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北区健康まちづくりキャラクター 「ぽっぴぃ」

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　FAX 757-2401

288,345 人（＋ 166）
138,159 世帯（＋ 99）

人口

世帯数

北区の人口と世帯数
2018 年 12 月 1 日現在（前月比）

北区関連施設一覧

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

ki.somu@city.sapporo.jp
☎ 757-2400

● 北区役所　
　〒001-8612　北区北24西6   　    （代表）

● 北区土木センター（太平 12-2） ☎ 771-4211

● 出張所・まちづくりセンター

新川（新川 1̶4）
北（北 29 西 7）
幌北（北 17 西 5）
鉄西（北 10 西 4）
篠路出張所・篠路（篠路 4̶7）

拓北・あいの里（あいの里 1̶6）
太平百合が原（太平 8̶7）
麻生（北 39 西 5）
屯田（屯田 5̶6）
新琴似西（新琴似 7̶14）
新琴似（新琴似 7̶4）

● 北保健センター（北 25 西 6） ☎ 757-1185

☎ 771-2231
☎ 726-5285
☎ 726-6345
☎ 726-4385
☎ 762-2604
☎ 761-4205
☎ 762-8767
☎ 772-1260
☎ 757-5810
☎ 771-9180
☎ 778-2355

北区HP「みてきて北区」

Ｅメール

北区民のページ

1
２０１9

月

11/22　太平百合が原連合町内会健康体操
　　　 ～太平百合が原地区センター

11/10　屯田ジュニアミュージックフェスティバル
　　　 ～屯田中央中学校

11/8　 新琴似連合町内会が豪雨災害の被災地
に義援金を寄付～北区役所

11/14　新川地区交通事故死ゼロ 2000 日達成
　　　 表彰式～北区役所

本年も、地域の皆さまに寄り添い、安心して健やかに暮らせる
北区のまちづくりに、職員一同全力で取り組んでまいります。
新しい年が皆さまにとりまして、希望に満ちた素晴らしい年と
なりますよう、心よりお祈り申し上げます。

北区長　村
むら

山
やま

　英
ひで

彦
ひこ

新年あけましておめでとうございます

11/23　ふれあい交流もちつき大会
　　　 ～屯田地区センター

11/20　北区・北大保健科学研究院「健康なまちづくり
　　　　に関する地域連携協定」締結式～北海道大学
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主催　鉄西まちづくり学生推進委員会（鉄西連合町内会青年部）
詳細　鉄西まちづくりセンター　☎ 726-5285

そり滑りや雪中宝探し
など冬の遊びが盛りだ
くさん！大学生のお兄
さん、お姉さんと一緒
に雪遊びを楽しもう。

さつき公園（北 11 西 2）
鉄
てっせい

西わくわく子ども雪遊び
ささ
鉄鉄
て2/2 ㈯

13:00 ～15:00

麻生緑地（北 39 西 5）ほか

主催　麻生地区青少年育成委員会、麻生児童会館、麻生まちづくり協議会
詳細　麻生児童会館　☎ 757-0185

麻生児童会館の子ども
たちと地域の皆さんで
作ったスノーキャンド
ルが、幻想的な光景を
つくります。

アサブ雪
ゆき

灯
あかり

レク
麻麻
ア2/2 ㈯～3 ㈰

14:00 ～18:30

新陽小学校グラウンド（北 27 西 14）

主催　北連合町内会、北地区青少年育成委員会、北地区子ども会育成連絡協議会
詳細　北まちづくりセンター　☎ 726-4385

綱引きや障害物競争
などの楽しいゲームが
いっぱい！アイスクリー
ム作りや豚汁も毎年大
好評です。

冬を楽しむ集
つど

い
新新
冬冬2/3 ㈰

10:00 ～12:00

札幌サンプラザ横小公園（北 24 西 5）ほか

主催　スローライフ・イン・に～よん実行委員会
詳細　同委員会事務局　☎ 707-3027

地域の皆さんが手作り
したアイスキャンドル
の明かりが、北 24 条
駅周辺の夜のまちを彩
ります。5日㈫16 時か
らキャンドル点灯式・
交流会が行われます。

に～よんアイスキャンドルナイト
札札
に2/5 ㈫～7㈭

17:00 ～21:00

イ
ベ
ン
ト
特
集

ぽっぴぃぽっぴぃ
　おすすめ！　おすすめ！北

区
冬
の

寒い冬はついつい家に閉じこもりがち。寒い冬はついつい家に閉じこもりがち。
だけど・・・北区内では、冬ならではのだけど・・・北区内では、冬ならではの
イベントが多数開催されています！イベントが多数開催されています！
今月は、そんな「冬イベント」の一部を今月は、そんな「冬イベント」の一部を
ご紹介します。ご紹介します。
イベントに参加して、北区の冬を満喫しイベントに参加して、北区の冬を満喫し
ませんか。ませんか。
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幌
こう

北
ほく

小学校（北 19 西 2）

主催　幌北連合町内会、N
ネ オ ロ ス

eoLos幌
ほろ

北
きた

（学生と地域で考えるまちづくり会）
詳細　幌北まちづくりセンター　☎ 726-6345

雪中運動会やアイス
キャンドルの点灯など、
子どもから大人まで楽
しめるイベントがいっ
ぱい！手作りのお汁粉
は、毎年大好評♪

幌
ほろ

北
きた

冬のつどいとミニミニ雪まつり
幌幌
ここ

幌幌
ほ

2/9 ㈯
13:00 ～16:15

新光小学校（新琴似1-12）、新光公園（新琴似1-11）

主催　心豊かな新光の子を育てる会、新光小学校 PTA
詳細　新光小学校　☎ 762-7990

新光小学校のグラウン
ドに、たくさんの雪像
やスノーキャンドルが並
びます。チューブ滑りは、
新光公園で16 時15 分
まで。花火は、17時 45
分から打ち上げ予定。

新光雪あかり村
新新
新新2/15 ㈮

15:30 ～18:30

屯田みずほ東公園（屯田 6-5）

主催　屯田地区Cネット会議雪まつり実行委員会
詳細　屯田まちづくりセンター　☎ 772-1260

チーム対抗の雪中ゲー
ムやチューブ滑りなど、
冬ならではの遊びを満
喫しませんか？「屯

とん

田
でん

兵
へい

さん」などのゆるキャ
ラも登場予定！温かい
豚汁もありますよ♪

屯田雪まつり
屯屯
屯屯2/17 ㈰

10:00 ～12:00

JR 篠路駅東口前（篠路 4-7）

主催　篠路地区街づくり促進委員会、しのろ紙袋ランターンまつり実行委員会
詳細　同実行委員会（大村）　☎ 299-8464

1,200 個以上の紙袋の
ランターンをともした、
幻想的な風景を、ぜひ
お楽しみください！温
かい甘酒などもありま
す。

しのろ紙袋ランターン祭り
JJ
し2/24 ㈰

17:00 ～20:00

篠路コミュニティセンター（篠路 3-8）

主催　篠路地区青少年育成委員会、篠路連合町内会
申込・詳細　同委員会（清水）　☎ 771-9738

雪像作りやアイスキャン
ドルのコンテスト、雪
山滑りなど、雪と遊ぶ
イベントがいっぱい！（雪
像作り、アイスキャンド
ルコンテストは事前申
し込みが必要です）

しのろスノーフェスティバル
篠篠
し2/17 ㈰

9:00 ～13:00

第37回あそ雪の広場
2月 9日㈯　12時～19時
   10日㈰　 9時～13時30分
阿蘇公園（当別町元町1119
番地1）

詳細　あそ雪の広場実行委員会（当別町企画部企画課内）
　　　☎0133-23-3073

当別町の冬の恒例イベント。
雪の大型滑り台や飲食ブース
のほか、ステージイベントも
あります。約1,500発の打ち上げ花火は必見です！
※花火は、9日㈯18時30分から打ち上げ予定。

　　　JR札沼線 石狩当別駅
南口から徒歩約10分
アクセス

第第第第第第第第33377回あそ

当別町

当別町イメージキャラクター
とべのすけ

第6回いしかり海辺の自然フォトコンテスト

1月16日㈬～20日㈰　10時～17時
石狩市民図書館（石狩市花川北7-1）

詳細　はまなすフェスティバル実行委員会　☎0133-72-3269

石狩の美しい海辺の魅力を、
コンテストの応募作品でお楽
しみください。
2月1日㈮～12日㈫は、札幌エ
ルプラザ（北8西3）で開催し
ます。詳細は下記実行委員会まで。

　　　中央バス「石狩庁舎前」
から徒歩約5分
アクセス

第第第第第第第666回回いしか

石狩市
石狩市公認キャラクター
さけ太郎＆さけ子

グランプリ賞『春の訪れ』

応募作品展示会
の自然然フォトコン

石狩
さけ

分
当別
とべ

分分
当
と

道内連
携

道内連
携
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情報情報
　プラザ
1/11/1(火･祝)(火･祝)

▼▼
2/10㈰2/10㈰

・ 納 税納 付 相 談

●必要書類　国民健康保険料納付通知書、印鑑、平成30年中
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　☎757̶2493

国民健康保険料　休日・夜間納付相談
1月27日㈰　10時～15時／1月29日㈫　17時15分～19時30分
北区役所1階⑪番窓口（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

ら保 健 ーセ ン タ か

1月21日㈪～27日㈰　11時～14時
札幌サンプラザレストラン（北24西5）《950円（税込み）》

北保健センターおすすめランチ

●メニュー　洋風おかゆ、ポテトグラタン、卵サラダ、ミニ
たい焼き（野菜使用量130g、エネルギー592kcal）
■詳細　健康・子ども課健やか推進係　☎757̶1181

1月16日㈬～30日㈬　8時45分～17時15分
北区役所 1階 ロビー　※土・日曜日は除きます

北区写真展《無料》

北区で行われているイベントの様子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　☎757̶2503

月日 実施時間 会場

1月24日㈭ 18時～19時30分 新琴似三和福祉会館
（新琴似7-14）1月27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 市内にお住まいの、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 市内にお住まいの、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
人確認証）を必ず持参してください
●肺がん検診と肝炎ウイルス検査は受診券不要です。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　☎757̶1181

市税は納期限までに納付を
市税は納期限までに納付が必要です。
●ご事情（病気、災害など）により、納期限までに納付でき
ない方はご相談ください。ご相談の際は、印鑑、収支状況の
分かる書類が必要です
●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
●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）　☎207̶3913

詳しくは「きた6」ページをご覧
ください

地デジ  と と アプリアプリ  でで

  お知らせ情報配信中 !

詳しくは「き

地デ地デ
  お知お知

このほかにも

選挙クイズ～みんなですすめよう明るい選挙～
？  に当てはまるものを（ア）～（ウ）から選んでください

①平成31年（2019年）は、4月に統一地方選挙、7月に 
？  議員通常選挙が行われます

　（ア）衆議院　（イ）参議院　（ウ）国会
②北区の議員定数は、市議会議員 ？  人、道議会議
員 ？  人です
　（ア）10と4 　（イ）8と4　　（ウ）10と8

●応募方法　はがきに解答と郵便番号、住所、氏名、年齢を
明記して、1月31日㈭（消印有効）までに、〒001-8612 北区
北24西6　北区役所内「北区明るい選挙推進協会」に送付
●当選発表　正解者の中から抽選で10人の方
にオリジナルQ

ク オ

UOカード（500円分）を進呈し
ます（当選者の発表は発送をもって代えさせて
いただきます）
■詳細　北区明るい選挙推進協会・北区選挙
管理委員会　☎757̶2404 「めいすいくん」
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2月6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》

て 情 報子 育

1月29日㈫　14時～14時45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　ナースに聞く！応急処置
●対象・定員　0歳から就学前までの乳幼児と保護者・先着10組
●申込・詳細　1月15日㈫10時から健康・子ども課子育て支
援担当係　☎757̶2566

2月22日㈮　18時30分～20時30分〔受け付けは18時から〕
北保健センター 2階 講堂

父親教室《無料》

●内容　初めて赤ちゃんを迎えるご夫婦の準備教室。赤ちゃ
んの入浴・着せ替え体験や妊婦疑似体験など
●対象・定員　北区内にお住まいで、初めて
お父さん、お母さんになる方・先着40組
●申込・詳細　2月8日㈮から健康・
子ども課健やか推進係　☎757̶1181

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。
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　北区内にお住
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　☎757̶1181

●日時　1月23日㈬　19時5分試合開始（16時10分開場）
●会場　北海きたえーる（豊平区豊平5条11丁目）
●対象・定員　北区内にお住まいの方・100人
●申込　1月10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　
　　　　　　☎555-9090
※応募者の個人情報は、株式会社レバンガ北海道が適切に管理し、
本件を含む当クラブからのご案内以外には使用いたしません

レバンガ北海道公式戦へご招待！レバンガ北海道公式戦へご招待！  
札幌を本拠地とする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（対秋田ノーザンハピネッツ戦・自由席）へ
ご招待します

北区民応援デー

※落選した場合は、返信はがきで、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
（自由席）を下記特別価格で購入可能です
　・大人：当日価格2,300円→特別価格1,800円
　・60歳以上シニア：当日価格1,500円→特別価格1,000円
　・小中学生：前売り・当日価格とも500円
　・学生（高校～高専・大学まで）：前売り・当日価格とも1,000円

種類 対象 定員

胃がん検診

①市内にお住まいの、50歳以上で
偶数歳の方（50歳以上で奇数歳の
方は、直前の偶数歳のときに札幌
市胃がん検診を受診していなけれ
ば対象です）
②市内にお住まいの40～49歳の方

先着50人

大腸がん検診 市内にお住まいの40歳以上の方 なし

1月25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）

※平成31年1月から札幌市胃がん検診の対象年齢・受診間隔・
検査内容が変更になりました。

●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月17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）☎757̶1181 c  757-1187

備教室。赤ち
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地デジとアプリで
イベント・講座情報配信中！

各センタ各センターイチオシ！ーイチオシ！

イベントイベント・講座・講座
  は  は    こ れこ れ    だ！だ！

このほかのイベント・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
も配信しています。ぜひご覧ください！　

篠路コミュニティセンター

詳細   篠路コミュニティセンター　▪☎：771-3700　
▪住所：篠路 3-8　▪講座などの受付時間：9時～ 20 時

新春百人一首交流会

日時  2/3㈰　13時～ 15時
定員  先着 24 人
費用  300 円（1/25 ㈮までに納入）
申込  1/11㈮～25㈮に来所・電話により申し込み

北海道伝統の木のかるたで一緒に楽しみながら、親
睦を深める交流会です。

北区民センター

詳細   北区民センター　▪☎：757-3511　▪ FAX：717-1139
▪住所：北 25 西 6　▪講座などの受付時間：9時～ 21 時

これからの住まいをどうするか？

「自宅で最期まで暮らしたい」と誰もが望みます。介
護のことや誰と暮らすかなど、老後の「住まい」につ
いて一緒に考える講座です。
日時  2/3㈰　10時～ 11時 30 分
定員  先着 20 人　費用  無料
持ち物  筆記用具
申込  1/11㈮～2/3㈰に来所・電話・FAXにより申し込み

新琴似・新川地区センター

詳細   新琴似・新川地区センター　▪☎：765-5910　
▪住所：新琴似 2-8　▪講座などの受付時間：9時～ 21 時

冬季　新・新コミュニティ囲碁大会

日時  1/27㈰　9時 45分～ 15時 30 分
定員  先着 48 人
費用  500 円（1/27 ㈰までに納入）
申込  1/11㈮から来所・電話により申し込み

1 部と 2 部に分かれてリーグ戦を行い、それぞれの
部の上位 3人を入賞者として表彰します。お楽しみ
抽選会もあります。

太平百合が原地区センター

詳細   太平百合が原地区センター　▪☎：770-6531
▪住所：太平 12-2　▪講座などの受付時間：9時～ 21 時

パソコン講座（基礎を活
い

かすエクセル）《全 6回》

日時  2/6 ㈬､ 7 ㈭､ 9 ㈯､ 13 ㈬､ 14 ㈭､ 16 ㈯
10 時～ 12 時

対象  市内在住・勤務の方（文字入力・マウス操作のできる方）
定員  先着 10 人
費用  3,000 円（2/1 ㈮までに納入・教材費含む）
申込  1/25 ㈮～ 2/1 ㈮に来所・電話により申し込み

エクセルの基本操作を習得された方に、もう一段階上
の活用法をお教えします！

拓北・あいの里地区センター

詳細   拓北・あいの里地区センター　▪☎：778-8000　
▪住所：あいの里 1-6　▪講座などの受付時間：9時～ 17 時

たくあいキャンドルナイト

日時  1/29㈫～2/3㈰　15時～ 20時 30 分
※ 1/29 ㈫は 16時より点灯式を行います。
　（ココアの無料配布もあります）

費用  無料
申込  不要。当日直接会場にお越しください

アイスキャンドルの明かりで地区センターを彩ります。
温かな優しい明かりを見に来ませんか。

屯田地区センター

詳細   屯田地区センター　▪☎：772-1811　
▪住所：屯田 5-6　▪講座などの受付時間：9時～ 21 時

無料開放「交流ひろば」

日時  1/20㈰　13時～ 17時
費用  無料
申込  不要。当日直接会場にお越しください

月1回不定期でお部屋を無料で開放しています。お
しゃべりや読書、自習など自由に利用できます。（囲碁・
将棋・麻

マー

雀
ジャン

などのゲームは利用できません）

中！

1/1 2/10 日

▲

火・祝


