
【編集】清田区市民部総務企画課広聴係
　〒004-8613 清田区平岡1条1丁目2-1

b889-2018　c 889-2402　Ｅ kiyota.somu@city．sapporo.jp　ＨＰ www.city.sapporo.jp/kiyota/

清田区のシンボルの一つ「白旗山」を散策する清田区のシンボルの一つ「白旗山」を散策する
イベント。心地よい初夏の緑の中、草花や動物イベント。心地よい初夏の緑の中、草花や動物
たちの観察に出掛けよう！たちの観察に出掛けよう！

日時日時　6月3日㈰　9時～14時（8時30分集合、14時30分解散）　6月3日㈰　9時～14時（8時30分集合、14時30分解散）
　　　※雨天時は6月17日㈰に延期。　　　※雨天時は6月17日㈰に延期。
コースコース　自然観察の森～山頂～札幌ふれあいの森　自然観察の森～山頂～札幌ふれあいの森
対象対象　15歳以上の方（中学生を除く）　　15歳以上の方（中学生を除く）　定員・費用定員・費用　30人・無料　30人・無料
申込申込　5月18日㈮までに電話でお申し込みください。　5月18日㈮までに電話でお申し込みください。
　　　（土・日曜、祝日を除く）　　　（土・日曜、祝日を除く）抽選
集合・解散場所集合・解散場所　区役所正面玄関前（貸し切りバスで往復移動）　区役所正面玄関前（貸し切りバスで往復移動）
持ち物持ち物　昼食、飲み物、敷物、筆記用具、帽子、手袋、雨具、タオル　昼食、飲み物、敷物、筆記用具、帽子、手袋、雨具、タオル
その他その他　歩きやすい長袖の服装と靴でご参加ください。　歩きやすい長袖の服装と靴でご参加ください。 申込先・詳細　 地域振興課まちづくり調整担当

b889-2024

日時　5月19日㈯

　　　

八條  美奈子、 谷敷  さなえ
（フルート・ピアノ演奏）

①12:00
②15:00

吉澤吉澤
（ピアノ・ドラム演奏）

①12:45
②15:45

場所　イオンモール札幌平岡（平岡3条5丁目3-1）
　　　1階センターコート
費用・申込　 無料・不要

当日、直接会場にお越しください。

PMF修了生と、P
パ ー ク

ARK J
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ONTESTファ
イナリストが、今年の清田区スプリングコンサート
に登場！

詳細　 地域振興課地域活動担当
b889-2024
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（写真右）とピアノの
早
さ

紀
き

（写真左）の兄妹インストデュオ。
札幌から全道へ活動の幅を広げており、平
成29年から道内全市町村を回り公演を行
う「179市町村吉澤計画」を開始。

場所場所
　保健センター（　保健センター（区役所2階  11番窓口隣）区役所2階  11番窓口隣）
利用可能日時利用可能日時
　月～金曜日の8時45分～17時15分（祝・休日、年末年始を除く）　月～金曜日の8時45分～17時15分（祝・休日、年末年始を除く）

八
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條
じょう

  美
み

奈
な

子
こ

  【フルート】  （写真左）
PMF修了生。札幌市民芸術祭奨励賞などを
受賞。道内外で幅広く演奏活動を展開中。

谷
や

敷
しき

  さなえ  【ピアノ】  （写真右）
札幌市民芸術祭大賞などを受賞。札幌を中
心に演奏活動や次世代の指導で活躍中。

相談カウンターの相談カウンターの
すぐ隣にお子さんすぐ隣にお子さん
が遊ぶスペースがが遊ぶスペースが
あるので安心です。あるので安心です。

保育士が子育て保育士が子育て
のさまざまな困のさまざまな困
り事について相り事について相
談に応じます。談に応じます。
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１０人目の１０人目の清田区長です清田区長です

詳細　総務企画課広聴係　詳細　総務企画課広聴係　

bb

889－2018889－2018

清田区誕生10周年を記念して、区民の皆さんから応募いただき、平成19年11月に区のシンボルに選定されました。
毎年それぞれの場所で、四季折々の特性を生かしたイベントが開催されるなど、多くの区民に愛されています。

清田区長清田区長　　小小
こ

角角
すみ

　　武武
たけ

嗣嗣
し

このたび、4月1日付で清田区長に着任いたしました小角です。このたび、4月1日付で清田区長に着任いたしました小角です。
清田区は、区のシンボルである「白旗山」「あしりべつ川」「平岡梅林」をはじめとする豊かな自然と、各地区に清田区は、区のシンボルである「白旗山」「あしりべつ川」「平岡梅林」をはじめとする豊かな自然と、各地区に
おける「ふれあい」や「安全・安心」など、住民（ひと）による活発な活動が調和した住みよいまちです。おける「ふれあい」や「安全・安心」など、住民（ひと）による活発な活動が調和した住みよいまちです。
このきよたのこのきよたの““まち”を、さらに魅力あるまちにするため、「自然」まち”を、さらに魅力あるまちにするため、「自然」「食」「音楽」といった清田区の魅力の区内外へ「食」「音楽」といった清田区の魅力の区内外へ
の発信や、防犯・防災などの発信や、防犯・防災など安全・安心なまちづくりの推進、地域の見守りや子育て・健康づくりに対する支援安全・安心なまちづくりの推進、地域の見守りや子育て・健康づくりに対する支援
など、さまざまななど、さまざまな取り組みを通じてさらなる住みよいまちづくりをすすめ、そして、“取り組みを通じてさらなる住みよいまちづくりをすすめ、そして、“きよたのちからきよたのちから”を育んで”を育んで
いきます。いきます。
区民の皆さまが、この清田区により一層の親しみや愛着を感じていただけますよう、職員一同全力で取り組区民の皆さまが、この清田区により一層の親しみや愛着を感じていただけますよう、職員一同全力で取り組
んでまいりますので、よろしくお願いいたします。んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

区の南西部に位置し、標高は
321.5321.5mの山で、この一帯は
市最大の市有林として保全
されています。
山には、2つの森とそれらを
結ぶ自然歩道、またノル
ディックスキーの世界大会も開
催された白旗山競技場があります。

市で2番目に長い1級河川で、
流路延長41.741.7km。うち約
1616kmが区内の南北を縦断。
正式な河川名は「厚別（あ
つべつ）川」ですが、この地
域では昔から「あしりべつ川」
として親しまれています。

区唯一の総合公園である平岡
公園の西側に6.56.5ヘクター
ルの広大な梅林が広がって
います。
梅林には紅梅種と白梅種が
4対6の割合で約1,2001,200本植
栽されており、札幌の梅の名所
として広く知られています。

新区長のごあいさつ新区長のごあいさつ新区長のごあいさつ

きよたの３つのシンボルきよたきよたのの３３つのつのシンボルシンボル

きよっち
３つのシンボルのほかにも、３つのシンボルのほかにも、
清田区マスコットキャラクター清田区マスコットキャラクター
「きよっち」「きよっち」も、区民に愛されていも、区民に愛されてい
る区のシンボルる区のシンボル？！？！
多くのイベントに多くのイベントに
登場し、会場を盛り登場し、会場を盛り
上げるのに一役上げるのに一役
買っています。買っています。

平岡梅林

白旗山 あしりべつ川あしりべつ川

平成9年11月４日、当時市内最大の人口を有していた豊平区から分区し、２１年目を迎えた平成9年11月４日、当時市内最大の人口を有していた豊平区から分区し、２１年目を迎えた““きよたきよた””。。
今月は、「緑豊かな自然に抱かれたまち、ふれあいに満ちたまち、安らぎを感じるまち」を目指す、私たち今月は、「緑豊かな自然に抱かれたまち、ふれあいに満ちたまち、安らぎを感じるまち」を目指す、私たち
の住むまちの住むまち““きよたきよた””について紹介します。について紹介します。

知れば知るほど
好きになる！！

私た
ちのまち私た
ちのまち

私た
ちのまち

きよたきよたきよた

清
田
区
マ
スコ
ットキャラクター

清
田
区
マ
スコ
ットキャラクター きよっちきよっち平岡梅林平岡梅林

白旗山白旗山 あしりべつ川あしりべつ川

2018─❺─広報さっぽろ2018─❺─広報さっぽろ22清田清田



区の住宅数42,20042,200戸のうち、持ち家数が30,61030,610戸あり、
持ち家の占める割合が72.572.5％となっています。
この数字は10区中、
最も高い割合最も高い割合となっ
ています（全市平均
は49.2％）。

南区

中央区

北区

東区

西区

手稲区

白石区
厚別区

豊平区

清田区清田区

数字からきよたを知ろう！数字から数字からきよたきよたを知ろう！を知ろう！

区内には250250カ所の都市公園が
あり、区民1人当たりの面積は、
南区（48.8㎡）、手稲区（19.1㎡）
に次ぎ、10区中33番目に多い数
字です。

～魅力あふれる取り組みをご紹介～魅力あふれる取り組みをご紹介～～

「きよた」って、○○のまち！！「きよた」「きよた」ってって、、○○○○ののまちまち！！！！
スイーツスイーツスイーツのまちのまち

５９．８７５９．８７５９．８７ ㎢㎢

広さ広さ

人口人口

1人当たりの公園面
積

1人当たりの公園面
積

１１５,４７１１１５,４７１１１５,４７１ 人人

平成9年の区の誕生以後、しばらくは増加していましたが、近年
は減少傾向にあります。
一方で、住民基本台帳人口（平成30年4月1日現在）による年齢別の割

合では、年少人口率（0～14歳）
が13.213.2％を占め、10区中で最も最も
高い割合高い割合となっています。
・ 0～14歳の人口　13.213.2％（11.4％）
・ 15～64歳の人口　59.4％（62.3％）
・ 65歳以上の人口　27.3％（26.3％）

北緯4343度にある札幌市。
実は、その北緯4343度線が、
清田区役所の庁舎を通っ
ていることを知っていましたか？？

平成30年4月1日現在（推計人口）

区には、102102の単位町内会・自治会があり、その連合
体である町内会連合会が55つあります。
世帯の加入率は、
10区 中で44位で、
全市平均70.83％
を上回っています。

７６．５２７６．５２７６．５２ ％％ 町内会加入率
町内会加入率

平成30年1月1日現在

区役所4階の清田図書館
には、書籍（一般・児童）、
絵本、CDなど合わせて、
88,44088,440点があります。

点点
清田図書館 蔵書数清田図書館 蔵書数 平成29年4月1日現在

区役所の庁舎を区役所の庁舎を

北緯北緯4343度線が通
っています度線が通ってい

ます

ガーデニングガーデニングガーデニングのま
ち

のま
ち

音楽音楽音楽のまちのまち

８８,４４０８８,４４０８８,４４０

持家率持家率
７２．５７２．５７２．５ ％％ 平成25年10月1日現在

１８．３１８．３１８．３ ㎡㎡
平成29年3月31日現在

出典：住宅・土地統計調査

出典：札幌市の図書館2017

「札幌市の公園・緑地」を基に広聴係が算出

「きよた」
って

こんな「まち
」

（各年4月1日の推計人口）
（※）カッコ内は札幌市全体の平均の数字

※単位町内会・自治会数は平成30年4月1日現在の数字

全市全市44位位

全市10位全市10位

全市１位全市１位

全市全市44位位

全市３位全市３位

市の南東部に位置し、東西
に7.87.8km、南北に15.315.3kmの
広がりがあります。
区域のおよそ3分の2が緑
豊かな丘陵地と山林に覆わ

れた自然豊かな
地勢です。

毎年開催し、夏の風物詩となって毎年開催し、夏の風物詩となって
いるいる「PMF清田区公演」「PMF清田区公演」や、や、清田区出身のアー清田区出身のアー
ティストが出演するティストが出演する昨年から始まった野外昨年から始まった野外

イベントイベント「きよ「きよ
フェス」フェス」など、『音など、『音
楽』を区の新たな楽』を区の新たな
魅力として発信魅力として発信
しています。しています。

お菓子を通じ、区の魅力アップ・発信お菓子を通じ、区の魅力アップ・発信
の取り組みとして、区内の菓子店11店の取り組みとして、区内の菓子店11店
舗が参加する舗が参加する「きよたスイーツスタンプラ「きよたスイーツスタンプラ

リー」リー」(本年度は4(本年度は4
月23日～7月31月23日～7月31
日に実施)を行っ日に実施)を行っ
ています。ています。

自然環境に恵まれた区の特性を生か自然環境に恵まれた区の特性を生か
し、地域におけるみどりとふれあいの場し、地域におけるみどりとふれあいの場
を創出することを目的に、を創出することを目的に、「ガーデニング・「ガーデニング・

コンテスト」コンテスト」やや
「ガーデニング「ガーデニング
講習会」講習会」などのなどの
イベントを開イベントを開
催しています。催しています。

99地区図書館地区図書館中中４位４位

23年
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コースコース　平岡公園よくばりコース（約8km）　平岡公園よくばりコース（約8km）
日時日時　5月16日㈬　9時30分～12時（9時受け付け開始）　5月16日㈬　9時30分～12時（9時受け付け開始）
　　　※雨天中止　　　※雨天中止
集合場所集合場所　区役所正面玄関前　区役所正面玄関前
費用・申込費用・申込　無料・不要　　　　無料・不要　　　持ち物持ち物　飲み物、タオル　飲み物、タオル
その他その他　動きやすい服装と靴でご参加ください。　動きやすい服装と靴でご参加ください。
詳細詳細　　健康・子ども課健やか推進係　健康・子ども課健やか推進係　bb889-2049889-2049

内容内容　プランターへの寄せ植え（講話・実技）　プランターへの寄せ植え（講話・実技）
講師講師　豊平公園緑のセンター　　豊平公園緑のセンター　畠畠

はたけはたけ

山山
やまやま

  幸幸
ゆきゆき

子子
ここ

氏氏
日時日時　6月22日㈮　13時30分～15時30分　6月22日㈮　13時30分～15時30分
会場会場　区役所3階　大会議室（屋外作業はありません）　区役所3階　大会議室（屋外作業はありません）
対象・定員対象・定員　区内にお住まいの方・20人　区内にお住まいの方・20人
費用・申込費用・申込　無料・5月15日㈫～31日㈭に電話（土・日曜日を除く）、　無料・5月15日㈫～31日㈭に電話（土・日曜日を除く）、
　ファクスまたはEメール（郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を　ファクスまたはEメール（郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を
　明記）でお申し込みください。　明記）でお申し込みください。抽選
持ち物持ち物　園芸用スコップ、エプロン、園芸用ゴム手袋　園芸用スコップ、エプロン、園芸用ゴム手袋
申込先・詳細申込先・詳細　　地域振興課まちづくり調整担当地域振興課まちづくり調整担当
　　bb889-2024889-2024  FAX 889-2701FAX 889-2701　　Ｅ  kiyota.shinko@city.sapporo.jpkiyota.shinko@city.sapporo.jp

5月11日㈮からの内容を掲載しています。5月11日㈮からの内容を掲載しています。５月月
※本文中の記号の見方　b＝電話　Ｅ＝Ｅメール　先着＝先着順　抽選＝多数時抽選

清田区の人口・世帯数清田区の人口・世帯数
※4月1日現在。（　）内は前月比※4月1日現在。（　）内は前月比

人　口 ／人　口 ／  115,471人　 （－195）115,471人　 （－195）
世帯数 ／世帯数 ／   46,183世帯 （＋ 45） 46,183世帯 （＋ 45）

対象団体対象団体　次のいずれにも該当する団体　次のいずれにも該当する団体
　① 構成員が5人以上で、半数以上が区内にお住まいかお勤めまたは　① 構成員が5人以上で、半数以上が区内にお住まいかお勤めまたは
通学していること通学していること

　②政治・宗教および営利を目的としていないこと　②政治・宗教および営利を目的としていないこと
　③本市から直接または間接的に助成を受けていないこと　③本市から直接または間接的に助成を受けていないこと
対象活動対象活動　次のいずれかに該当するもの　次のいずれかに該当するもの
　①地域課題の解決を目的とする活動　①地域課題の解決を目的とする活動
　②まちづくり情報の共有や交流、ネットワークの形成を図る活動　②まちづくり情報の共有や交流、ネットワークの形成を図る活動
　③区の自然・文化・歴史・産業などの資源を生かした活動　③区の自然・文化・歴史・産業などの資源を生かした活動
　④その他、区まちづくりの進展に寄与すると市長が認める活動　④その他、区まちづくりの進展に寄与すると市長が認める活動
助成額助成額　対象経費の2分の1以内（限度額30万円）　対象経費の2分の1以内（限度額30万円）
申 込申 込　下記窓口で配布している申込書に記入の上、6月29日㈮　下記窓口で配布している申込書に記入の上、6月29日㈮
までに窓口でお申し込みください（土・日曜、祝日を除く）。までに窓口でお申し込みください（土・日曜、祝日を除く）。
その他その他　同一団体への助成は3年を限度とします。　同一団体への助成は3年を限度とします。
申込先・詳細申込先・詳細　 　 地域振興課まちづくり調整担当（2階17番窓口）地域振興課まちづくり調整担当（2階17番窓口）

b889-2024889-2024

全国の刑務所で作られている作業製品を展示、販売します。全国の刑務所で作られている作業製品を展示、販売します。
日時日時　5月12日㈯　10時～15時　5月12日㈯　10時～15時
会場会場　区民センター　区民ホール（清田1条2丁目5-35）　区民センター　区民ホール（清田1条2丁目5-35）
問い合わせ問い合わせ　　清田区保護司会サポートセンター清田区保護司会サポートセンター　　b590-6300590-6300
詳細詳細　　地域振興課地域活動担当地域振興課地域活動担当　　b889-2024889-2024

日時日時　5月20日㈰　13時30分開演（13時開場）　5月20日㈰　13時30分開演（13時開場）
会場会場　区民センター　区民ホール（清田1条2丁目5-35）　区民センター　区民ホール（清田1条2丁目5-35）
費用・申込費用・申込　無料・不要　無料・不要
問い合わせ問い合わせ　 　 うたのつどい実行委員会　うたのつどい実行委員会　奈奈

なな

良良
らら

  利利
としとし

子子
ここ

bb881-6846881-6846
詳細詳細　　地域振興課地域活動担当地域振興課地域活動担当　　bb889-2024889-2024

料理教室の開催や食育イベント料理教室の開催や食育イベント
のサポートなど「食を通した健康のサポートなど「食を通した健康
づくり」を進めるボランティアをづくり」を進めるボランティアを
養成します。養成します。
内容内容　 栄養や食品に関する講話・　 栄養や食品に関する講話・

調理実習など調理実習など
日時日時　 6月6日㈬・13日㈬・20日㈬・　 6月6日㈬・13日㈬・20日㈬・

27日㈬、7月5日㈭・10日㈫（全6回）27日㈬、7月5日㈭・10日㈫（全6回）
　　　9時～12時（6月27日は9時30分～13時30分）　　　9時～12時（6月27日は9時30分～13時30分）
会場会場　区役所2階　保健センター講堂、栄養実習室　区役所2階　保健センター講堂、栄養実習室
対象・定員対象・定員　区内にお住まいの方・30人　区内にお住まいの方・30人
費用費用　無料（別途テキスト代1,188円が必要）　無料（別途テキスト代1,188円が必要）
申 込申 込　5月15日㈫～29日㈫に電話・窓口（土・日曜日を除く）、フ　5月15日㈫～29日㈫に電話・窓口（土・日曜日を除く）、フ
ァクスまたはァクスまたはEメール（講座名、住所、氏名、年齢、電話番号をEメール（講座名、住所、氏名、年齢、電話番号を
明記）でお申し込みください。明記）でお申し込みください。先着

申込先・詳細申込先・詳細　 　 健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）
b889-2049 889-2049 FAX 889-2405FAX 889-2405
Ｅ kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp

お子さんの歯を守る歯磨きの仕方などをお子さんの歯を守る歯磨きの仕方などを
札幌市歯科衛生士が札幌市歯科衛生士が教えます。教えます。
日時日時　5月29日㈫　10時～11時　5月29日㈫　10時～11時
対象対象　就学前のお子さんと保護者　就学前のお子さんと保護者
費用・定員費用・定員　無料・10組　無料・10組
申 込申 込　5月15日㈫～28日㈪に電話　5月15日㈫～28日㈪に電話
でお申し込みください。でお申し込みください。先着   
（10時～17時、土・日曜日を除く）（10時～17時、土・日曜日を除く）

日時日時　5月27日㈰　10時～12時　5月27日㈰　10時～12時
対 象対 象　就学前のお子さんと保護者、これから　就学前のお子さんと保護者、これから
お父さん・お母さんになる方お父さん・お母さんになる方

費用・費用・申込申込　無料・不要　無料・不要

まちづくり活動助成金

矯正展～刑務所作業製品展示即売会

サンデーサロンサンデーサロン

子育て講座「8020セミナー歯のハナシ」子育て講座「8020セミナー歯のハナシ」

真栄2条1丁目11-20真栄2条1丁目11-20
bb883-3044 FAX 883-9547883-3044 FAX 883-9547
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新しい家族を迎える心の準備や親の役割を学ぶ教室です。
内 容　育児実習「赤ちゃんの抱き方・お風呂の入れ方・お着替
え」、お父さんの妊娠体験、簡単料理レシピの紹介（試食あり）

日時　5月25日㈮　18時30分～20時30分（18時受け付け開始）
会場　区役所2階　保健センター
対 象　区内にお住まいで出産予定日が平成30年8月～11月の
初妊婦と夫
費 用・申込　無料・5月14日㈪～23日㈬に電話（土・日曜日を除
く）、ファクスまたはEメール（行事名、住所、氏名、電話番号、
出産予定日を明記）でお申し込みください。
申込先・詳細　 健康・子ども課健やか推進係

b889-2049 FAX 889-2405
Ｅ sukoyaka.phn@city.sapporo.jp

学校形式の和やかな雰囲気の中で、新しい仲間と出会い、生活をより学校形式の和やかな雰囲気の中で、新しい仲間と出会い、生活をより
豊かにしませんか。豊かにしませんか。
内容内容　音楽、体操、絵手紙、そば打ち、研修旅行ほか　音楽、体操、絵手紙、そば打ち、研修旅行ほか
日時日時　6月5日～9月25日（毎週火曜日、全16回。8月14日は休講）　6月5日～9月25日（毎週火曜日、全16回。8月14日は休講）
　　　9時50分～12時10分（8月28日は午後に実施）　　　9時50分～12時10分（8月28日は午後に実施）
会場会場　区民センター（清田1条2丁目5-35）ほか　区民センター（清田1条2丁目5-35）ほか
対象対象　 区内にお住まいの60歳以上（昭和33年4月1日以前生まれ）で　 区内にお住まいの60歳以上（昭和33年4月1日以前生まれ）で

毎回受講可能な方毎回受講可能な方
　　　　※過去に受講した方はご遠慮ください。　　　　※過去に受講した方はご遠慮ください。
　　　　※清田区民シニアスクールとの同時受講はできません。　　　　※清田区民シニアスクールとの同時受講はできません。
定員・費用定員・費用　24人・無料（一部講座で材料費負担あり）　24人・無料（一部講座で材料費負担あり）
申込　申込　5月11日㈮～21日㈪に電話または窓口でお申し込みください。5月11日㈮～21日㈪に電話または窓口でお申し込みください。
　　　（9時～17時。区役所は土・日曜日を除く）　　　（9時～17時。区役所は土・日曜日を除く）抽選
その他その他　一部の講座のみの選択受講はできません。　一部の講座のみの選択受講はできません。
申込先・詳細申込先・詳細　 　 地域振興課地域活動担当（2階17番窓口）地域振興課地域活動担当（2階17番窓口）　　bb889-2024889-2024

区民センター　区民センター　bb883-2050883-2050

日時　6月13日㈬　8時45分～10時受け付け
会場　区役所2階　保健センター
対象　40歳以上の方（年1回）
費用　 胃がん検診（バリウム）700円、大腸がん検診（検便）400円

※減免制度がありますので下記までお問い合わせください。
申 込　6月6日㈬までに電話（土・日曜、祝日を除く）、ファクスま
たはEメール（住所、氏名、電話番号、希望の検診日・検診名を
明記）でお申し込みください。
申込先・詳細　 健康・子ども課健やか推進係

b889-2049 FAX 889-2405
Ｅ kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp

内容　特定健診、後期高齢者健診、肺がん検診、肝炎ウイルス検
　査など。予約不要。

日時 会場
5月11日㈮  9時30分～11時 真栄地区会館

（真栄2条2丁目1-57）
5月11日㈮ 13時30分～15時 羊ヶ丘通町内会館

（美しが丘3条5丁目5-15）
5月21日㈪  9時～11時 こもれび会館

（平岡公園東10丁目2-10）
5月21日㈪ 13時30分～15時 真栄団地町内会館

（真栄5条5丁目2-8）

日時日時　5月30日㈬　10時～11時30分　5月30日㈬　10時～11時30分
会場会場　区役所3階　健康増進フロア　区役所3階　健康増進フロア
費用・申込費用・申込　　無料・不要無料・不要
その他その他　　室内用運動靴などをお持ちください（土足禁止）。室内用運動靴などをお持ちください（土足禁止）。
詳細詳細　　健康・子ども課健やか推進係　健康・子ども課健やか推進係　bb889-2049889-2049

両親教室
住民集団健康診査

胃がん・大腸がん検診

申 込申 込　　下記の北海道日本ハムファイターズ・球団下記の北海道日本ハムファイターズ・球団
公式ホームページにアクセスし、申込フォーム公式ホームページにアクセスし、申込フォーム
に必要事項を入力してください。に必要事項を入力してください。抽選
　　HP www.fi ghters.co.jp/kansen www.fi ghters.co.jp/kansen

6月15日6月15日（金）（金）18時から18時から
東京ヤクルトスワローズ戦東京ヤクルトスワローズ戦
in 札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）in 札幌ドーム（豊平区羊ケ丘1）
（C指定席）（C指定席）

詳細詳細　　北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハムファイターズ
　　　お客様センター　　　　お客様センター　bb857-39399999

★★
★★

★★北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハムファイターズ
清田区民応援デー清田区民応援デー

申込締切申込締切  5月20日  5月20日（日）（日）

詳細　健康・子ども課健やか推進係 b889-2049
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施設施設かからのらの
お知らせお知らせ

2018
春号

▶ たのしいおはなしの会
　 ボランティアグループ「ぽけっと」が、絵本
や紙芝居の読み聞かせを行います。
　日時　毎月 第1・第3木曜日の10時30分～、

第2・第4土曜日の14時30分～

▶ 清田図書館名作映画劇場
　新旧・洋邦問わずセレクトした名作映画を上映します。
　日時　6月20日㈬、7月18日㈬　14時～（13時30分開場）

区民センターや図書館などの公共施設では、さまざまな
講座やイベントが行われています。
その中の一部を年4回紹介しますので、気になる行事
がありましたら、ぜひご参加ください。
※行事の詳細は各施設にお問い合わせください。

清田3条3丁目1-30 休館日：祝日
b885-8500 FAX 885-8533

ＨＰ www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/category/152.html

【地デジデータ放送】の使い方
①   5チャンネル（STV）に合わせ、リモコンのdボタンを押し、
表示される一覧から札幌市からのお知らせを選択。

②   続いて表示される一覧から各区からのお知らせを選択し、
清田区を選択すると、ジャンルごとにイベント
情報がご確認いただけます。

区民センター

▶ 55歳からのお腹・背中スッキリ講座
　 歩いたり、お腹や背中を動かしたりして、いろいろな動きで
ワンサイズダウンを目指しませんか。有料 要申込・5/11～
　日時　6月11日～8月6日（月曜日・全8回）　10時～11時

▶ プロが教える女性マージャン上達講座
　 マージャンができる女性を対象に、さらに強くなる方法や、上達
のポイントを教えます。有料 要申込・5/11～

　日時　6月13日～7月4日（水曜日・全4回）　14時～16時

里塚・美しが丘
　　　 地区センター

里塚2条5丁目1-1
b888-5005 FAX 792-0444

ＨＰ satomicc.com/
清田図書館

平岡1条1丁目2-1（区役所4階） 休館日：第2・第4水曜日
b889-2484 FAX 889-2485

ＨＰ www.city.sapporo.jp/toshokan/

清田老人福祉センター 平岡1条5丁目4-1 休館日：第2月曜日
b882-9500 FAX 882-9505
ＨＰ www.shsf.jp/kiyota-gym

清田区体育館・
温水プール

▶ 知って安心！ 終活講座
　 変わりつつある「葬儀」「お墓」とどう向き合うべきかお話ししま
す。受講者全員にエンディングノートを進呈。有料 要申込・5/11～
　日時　6月10日㈰・17日㈰（全2回）　10時～12時

▶ 民謡コンサート＆懐かしのうたを歌おう会～
　 地区センター開館10周年を記念して、
音楽で交流しましょう。要申込・5/15～

　日時　6月20日㈬　10時～12時

▶ 第2期スポーツ・フィットネス教室受講生募集
　 球技や体操、フィットネスなど、幅広い年齢
の方を対象とした教室を、7月3日㈫から順次
開講します。有料 要申込・6/1～
　運動が苦手な方もぜひチャレンジを！

▶ テニスプライベートレッスン
　 10月まで毎月実施。個人のレベルや希望に合わせて
指導します。1レッスン4人まで。有料 要申込・前月の1日～

▶ 春季演芸発表会
　 センター利用者が、カラオケや民謡、合唱
など、日頃の練習の成果を披露します。
　日時　 5月14日㈪～16日㈬

10時～15時（初日は9時30分～）

▶ 福祉のまち推進センター・合同研修会
　認知症について一緒に考えてみませんか。要申込・5/11～
　日時　6月29日㈮　13時～15時30分

【スマホアプリ】の使い方
① 公式アプリストアでｉ

アイ

さっぽろと検索してインストール。
②   アプリを立ち上げ、画面の検索ボタンを押し、区の催しを
探すから清田区を選ぶと、イベント一覧が表示されます。
どちらも利用できない方は、郵便局の窓口（簡易郵便局を除く）や
区役所などで、毎月9日（休みの場合は直前の営業日）に配布する
冊子「札幌市からのお知らせ」をご活用ください。

清田1条2丁目5-35
b883-2050 FAX 883-2237

ＨＰ www.infosnow.ne.jp/~kiyokumin1/

次号は8月だよ！
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