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北区まちづくりキャラクター
「ぽっぴぃ」

北区民のページ1月号
謹 賀　 新　 年

区民の皆さまには、日頃から新型コロナウイルス感染症拡大
防止の取り組みにご協力いただき、感謝を申し上げます。
本年も、区民の皆さまが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。
皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

北区長　見
み

上
かみ

雄
ゆう

一
いち

北区の人口と世帯数

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

ki.somu@city.sapporo.jp

● 北区役所　〒 001-8612　北区北 24 条西 6丁目
（代表）☎ 757-2400

☎ 757-2503　FAX 757-2401編集：北区市民部総務企画課広聴係

国勢調査の実施に伴い、速報値が公表されるまでの間は掲載を見合わせます。

メール

北区HP「みてきて北区」
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すごろくすごろく 20212021
北大構内をお散歩。
サクサクシュシュコトニ川コトニ川
を眺めるを眺める

サクシュコトニ川

スタート！スタート！

今月は、北区こどもホームページ「きたーく今月は、北区こどもホームページ「きたーく
のなぞ」にまつわるすごろくを作りました。のなぞ」にまつわるすごろくを作りました。
これで遊んで学べば、あなたも北区博士！！これで遊んで学べば、あなたも北区博士！！
【詳細】総務企画課広聴係　☎ 757-2503

こんこん げつげつ きたきた

つくつく

あそあそ まなまな

しょうしょうさいさい そうそう かくかくむむ きき かか ちょうちょうがかりがかりこうこう

きたきた はかはかくく せせ

くく

対　象 北区にお住まい、または通勤・通学されている方。1人 1通のみ有効

はがき、ファクスまたは Eメールに、右記の必要事項①～④を記入し、
申込先まで。1月 29 日（金）必着

申 込 先 〒 001-8612　北区北 24 条西 6丁目　北区役所広聴係
FAX 757-2401　　　　　ki.somu@city.sapporo.jp

（件名に「きたーくのなぞすごろく」と記載）
E メール

①クイズの答え
②郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
③広報さっぽろ北区民のページで取り上げてほし
いテーマ 
④その他、広報さっぽろへのご意見・ご感想

必要事項

「北大構内を流れる川の名前は○○○○○○○川」
上の文章の○に入る言葉を書いてご応募ください。正解者の中から抽選で5名に、ぽっぴぃのエコバッグと木製しおりを差し上げます。
※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。※応募者の個人情報は抽選および商品発送以外には使用いたしません。
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「きたーくのなぞ」「きたーくのなぞ」
北 区こどもホームページ
きた　  く

1 回 や す み

「いのち」像を見て
交通安全を祈る

いのち

下の 1～ 6までの枠を切り取ってカードを作ろう！カードを裏返しに
してシャッフルしたら、１枚選んだカードの目数でコマを進めてね。

１１ ３３ ４４ ６２
カードを作ってみよう！

５５

3 マ ス す す む
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クッキング！クッキング！
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安春川の水辺と散策路
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新川さくら並木・新川緑地

ゆ
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運動不足解消！運動不足解消！
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帝国製麻琴似亜麻工場跡
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保健センターから

1/1(金･祝)
▼▼

2/10(水)2/10(水)

(金 祝)(金 祝)
情報情報　プラザプラザ

FAX

広報さっぽろ12月号（きた4ページ）に赤字部分の記載漏れがありま
したので訂正しておわび申し上げます。
【内容】マイナンバーカード手続き窓口の休日開庁
　　　　各日8時45分～12時

マイナンバーカード手続き窓口を
休日に開庁します

令和3年成人式中止のお知らせ

住民票・印鑑証明・戸籍謄本などの証明請求は
北区役所以外でも可能です

FAX

胃がん・大腸がん・肺がん検診《3種類同時受診可》

選挙クイズ～みんなですすめよう明るい選挙
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納付相談

札幌サンプラザの駐車場もご利用ください

24 5

25 5

24 24

↳

北保健センターおすすめランチ

北区民応援デー

住民集団健康診査

24 6

国民健康保険料　休日・夜間納付相談

25 6

「レバード」

NEW！NEW！NEW！
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北区には、留学などの目的でたくさんの外国人が住んでいます。
その数は10 区内で1番多い約3,000人！これまで北区ではさま
ざまな国際交流事業が行われてきました（左写真）。
しかし、今、新型コロナウイルスの影響で仕事を失うなど「生活が
苦しい」と感じる外国人が増えています。
そこで今回は、札幌国際プラザで取り組んでいる、外国人支援プ
ロジェクトをご紹介します。

散歩
さん

ぽ

お問い合わせ
【公益財団法人札幌国際プラザ】
〒060-0001　中央区北1条西3丁目札幌МNビル3階
電話 011-211-3670　FAX 011-211-3673　
E-mail:　support@plaza-sapporo.or.jp
※地下歩行空間9番出口より徒歩1分、地下鉄大通駅16番出口より徒歩3分
※駐車場はありません。お近くのコインパーキングなどをご利用ください。

札幌国際プラザ札幌国際プラザ
大高職員大高職員
おおたかおおたか

①このプロジェクトのために、今回のみ寄付をする
  ＜方法＞
  ・オンラインクレジットカード決済
  ・銀行振込　　　　　
  【口座名義】　ザイ）サッポロコクサイプラザ
  【口座番号】　北海道銀行 本店  （普） 1209952
                       北洋銀行 札幌市役所支店  （普） 0306613
                       ゆうちょ銀行　02720-1-2805
  ・札幌国際プラザにて現金でのご寄付
　　　　　　  
②賛助会員として継続的に国際プラザの事業を
   支援する

（食料品）〇お米、乾麺（パスタ、うどん）
　　　　○ツナ缶、コーン缶、ビーンズ缶
　　　　○チョコレート、ビスケット、クッキー
（日用品）〇札幌市指定ごみ袋
　　　　〇トイレットペ－パー、せっけん
　　　　〇マスク（不織布製）、手指消毒液
　※未使用、未開封のものに限る
　※食料品は賞味期限が1カ月以上余裕があるもの

＜方法＞札幌国際プラザに送付または持参
　　　　　　　　　　　（送料は自己負担）
＜受付時間＞1月末までの平日10：00～16：00

▲オンライン
決済はこちら

▲賛助会員への
入会はこちら

　国際プラザでは、緊急の食料配布を
これまで8回行い、40か国延べ2,208
人に食料や日用品をお渡ししました。
　しかし、現在でも私たちの相談窓口
には「学費が払えず退学した」、「所持金
が数百円しかない」など深刻な相談が
寄せられています。支援を続けていく
ために、ご協力をお願いします。
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