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区役所3階のきよた健活ラボでは、どなたでも自由に健康
測定ができます。

体重 皮下脂肪 血圧

足指力 肌水分量 握力

高性能体組成計で部位別の
筋肉量や体のバランスなど
を測定できます（保健師によ
る解説はありません）。

詳細　保健福祉課保健支援係　b889-2042
清田区では、みなさんの生活習慣改善の後押しをしています。
定期的に健康状態を測定し、毎日元気に過ごしましょう。

 5月 19日 14日・28日

 6月 16日（足の運動機能測定）11日・25日

 7月 21日 9日（23日㈷は休み）

 8月 18日（指タッピング） 13日・27日

 9月 15日（足の運動機能測定） 10日・24日

20日 8日・22日

17日（指タッピング） 12日・26日

15日（足の運動機能測定） 10日・24日

 1月 19日 14日・28日

 2月 16日（指タッピング） 25日（11日㈷は休み）

 3月 16日（足の運動機能測定） 11日・25日

チャレンジ測定
第3火曜日
14：00～15：00

ステップアップ測定
第2・4木曜日
10：00～11：30

10月

11月

12月

※平日8：45～17：15

自宅で３カ月、毎日体重を測定し、チャレンジ測定で体組成
測定をして保健師のアドバイスを受けます。
参加申し込みは、チャレンジ測定で受け付
けます。（最終受け付け12月15日㈫）

高性能体組成計の測定結果を保健師が解説します。健康状
態を一緒に確認し、自分に合った健活をお手伝いします。

「きよた健活ファイル」をプレゼント（初回測定時のみ）

手指の動きを測定することで、脳
の状態を知ることができます。

8月、11月、2月に実施

6月、9月、12月、3月に実施
足の筋力とバランスを測定します。

（各回先着20人）

会場　区役所3階　健康増進フロア

協力：マクセル株式会社

協力：北海道大学大学院保健科学院・北海道教育大学岩見沢校

【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/

きよた健活ラボ

今後のスケジュール

ステップアップ測定

体重測定３カ月チャレンジ

チャレンジ測定

指タッピング測定（次回8/18)
チャレンジ測定タイアップ企画

足の運動機能測定（次回6/16）



言わずと知れた白
旗山の森の妖精。
ごみのないきれい
な清田区が大好き

指定ごみ袋の妖精。
太りやすい体質で、
ダイエットに人一
倍気を付けている

ポリバケツの妖精。
きっちりとした性
格で、ルールを守ら
ない人が苦手

リサイクルマーク
の妖精。古い曲で
も、彼女が歌うと新
しく生まれ変わる

燃やせるごみ
燃やせないごみ

収集日以外には出さない
決して前日の夜に出さない

棒状のものは40ℓ
のごみ袋に大部分が
入っていればＯＫ

それ以外
（大型ごみを除く）

指定ごみ袋指定ごみ袋
＝スーパーやコン＝スーパーやコン
　ビニなどで購入　ビニなどで購入

透明・半透明で透明・半透明で
あれば自由あれば自由

カラスに荒らされない
よう、ネットやフタで
覆うことが大事です

※マンションなど専用ごみステーションがある
　場合は、個別のルールに従ってください

ごみステーションは利用者みんなで管理します

片付けには無料の
“ボランティアごみ袋”
を活用ください

管理の仕方の相談は、
清掃事務所の
“ごみパト隊”まで！

地域振興課窓口（2階17番）
各まちづくりセンター
土木センター
豊平・南清掃事務所

豊平・南清掃事務所
（南区真駒内602番地）b

583-8613

登場人物紹介登場人物紹介
“さっぽろミーゴス”

１．そのごみ出し、正しいですか？１．そのごみ出し、正しいですか？

STEP１
正しい袋に入れる 当日の朝、8時30分までに出す

ネットやフタを
       しっかりする

STEP３

STEP２

あくまでも「一時保管場所」 もし散らかってたら…

２．ごみステーションはきれいに２．ごみステーションはきれいに

利用者で協力して片付けよう汚いとカラスや野生動物にも狙われる

毎日するけど細かい毎日するけど細かい        ことはよく知らない…
そんな「ごみの分け方、そんな「ごみの分け方、　　出し方」ルールを再確認

！
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ＨＰ www.city.sapporo.jp/seiso/gomi/genryo/campaign.html
HPでは、食品ロス削減の方法も紹介しています

五十音検索の「分別辞典」が載ってて便利！
広聴係窓口（1階33番）や各まちづくりセン
ターなどでもらえます

分別の検索・カレンダー機能はもちろん、
ごみの量を記録したり、収集日をアラーム
設定することも可能！

※カレンダーは9月始まりで13カ月分です

・ ・ ・

ＨＰ www.city.sapporo.jp/
　　seiso/bunbetsu/index.html

ごみの出し方・分別・収集は…

ごみの減量・リサイクル・集団資源回収は…

豊平・南清掃事務所（

b

583-8613）
　8:00～16:30、祝・休日は15:30まで
　（土・日曜日、年末年始は休業）

業務課（

b

211-2916）

循環型社会推進課（
b

211-2928）
分別はHPでも閲覧できます

Android端末
（version5.0以上）

iOS端末
（version12.0以上）
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▲
３．ガイドやアプリで簡単分別！３．ガイドやアプリで簡単分別！

札幌市の家庭から出る「食品ロス」は年間 約２万トン！

無駄な食費は約２万５千円分！
4人家族だと約４０kg！

ごみ分けガイド＋収集日カレンダー
「これって何ごみ？」を一発解決！

スマホアプリでさらに便利に

“札幌市ごみ分別アプリ”

毎日するけど細かい       ことはよく知らない…ことはよく知らない…
そんな「ごみの分け方、　出し方」ルールを再確認出し方」ルールを再確認

【問い合わせ先】  環境局環境事業部
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ガーデニング初心者向けにプランターへの寄せ植え講座と平
岡樹芸センター園内の見学（ガイド付き）を行います
日 6月18日㈭　13時30分～16時
　 ※途中入退場不可
所 平岡樹芸センター（平岡4条3丁目1）
 　※屋外作業はありません
対 定 区内にお住まいの方・20人
持 エプロン、園芸用ゴム手袋　
他 作業に適した服装でご参加ください
申  5月12日㈫～6月1日㈪に下記へb、ＨＰ 抽選
申し込み・問い合わせ先
　札幌市コールセンター
　b222-4894（8時～21時）
   ＨＰ www.callcenter.city.sapporo.jp/sapporo/cc/web/formList.html
詳細　地域振興課まちづくり調整担当　b889-2024

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

国・自治体からの外出自粛要請などに
ご留意ください。
密閉空間、密集場所、密接場面を避ける
ことで、感染の可能性を減らすことが
できます。
また、咳

せき

エチケットや手洗いなどの感
染対策を行うようお願いします。

区役所へ来庁せずにできる手続き、
期限を延長する手続き

区役所への来庁が必須ではない手続きなどは郵送手段をご利用くださいますよ
う、ご協力をお願いします。また、感染拡大防止のため、風邪のような症状がある
場合には、できるだけ来庁を控えていただきますようお願いいたします。

外出時の注意

問 札幌市コールセンター　b222-4894（8時～21時）

・住民票などの郵送請求　　　　・転入届の届け出期間延長
・所得証明書などの郵送請求　　・国保加入手続きの届け出期間延長　など
詳しくは、本市ホームページをご覧ください。
※ホームページの情報は随時、追加・更新します
問い合わせ先が不明の場合には、下記までお問い合わせください。

学校形式の楽しく和やかな雰囲気の中で、音楽、体操、絵手紙、研
修旅行などを楽しみます
日 6月2日～9月29日の毎週火曜日（全16回）
　 10時～12時
 　※8月4日、9月22日は休み
所 区民センター（清田1条2丁目5-35）他
対  区内にお住まいの60歳以上（昭和35年4月1日以前生まれ）の方
　 ※毎回受講できる方
定 ￥ 24人・無料（一部講座で材料費負担あり）
申 5月11日㈪～18日㈪にb（9時～17時）抽選
　 ※過去に受講した方はご遠慮ください
【申込先】
◆ 地域振興課地域活動担当　b889-2024
◆ 区民センター　b883-2050

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどの予定が変更となる場合があります。
その場合は、「区ホームページ」「子育て情報サイト・清田区のページ」でお知らせします。

）を行います

本誌8ページを併せてご覧ください。

5月11日㈪からの内容を掲載しています。

清田区の人口・世帯数
※4月1日現在。（　）内は前月比

5月月
※
費
用
の
記
載
が
な
い
場
合
は
無
料
で
参
加
で
き
ま
す

人　口  ／   113,831人　  （－250）
世帯数  ／　　46,407世帯  （＋44）
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b889-2049　  FAX889-2405b889-2049　  FAX889-2405
健康・子ども課健やか推進係健康・子ども課健やか推進係

■ 胃がん・大腸がん・肺がん検診
 日 6月10日㈬   9時～10時受け付け
 所 区役所2階　保健センター
 対  胃がん：50歳以上で原則偶数歳（2年に1回）
 　 大腸がん：40歳以上（年1回）
 　 肺がん：40歳以上（年1回・予約不要）
 ￥ 胃がん（バリウム）：700円
 　 大腸がん（検便）：400円
 　 肺がん（胸部エックス線）：無料（問診結果
　 により喀

かく

痰
たん

細胞診が必要な場合は400円）
　 ※一部、減免対象者あり（要確認）
 申 6月4日㈭までにb、FAXまたはＥ（住所、
 　 氏名、電話番号、希望の検診日・検診名を明記）
 Ｅ kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp

■ サンデーサロン 当日  
日曜日の子育てサロンで楽しく遊びませんか
 日 5月24日㈰　10時～12時
 対 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

認定こども園にじいろ

b883-3044　  FAX883-9547
（真栄2条1丁目11-20） 

■ 住民集団健康診査  当日
 特定健診、後期高齢者健診など

日時 会場
5月18日㈪5月18日㈪
9時～11時9時～11時

こもれび会館こもれび会館
（（平岡公園東10丁目2-10平岡公園東10丁目2-10））

5月18日㈪5月18日㈪
13時30分～15時13時30分～15時

羊ケ丘通町内会館羊ケ丘通町内会館
（（美しが丘3条5丁目5-15美しが丘3条5丁目5-15））

5月19日㈫5月19日㈫
13時30分～15時13時30分～15時

里塚記念会館里塚記念会館
（里塚3条7丁目2-7）（里塚3条7丁目2-7）

内 ＝ 内容　講 ＝ 講師　日 ＝ 日時　所 ＝ 会場　集 ＝ 集合場所　対 ＝ 対象　定 ＝ 定員　￥ ＝ 費用　申 ＝ 申込　問 ＝ 問い合わせ
持 ＝ 持ち物　他 ＝ その他　b＝ 電話　FAXFAX  ＝ ファクス　Ｅ ＝ Ｅメール　ＨＰ ＝ ホームページ　当日  ＝ 当日直接会場（申込不要）

けけ いい じじ ばば んん

■ 両親教室
 育児実習「赤ちゃんの抱き方・お風呂の入れ
 方・お着替え」や、お父さんの妊婦体験
 日 5月29日㈮　18時30分～20時30分
    （18時受け付け開始）
 所 区役所2階　保健センター
 対  区内にお住まいで出産予定日が8月～11月
     の初妊婦と夫
 申 5月18日㈪～27日㈬にbまたは窓口（2階12番。
 　 土・日曜日を除く）、FAXまたは Ｅ（行事名、
　  住所、氏名、電話番号、出産予定日を明記）
 Ｅ sukoyaka.phn@city.sapporo.jp 

これまでの健脚コースに加え、少し短いふつう
コース（5.6～7キロメートル）が追加されました。
ウォーキング初心者の方も気軽に健康づくりに
取り組むことができます。

詳細　健康・子ども課健やか推進係
　　　 b889-2049

【配布場所】
・健康・子ども課健やか推進係（2階12番窓口）
・総務企画課広聴係（1階33番窓口）
・各まちづくりセンター

札幌国際大学　大学ブランド
「コクサイくん」

札幌国際大学スポーツ健康指導
研究科国

くに

田
た

教授によるヘルシー
ウォーキングポイント解説付き
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区内の公共施設では、さまざまな講座やイベントを行っています
◆ 行事の詳細は、各施設にお問い合わせください ◆ 次回は8月号に掲載します
◆ 新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更となる場合があります

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/

おもてなし英会話

道案内や、日常的によく使われる英会話の習得を目指します
日 6月11日～7月16日の木曜日（全6回）　13時30分～15時30分
対  定 15歳以上（中学・高校生を除く）・20人　　
￥ 3,300円　　持 筆記用具
申 5月14日㈭～20日㈬にb・窓口（10時～17時）またはFAX 抽選

区民センター
清田1条2丁目5-35

b883-2050　FAX 883-2237
HP  kiyota.kumin-c.jp/

たのしいおはなしの会 当日
ボランティア「ぽけっと」が、小さいお子さんを対象に絵本や
紙芝居を読み聞かせ  
日 5月21日、6月4日、18日の木曜日  　10時30分～
　 5月23日、6月13日、27日の土曜日　14時30分～

日本語と英語で昔話 当日
ボランティア「P

パ デ ィ

addy」が、紙芝居「ももたろう」と絵本「サンド
イッチ サンドイッチ」を英語と日本語で読み聞かせ 
日 6月6日㈯　14時～
対  定 小学生以上・30人  先着

清田図書館名作映画劇場 当日

ボランティア「映画を見る会」による上映会 
日 6月17日㈬　13時30分開場、14時上映開始
対  定 15歳以上（中学生を除く）・65人  先着
内 「そして父になる」（2013年、日本、120分）

清田図書館
平岡1条1丁目2-1　休館日：第2・第4水曜日

b889-2484　FAX 889-2485
HP  www.city.sapporo.jp/toshokan/

休館のお知らせ
改修工事のため6月15日㈪～令和3年3月31日㈬全館休館。
詳しくは本誌22ページをご覧ください。

清田区体育館・
温水プール

平岡1条5丁目4-1　休館日：第2月曜日
b882-9500　FAX 882-9505

HP  www.sapporo-sport.jp/kiyota-gym

みんなおいでよ さとみ食堂 

みんなで温かいご飯を食べましょう。食材の提供も歓迎。
日 6月20日、7月18日の土曜日　12時～13時30分
定 ￥ 各回50食・子ども（18歳以下）：100円、大人：300円
申 各回前日までにbまたは窓口（9時～20時） 先着
他 未就学児は保護者同伴、アレルギー食は非対応

高齢者のためのいきいき健康講座

体力測定と、家でできる簡単なヨガや体操など 
日 6月～11月の毎月第1金曜日（全6回）　13時30分～15時
対  定 区内にお住まいの65歳以上 ・20人
持 運動靴、飲料水、動きやすい服装
申 5月11日㈪～6月2日㈫にbまたは窓口（9時～20時） 先着

夏のつながるフェスタ 当日
サークルのステージ発表や作品展示、フリーマーケット、
模擬店、ゲームコーナーなど
日 7月5日㈰　10時～15時
申   フリーマーケット出店希望者は6月15日㈪～21日㈰に
　 窓口（9時～20時)。全5ブース、出店料500円 先着  

施設からのお知らせ
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