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【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/

春、桜 を探しに出かけよう
区内で桜を楽しめるスポットを紹介します。
この春は、桜を探しに近所を散策してみませんか。
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旧国道36号沿いには、約200

区民センターに隣接。清田緑

本の桜が植えられています。

地から連なる豊かな緑を楽し
める公園です。
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清田橋から厚別橋の間の八重
桜は5月中旬が見頃です。
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右記のような環境では新型コロナウイルス感染症の感染リスクが
高まります。
飲食をしながらの花見は控え、
少人数で静かに桜を楽
しみましょう。

・飲酒を伴う懇親会など
・大人数や長時間に及ぶ飲食
・マスクなしでの会話
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区内には地域住民のコミュニティ活動の拠点とし
て3 つの施設があり、また、知識や情報を得る手助
けとなる図書館があります。
今月の特集では、
各施設の取り組みなどについてご
紹介します。
安心して利用できるよう、
マスク着用や換気、
定期的
な消毒・洗浄といった感染対策を徹底しています。

ࣾმʓˋʗĜ
子どもから高齢の方まで幅広い世代を対
象に、区民交流や地域文化育成など、多目
的な利用が可能な総合施設です。
また、あしりべつ郷土館が併設され、清田
区の開拓の歴史に触れることができます。

所在地 清田1条2丁目5-35
利用時間 9時〜21時
休館日 12/29〜1/3
問い合わせ b883-2050
883-2050
HP kiyota.kumin-c.jp/

発表会で披露のチャンスも!!

◆ 貸室をさまざまな活動に利用できます

◆ 清田区民文化祭

区民センターには、区民ホール、陶工芸室、料理
実習室、
和室、
集会室など12の貸室があり、
サー
クル活動や会議、研修などに利用できます。
詳しい利用方法、
申し込み方法は右記の HP で
ご確認ください。
ば

例え

区民センターで活動するサークル
が、ホールでダンスや詩吟などを発
表したり、集会室で絵画や彫刻など
を展示し、日頃の活動成果を披露し
ます。

区民ホールでは
吹奏楽演奏や演劇など

◆ あしりべつ郷土館では清田区の開拓当時の
生活道具や資料が展示されています

陶工芸室では
陶芸やフラワーアレンジメントなど

所在地 区民センター2階
利用時間 10時〜16時
開館日 水・土曜日
問い合わせ（開館日のみ）
b885-0869
※区民センター休館時は、閉館です。

集会室では
各種サークル活動や会議など

౸ూங࠵
本を読むことで想像力や語
彙力・読解力などが育まれ、
新しい価値観に出合い、
物事
を広い視野で見ることがで
きるようになります。
図書館で、自分に合った本
を見つけ、
ゆっくりと読書を
楽しみませんか。
所在地
平岡1条1丁目2-1（区役所4階）
利用時間
・火〜木：9時15分〜19時
・金〜月、
祝日：9時15分〜17時
休館日
第2・第4水曜、
12/29〜1/3、
蔵書一斉点検期間
問い合わせ b889-2484
889-2484
HP www.city.sapporo.jp/
toshokan/sisetu/kiyota/
kiyota.html
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◆ 毎月テーマに合わせた本を展示
4月は社会人としてのマナーや進学の助け
になる資格など、新生活を送るのに役立つ
本を展示します。
日

4月15日㈭〜27日㈫

◆ 眺めを楽しみながら読書
壁一面が窓となっており、
見晴らしの良い席で本を
読むことができます。

電子書籍で手軽に読書
図書館の貸出券とパスワードが
あれば、
自宅で本を読むことが
できます。
貸出数 3点まで
貸出期間 7日間。期間経過で
自動返却
※パスワードの設定は、
市内各
図書館のカウンターまで

HP www.d-library.
jp/sapporolib/
g0101/top/

ᆊงĆྰȱȦࢎණࣾʓˋʗĜ
「つながる」をテーマに文化、スポーツなどを通
じた地区住民のコミュニティ活動の拠点とし
て、
子育てサロンや季節ごとのイベントなどが
行われています。

所在地 里塚2条5丁目1-1
利用時間 9時〜21時
休館日 12/29〜1/3
問い合わせ b888-5005
888-5005
HP satomicc.com/wp/

◆ 貸室を利用してみませんか
視聴覚室や集会室、多目的室など
6つの貸室を備えており、
サークル
や講習会などに利用できます。
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地域の方から寄贈されたさまざま
な本を自由に読むことができます。
また、
自習スペースとしても利用で
きます。

視聴覚室には、
スクリーンやマ
イクが備えられ、
Wi-Fi
（有料）
を
活用したオンライン会議や映
画の鑑賞会などに利用されてい
ます。
多目的室は、室内が広く、ミニ
バレーや卓球、空手、スポーツ
チャンバラなどに利用されて
います。

ἫἊ

◆ 2階ラウンジで休憩も

青果店である
「上保木青果」
が運営して
おり、新鮮な野菜を使った「ベジ丼」、
サンドイッチは絶品です！
メニュー（テイクアウト可）
サンドイッチ、ドリンク、スイーツ（クッ
キーなど）、丼物
（火・金曜日のみ）

「さとみラジオ体操会」
を開催
◆
日々の健康のためにラジオ体操を
習慣付けませんか？
【開催時間】
8時30分
（土・日曜、
祝日を除く）

たまごサンドイッチ
ベジ丼
10時〜16時
（15時30分ラストオーダー）
定休日 毎週土・日曜日、
祝日
（月2日不定休有り）
問い合わせ b557-0369
557-0369

利用時間

詳しい利用方法、
申し込み方法は上
記の HP でご確認ください。

౸ᇻఱဏʓˋʗĜ)౸ȞȧȞȧʓˋʗĜ*
高齢の方の憩いの場、健康増進
の場として利用されています。
サークル活動やさまざまな講座
が開かれ、地域の方と楽しむこ
とができます。

所在地 清田3条3丁目1-30
利用時間 9時〜17時
休館日 祝日、12/29〜1/3
※満60歳以上の方が利用できます
問い合わせ b885-8500
885-8500
HP www.sapporo-shakyo.

or.jp/service/welfare̲
center/kiyota/

◆ さまざまなサークルを開催しています
サークルで新たな趣味を！
大正琴や木彫、書道など新しい趣味を見つけたり、
交流の幅を広げて、
新たな楽しみを探したりしませ
んか。
会も
講習

バルーンアートに挑戦♪
挑戦する作品は「鯉のぼり」です。難しい技術は
不要。初心者でも簡単に作ることができます。
4月30日㈮ 13時〜14時30分
10人・300円
申 bまたは窓口
（受付時間9時〜17時） 先着
持 はさみ、
作品を持ち帰るための袋

◆ 施設内を紹介します
図書室
小説や文学集などの本を
用意しています。貸し出
しも可能です。
ふれあいホール
休憩所として利用できま
す。喫茶コーナーは、
現在
休止中です。

日

定 ￥

サークル・講座の参加方法や
講座の参加方法やその他の行事につ
その他の行事につ
いては、お問い合わせください。

浴室（1回200円）
入浴できる人数・時間帯が分
けられているため、詳しくは
お問い合わせください。

機能回復訓練室
サイクリングマシン、
マッサー
ジ機を備えています。
※3月15日より再開しました。
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4月

4月11日
（日）からの内容を掲載しています。
清田区の人口・世帯数
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。

※費用の記載がない場合は無料で参加できます

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。

ㆇേᢎቶ

当日
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日 毎週土曜日 ①10時30分〜11時20分、②14時〜14時50分
（各回30分前から受け付け開始）
内 ストレッチやウオーキングなど簡単な運動
※各回同じ内容。
参加は①または②のどちらかに限ります
持 運動靴（土足禁止）、飲料水、汗拭き用タオル
ٟᣣᦐᣣߩ࡛ࠟᢎቶߪޓޓᣣࢂ㐿

ਛᱛߩ߅⍮ࠄߖ
令和3年度の地区ウオーキングとイキイキ健康増進
教室は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当面の間開催を休止します。再開時期は未定です。

日 毎月第2日曜日 ①10時30分〜11時20分、②14時〜14時50分
（各回30分前から受け付け開始）
※各回同じ内容。
参加は①または②のどちらかに限ります
持 運動靴（土足禁止）、飲料水、汗拭き用タオル、バスタオル
ޣㅢ ޤ対 市内にお住まいの18歳以上（高校生を除く）
定 20人 先着
他 入室時に利用申込書の提出、体温測定、アルコール消
毒、マスクの着用をお願いします。また、体調不良など
がある場合は参加を控えてください。
問 健康・子ども課健やか推進係

春の

Ἣ

ἴ 予防運動

b889-2049

市では令和2年4月に
野火火災7件、林野火

4月20日〜30日

災2件が発生！
春は空気が乾燥し、火災が発生しやすい時季です。屋外での活動が
増えることから、特に野火火災には注意が必要です。

㊁ἫἫἴࠍ㒐ߋࡐࠗࡦ࠻
◎喫煙は決められた場所で

白旗山での野火火災訓練の様子

◎たばこの吸い殻のポイ捨てやごみ焼きはしない
◎子どもに火遊びをさせない
◎風の強いときは、屋外で火を扱わない

ᤐߩἫἴߩ․ᓽ
●空気が乾燥しているため、燃え広がりやすい

േ↹ߢ࠴ࠚ࠶ࠢ㧋
空気の乾燥による燃え方の違い
(消防局消防科学研究所実験動画)

●雪解けとともに放火の件数が増加する傾向がある
→家の周りの整理整頓、ごみは決められた日の朝に出す
●4月もストーブによる火災に注意
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問 清田消防署予防課

b883-2100

内 ＝ 内容

講 ＝ 講師

持 ＝ 持ち物

日 ＝ 日時

他 ＝ その他

け

所 ＝ 会場

い

健康・子ども課健やか推進係
b889-2049

FAX889-2405

■住民集団健康診査

当日

特定健診、後期高齢者健診など
日 5月7日㈮

集 ＝ 集合場所

対 ＝ 対象

b＝ 電話 FAX ＝ ファクス Ｅ ＝ Ｅメール

9時30分〜11時

所 真栄地区会館
（真栄2条2丁目1-57）

じ

ば

定 ＝ 定員

￥ ＝ 費用

ＨＰ ＝ ホームページ

問 ＝ 問い合わせ

ん

健康・子ども課子育て支援担当
b889-2052

申 ＝ 申込

当日 ＝ 当日直接会場
（申込不要）

FAX889-2407

■ハロー！あかちゃん 0さい

当日

0歳の赤ちゃんと保護者で交流します
日 4月21日㈬ 10時〜11時30分
所 区役所3階 健康増進フロア
対 0歳のお子さん
（第1子）
と保護者

■ハロー！あかちゃん 1さい

当日

認定こども園にじいろ
（真栄2条1丁目11-20）

b883-3044

■サンデーサロン

FAX883-9547
当日

日曜日の子育てサロンで楽しく遊びませんか
日 4月25日㈰ 10時〜12時
所 認定こども園にじいろ
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

1歳の赤ちゃんと保護者で交流します
日 4月28日㈬ 10時〜11時30分
所 区役所3階 健康増進フロア
対 1歳のお子さん
（第1子）
と保護者

■胃がん・大腸がん・肺がん検診
日 5月12日㈬

9時〜10時受け付け
保健センター
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
により喀痰細胞診が必要な場合は400円）
※一部、減免対象者あり（要確認）
4月30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）
kiyota.sukoyaka@city.sapporo.jp

所 区役所2階
対

￥

申
Ｅ

ࠫࠚࠗࡇࡠࡢࡦ

㝯ജࠍ⊒ជ㧋 , 2   ᷡ↰
㝯
食・音楽・地域など、清田区の魅力を発
信する冊子ができました。区役所など
の区内公共施設や市内・近郊のJR駅、
道の駅などで配布しているほか、デジ
タルブックも公開しています。
࠺ࠫ࠲࡞ࡉ࠶ࠢ

【詳細】地域振興課まちづくり推進係

ߪߎߜࠄ㧋

b889-2024

ᷡ
ᷡ↰ߩ߹ߜߠߊࠅߦ㑐ߔࠆౠሶࠍ㈩Ꮣߒߡ߹ߔ
市は多様な都市機能の集積やにぎわい・交流が生まれる場の創出などを目指し、区
役所周辺を
「地域交流拠点清田」
として位置付けています。
拠点としての機能向上に
向けたまちづくりの基本的な考え方を示した冊子を区役所やまちづくりセンター
などで配布しています。
ＨＰ www.city.sapporo.jp/kikaku/machidukuri/kyoten-kiyota/

p̲kiyota.html
【詳細】まちづくり政策局政策推進課
b211-2139
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庁舎内のリニューアル箇所の一部をご紹介！
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荷物を好きなときに受け取れるロッカーで、道内の行政施
設として初めて設置されました。地域の拠点である区役所
に設置することで、
区民の利便性を高めます。
（利用は無料）

ಾ೩ಳಐತೠኊỬ
ጲ␊㣘ಠಘ೨ಠ೩ೖೄಭಜಱഎ
౸ᢀ㜂ౄ౻౭ె

ኀ⡥Ꮦ⾷㮞
開庁日 7:40〜20:00／閉庁日
閉庁日 8:10〜18:00

自動販売機の廃材をリサイクルして作ったパーティ
ションが寄贈されました。感染症対策を強化し、来庁
者が安心して手続きできるようにしています。

ᣇߪߎߜࠄ㧋
ＨＰ www.kuronekoyamato.co.jp/

ytc/customer/pudo/

㨆ߎࠎߥ
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【区役所1階フロア図】
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正面玄関
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マイナンバーカードの交付が増えていること
から、窓口の混雑緩和・待ち時間短縮のため、
専用窓口を増設。

ᢼᘍᡵ㱶ᖙᎹರಜದ

ᏋⶀᖙᎹರಜದ
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㸊㟢᙭䇽ᨨと㒑ᄿ䇾

投入口
（30cm×30cm）
に入る大き
さの家電ならOK。
ただし電球、
電
池、
バッテリー、
CDなどは取り除
いて。
また、
電子たばこや、
リサイ
クルが義務のテレビなども不可。

新聞、チラシ、雑誌、古本、
段ボールを回収に出せる。
雑がみや牛乳パックは回
収できないので注意。

߽ߞߣ⚦
ＨＰ www.city.sapporo.jp/
seiso/gomi/koden.html

䈊ΰᏞౖ௱
⡜౭౻ᛰ౾⋀㲸❢㮨ೀ೩ಁ⛍㱔ె౭ై䇶
清田

6

2021 ❹ 広報

6QDGEQPVKPWGF

