動物病院 新琴似8-14 763-8020 しぶやペットクリニック 拓北1-3 299-2286

ハヤシ犬猫病院 新琴似10-7 766-8611 アニマルクリニック・クローバー あいの里2-8 778-3655

アンディー動物病院 新琴似10-13 769-7550 ポッケ動物病院 あいの里3-3 826-5380

北の森どうぶつ病院 新琴似11-17 766-1122 あいの里動物病院 あいの里4-5 778-5411

屯田西公園どうぶつ病院 屯田5-9 773-7739

　

※診療時間や休診日は動物病院によって異なりますので、電話でご確認ください
※本誌27ページも併せてご覧ください
■詳細　動物管理センター（西区八軒9東5）　☎736-6134
http://www.city.sapporo.jp/inuneko/main/touroku.html

犬の登録と狂犬病予防注射を受けましょう
《登録手数料3200円、注射費用2560円、注射済票交付700円》

ら経 済 か観 光 局

タ動 物 ン理 セ管 ー らか
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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

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　　
第4回「世界に一冊だけの本・展
i
イン

nさっぽろ」作品展示
4/16㈪～22㈰　10時～17時 無料 直接会場  手作りの本の展示会

初級韓国語講座《全5回》 5/9～6/6の毎週水曜日
10時～12時

3000円
5/9までに納入 要申込  先着   20人 4/11㈬～5/9㈬

教材費含む

シャンソン講座《全6回》 5/11～6/15の毎週金曜日
13時30分～15時30分

3000円
5/11までに納入 要申込  先着   10人 4/11㈬～5/11㈮

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」5/12㈯　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
人生100年を考えた　資産運用 5/16㈬　13時30分～15時30分 要申込  先着   20人 4/11㈬～5/16㈬

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
絵本読み聞かせ「おはなしたんと」 4/21㈯　11時～11時30分 無料 直接会場  

小学生かけっこ
講座《各全2回》

小学1年生
4/21㈯､ 28㈯

9時30分
　～10時30分

当日  各600円 要申込  各20人
4/11㈬から
申込方法などの詳細は要
問い合わせ小学2･3年生 11時～12時

多世代交流「新・新サロン」 5/8㈫　13時～16時 無料 直接会場  編み物サロン、大型遊具など

つまみ細工講座 5/11㈮　9時30分～12時 当日  1300円
材料費含む 要申込  先着   10人 4/16㈪から

星と文学　朗読＋
プラス

α
アルファ

で楽しむ
「星の王子さま」の世界

5/26㈯　13時30分～15時30分 当日  300円
お茶代含む 要申込  先着   20人 4/19㈭～5/10㈭

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 4/13㈮　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

無料パソコン体験講座《各全2回》
4/18㈬､ 19㈭

10時～12時 要申込  先着   
各10人 4/11㈬～16㈪

4/25㈬､ 26㈭

絵本読み聞かせ「ドリームランド」 4/20㈮　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　押し花～遊花～ 5/7㈪～20㈰　9時～21時 直接会場  

パソコン無料相談講座 5/9㈬､ 10㈭　10時～12時 要申込  先着   
各8人（1人15分） 4/26㈭～5/7㈪

春のフリーマーケット　
出店者募集 4/27㈮～5/7㈪　9時～21時 1区画　700円

5/7までに納入
要申込  先着   
41区画（1区画2×2.5m）

電話申し込み不可
申込初日は整理券配布
※春のフリーマーケット
は5/12㈯開催

はじめてのワード（ワープロソフ
ト講座）《全6回》

5/16㈬､ 17㈭､ 19㈯､ 23㈬､ 24㈭､
26㈯　10時～12時

3000円
5/14までに納入
教材費含む

要申込  先着   12人 5/7㈪～14㈪
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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

　   表中の記号情
報
プ
ラ
ザ

行事・講座名 日時 費用 申込・定員 受付期間・備考
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

親子リトミック
～幼児音楽

コース～

2歳児クラス

4/30㉁　

9時～9時50分

申込時  各700円

要申込  先着   7組
4/11㈬～27㈮
〔対象〕平成27年4月2日
から平成28年4月1日生ま
れのお子さんと保護者

年少・年中・
年長クラス 10時10分～11時 要申込  先着   10組

4/11㈬～27㈮
〔対象〕平成24年4月2日
から平成27年4月1日生ま
れのお子さんと保護者

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

ハッピーマーケット　出店者募集 4/12㈭～19㈭　9時～20時 1ブース　700円
4/19までに納入

要申込  先着   
18ブース

ハッピーマーケットは
4/30㉁開催

おはなしの会「まんまるころころ」 4/21㈯　10時30分～11時
無料

直接会場  

コミセン日曜シネマ 4/22㈰　10時～12時 直接会場  〔上映〕「哀愁」

ユリヤさんのロシア家庭料理講座 4/22㈰　10時～13時
900円
4/18までに納入
材料費含む

要申込  先着   16人
4/11㈬～18㈬
〔持ち物〕筆記用具、エ
プロン、三角巾、タオル

ハッピーマーケット&サークル
メンバー募集フェスタ 4/30㉁　10時～13時 入場無料 直接会場  

やさしい！たのしい！太極拳
《全8回》

5/12～6/30の毎週土曜日
13時～15時

4000円
5/9までに納入 要申込  先着   6人

4/25㈬～5/9㈬
〔持ち物〕タオル、動き
やすい服装、飲み物、靴
底が平らな靴

篠路コミセンはらはら・どきどき！
バドミントン大会 5/13㈰　8時45分～17時 1500円

5/6までに納入 要申込  先着   42人 4/11㈬～5/6㈰

北区体育館（新琴似8-2）　☎763-1522　　　 検索北区体育館 　　
〔休館〕4/23㈪　／〔対象〕小学生　／〔施設利用料〕毎回かかります

北区体育館
かけっこ塾

午前の部

5/3㈷

9時30分～11時30分

各940円 要申込  抽選  
各100人

4/11㈬～14㈯ 9時～20時
電話・ホームページから
申し込み可
※4/16㈪13時抽選。落選
者のみ、19日㈭までに電
話でお知らせします
〔納入期間〕
4/20㈮～30㉁※23㈪を除く

午後の部 12時30分～14時30分

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」
4/14㈯　14時～14時30分

無料

直接会場  〔対象〕幼児～小学生
5/2㈬　15時～15時30分

子ども映画会 4/21㈯　14時～15時 直接会場  〔対象〕幼児～小学生
　　　  〔上映〕「ムーミン谷の彗

すい

星
せい

」

つくしんぼ「春のおたのしみ会」 4/28㈯　14時～15時 直接会場  大型絵本、紙芝居の読み聞かせなど
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2/18　屯田雪まつり
　　　　～屯田みずほ東公園

2/11　幌
ほろ

北
きた

冬のつどいとミニミニ雪まつり
　　     ～幌

こう

北
ほく

小学校

2/28　新琴似歌舞伎公開講座
　　　 ～プラザ新琴似

2/18　しのろスノーフェスティバル
　　　  ～篠路コミュニティセンター

2/19　新光雪あかり村
　　　 ～新光小学校など

2/7　せんきょ体験授業
　　   ～新川中央小学校

2/11　北区スノーホッケー大会
　　　 ～麻生球場

2/4　冬を楽しむ集い
　　  ～北陽小学校

　　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。


