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。
［編集］
南区役所総務企画課広聴係
〒005‑8612 南区真駒内幸町2丁目2‑1
☎582‑4714
南区のホームページ
https://www.city.sapporo.jp/minami/

第35回

定山渓温泉渓流鯉のぼり
4月1日㈭から 5月10日㈪までの期間、定山渓温
泉渓流鯉のぼりが開催されました。
大小約400匹の鯉のぼりが定山渓温泉街を元気に
泳ぐ姿は圧巻です。
پવયभَऽठभਵُ॑ਦखथःऽघ؛
५ঐॺشইज़থऩनदઃ੪॥॑ॻشഭाढथؚ
ؙउ௫खाऎटऔः؛

南 区 関 連 の 主 な 施 設
南区役所（真駒内幸町 2 ） 代表☎582‑2400
区役所内の直通電話番号
総務企画課
庶務係
地域安全担当
選挙係
広聴係
地域振興課
戸籍住民課
戸籍係
住民記録係
税証明担当
保健福祉課
地域福祉係
活動推進担当
福祉助成係
給付事務係
福祉支援係

保健支援係
相談担当
☎582‑4705
☎582‑4706 保護一課
相談担当
☎582‑4711
保護一係
☎582‑4714
保護二係
☎582‑4723
管理係
☎582‑4724 保護二課
保護一係
☎582‑4728
保護二係
☎582‑4731
保護三係
☎582‑4734 保険年金課
給付係
☎582‑4734
保険係
☎582‑4741
収納係
☎582‑4742
年金係
☎582‑4743

☎582‑4746
☎582‑4747
☎582‑4765
☎582‑4756
☎582‑4757
☎582‑4751
☎582‑4763
☎582‑4764
☎582‑4768
☎582‑4770
☎582‑4772
☎582‑4775
☎582‑4786

・南区土木センター（南31西 8 ） ☎581‑3811
・南保健センター（真駒内幸町 1 ） ☎581‑5211
・ちあふる・みなみ（真駒内幸町 2 ）☎215‑0183
子育て相談専用
☎215‑0203
・南部市税事務所（豊平区平岸 5 ‑ 8 ）
市税証明
☎824‑3912
納税相談
☎824‑3913
個人の市・道民税
☎824‑3914
固定資産税（土地）
☎824‑3917
固定資産税（家屋）
☎824‑3918
・豊平・南清掃事務所（真駒内602）☎583‑8613
・南消防署（真駒内上町 5 ）
☎581‑2100
・南区体育館（川沿 4 ‑ 2 ）
☎571‑5171
・澄川図書館（澄川 4 ‑ 4 ）
☎822‑3730
・南区民センター（真駒内幸町 2 ） ☎584‑2100
・藤野地区センター（藤野 2 ‑ 7 ） ☎592‑2002
・もいわ地区センター（川沿 8 ‑ 2 ）☎572‑5733
・すみかわ地区センター（澄川 5 ‑ 4 ）☎818‑3035
※6/7㈪から仮事務所に移転
2021 ❻ 広報

まちづくりセンター
・定山渓（定山渓温泉東 4 ）
☎598‑2191
・真駒内（真駒内幸町 2 ）
☎581‑3025
・石山（石山 1 ‑ 4 ）
☎591‑8734
・簾舞（簾舞 3 ‑ 6 ）
☎596‑2059
・藤野（藤野 2 ‑ 7 ）
☎591‑7041
・藻岩（川沿 8 ‑ 2 ）
☎571‑6121
・藻岩下（南 34 西 9 ）
☎581‑2001
・澄川（澄川 3 ‑ 2 ）
☎821‑8585
・芸術の森地区（石山東 7 ）
☎592‑7009
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南区 U-40
アートフェスティバル2020
WEB版

札幌芸術の森、石山緑地など文化的な施設があり、豊かな自然にも恵まれた「アートのまち」南
区。今月は、南区の「アートを通じたまちづくり活動」に参加する仲間を発掘するために行われ
た「WEB 版南区 U-40 アートフェスティバル 2020」を紹介します。感染症対策で外出の自粛
が求められる中、自宅で気軽に「アート」の魅力に触れてみませんか。
【お問い合わせ先】 地域振興課まちづくり調整担当 ☎ 582-4723

WEB版南区 U-40アートフェスティバル2020とは
昨年度、南区の「アートを通じたまちづくり活動」に参加できる人材を発掘
するため、40歳未満の方の芸術活動をテーマとしたさまざまな動画作品を
募集しました。合わせて47作品の応募があり、作品は全て南区ホームページ
や WEB サイト (https://sapporo-minami-artfes.jp/) などで公開しています。

受賞した5作品を紹介します
最優秀賞

HOME ORCHESTRA

作品はこちらから
ご覧いただけます

南区ゆかりの有識者ら 6人の審査員が選んだ
受賞 5 作品と受賞者を紹介します。

私が弾いている楽器は
「マンドロンチェロ」
といいます。感染症対策で仲間と合奏する
ことができないため、家庭にある身近なも
のを鳴らして録音し編集しました。その
音を実写・CG と合成して制作したミュー
ジックビデオになっています。
いちかわさん

【審査員講評】
マンドロンチェロの演奏を主軸に家庭にあるものを音に合わせて活用
している点に創意工夫が見られた。演奏はもちろん、映像の構図にも
バリエーションがあり完成度が高く、どちらも楽しめる作品である。

優秀賞

lost the garden

南区の豊かな自然の中で、建築と自然、自
然と人間の在り方を自らの制作を通して考
えた作品です。約 3 万 8 千本のササとワラ
ビを再利用して塔を作りましたが、ササが
実はこんな匂いや音がするんだと気付いた
り新たな発見がありました。
成田 陽香さん

【審査員講評】
薄く雪化粧した芸術の森の中を歩く映像とアート作品のたたずまいは、
匂い立つような強烈な空気感を与えてくれた。オープニングの映像か
ら「ササの塔」に至る流れが素晴らしく「映画的」で作者の緻密な構
成力を感じる。

南区
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優秀賞

飛べなかった燕

この作品は、祖父の手記をもとに戦地に送ら
れた祖父の生死の葛藤を表現したものです。
シナリオを完成させるまでに 2 年を要してよ
うやくここまで来ましたが、まだ自分の中で
作品は完成していないので、今後も活動は続
けていきます。
内田 寛崇さん
（リモート参加
リモート参加）
）
【審査員講評】
当事者としての視点から描かれ、ある家族の肖像画を見るようなノスタ
ルジーあふれた映像となっていた。アニメーションとしての映像も美し
く、静謐さと同時に強いインパクトを感じた。

区長賞

チョークアートで神社参拝

Hanae さん

南区
特別賞

「外出自粛期間中、神社に参拝に行かずに自宅で
疫病退散のお祈りをしたい」そんな思いから日頃
活動しているチョークアートのパフォーマンスを
使って儀式のような演出を動画にしました。
【審査員講評】
自宅で疫病退散のお祈りをしたいという気持ちを
チョークアートに込めた素晴らしい作品。神社の奥行
きがうまく表現され、参拝の動きも良くできている。

GO TO 定山渓！

【選定理由】
南区内の高校生が区内の名所
Q141 さん
（藻岩高校の皆さん） である定山渓温泉をPRする
南区の探究活動という授業の一環で、定山
渓温泉を活性化させたいという思いのもと
チーム5人で制作しました。今後も学生と
してできることを探してがんばります。

受賞者を囲む会

動画作品。新型コロナウイル
ス感染症の影響で客足が遠の
く温泉街を何とか応援したい
という思いが伝わった。

3/26 ㈮、南区役所で感染防止対策に十分配慮し受賞者を囲む会が行わ
おおひら
れました。受賞者へ大平南区長から表彰状と記念品目録が授与された後、
受賞5作品が上映されました。また、最優秀賞に輝いたいちかわさんに
よる楽曲の演奏があったほか、作品制作時のエピソードの披露や今後の
南区のアートを通
じたまちづくりへ
の協力などについ
て意見が交わされ
ました。

「南区＝アートのまち」プロジェクト 公式 SNS アカウント
南区で見つけ
南区で見つけたアートなモノやコトを随時発信します。
南区のイベン
南区のイベント情報などもお知らせします。

今回参加してくれた仲間に加えて「アートを通じたま
ちづくり活動」に参加してくれる新たな仲間を募集中
です。募集の詳細は南区ホームページのほか、インス
タグラム、ツイッターからご確認ください。

・インスタグラム
https://www.instagram.com/
sapporo.minami.artfes

▲インスタグラム

・ツイッター
https://twitter.com/minami̲artfes

いいね・フォローをお願いします！
2021 ❻ 広報

▲ツイッター
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︻感染症の予防︼外出先からの帰宅時や︑食事の前後などは手洗いを忘れずにしましょう︒

6月11日以降の情報 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止・変更になる場合があります。
※費用に関する記載がない場合は無料です。

ヒグマによる被害を防止するために
札幌市では登山や山菜採りなどに行く方のため
のくま鈴の無償貸し出しと、家庭の作物からヒ
グマを遠ざける家庭菜園用電気柵の購入費補助
と無償貸し出しを行っています。

マイナンバーカード専用の休日窓口を
開設します
開設日 6/13㈰、26㈯。
※7月の開設日は7月号でお知らせします。
開設時間 8時45分〜12時。
場所 南区役所1階 2･3番窓口。
対象業務 マイナンバーカードの受け取り、電
子証明書の更新、暗証番号の再設定など。
詳細 戸籍住民課住民記録係 ☎582-4728

自衛隊職種説明会
ੇٻ൦ཅୱ৷ਗ਼ਞፆ

ٻऎऽ൝قজগॵॡ
ؙऩनपಎାदऌऽघك

お問い合わせ先
〇くま鈴の無償貸し出し
総務企画課地域安全担当 ☎ 582-4706
〇電気柵
・購入費補助：
札幌市コールセンター ☎ 222-4894
・無償貸し出し：
環境局環境共生担当課 ☎ 211-2879

胃がん・大腸がん・肺がん検診

6/19㈯10時 〜 12時、13時 〜 15時。
南区民センター。
対象 来年4月1日現在、33歳未満の方およびそ
の家族。
申込方法 当日直接会場へ。
お問い合わせ先
自衛隊札幌地方協力本部南部地区隊 ☎581-0736
※平日8時15分〜 17時
担当 地域振興課まちづくり推進係 ☎582-4723

申込・詳細 南保健センター ☎581-5211 FAX582-4564

日 時ؙћєіі╎ؚїњ╎ؚќєў╎ؙўৎ  عіѕৎقਭહৎك
場 所ؙવ৳७থॱقشઌౘіഛ৯јђїك
対 象ؙ၌؟њѕୃਰभਉಋ၉ਯୃभ্قઉभ၉ਯୃपਭ൧भऩःྜྷਯୃभ্दुਭ൧૭ك
ؙؙؙؙপႯؚཡ؟љѕୃਰभ্
費 用ؙ၌قংজक़؟كќѕѕؙপႯقਫ਼؟كљѕѕؙཡقग़ॵॡ५ਫ਼ਪ؟ك૮મقਖ൧ટपे
ऊऎञ॒

ؙؙؙؙॉᙴᮽਫ਼ਪ॑ষढञৃ়मљѕѕپكા৷भඊ২ँॉ؛
申 込 হप੶षپ؛ཡऋ॒ਫ਼൧भाਭ൧ൌभৃ়मؚؚফೡؚકਚ॑નੳदऌॊुभق೨
ؙؙؙؙ৳૫ऩन॑كढथؚਊઉமভৃष؛

住民集団健康診査

申込・詳細 南保健センター ☎581-5211 FAX582-4564

્൧ؚৈೡ൧ؚཡऋ॒ਫ਼൧ؚຩ༇क़ॖঝ५ਫ਼ਪ॑ষःऽघ؛൧मَਭ൧ଊُधَ৳૫ُ
قে
ણ৳૧਼ఝभ্मেણ৳૧਼ఝ೨൧ਪਭ൧ଊ੍ؚରஔહ਼ఝभ্मমযનੳؚ॑كཡऋ॒ਫ਼൧धຩ༇
क़ॖঝ५ਫ਼ਪम؞ফೡ؞કਚऋનੳदऌॊुभ॑ढथؚਊઉமভৃषقணखामਂਏ؛ك
پदऌॊटऐ૬भ૾ଙदउ௭खऎटऔः؛

＜日程・会場＞
ங

ਭહৎ
хўৎјѕী  عііৎјѕী
іјৎјѕী  عіњৎхххх

ќєћ ╋

ৰভৃ
વયড়७থॱقشઌౘ ї ഛ৯ їђіك

＜合同検診＞
੶भકড়ૐ੮೨൧ਪपਸइؚ၌ऋ॒؞পႯऋ॒ਫ਼൧भਭ൧ुदऌॊ়ਫ਼൧॑ৣ੶भஙदৰखऽघ؛
ਭ൧ൌभ্मؚহपணखाऋਏदघ؛ৌ؞ા৷؞ண্১म੶भَ၌ऋ॒؞পႯऋ॒؞ཡऋ
॒ਫ਼൧ُधदघپ؛કড়ૐ੮೨൧ਪभाभਭ൧भৃ়मணखाਂਏ؛ਊؚઉமভৃष؛
日 時
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FAXで申し込む際の ①行事名 (希望する日時・曜日も) ②住所 (郵便番号も) ③氏名 (ふりがな) ④年齢 ⑤電話番号 ( FAX 番号も)
必要事項
上記項目に加え、
「胃がん・大腸がん検診」は検診種別も記載してください。

常盤小学校と石山東小学校の閉校に伴い、これまで両校で投票されていた方は次の選挙から投票所
が変更になります。選挙の際は、お間違いのないようお出かけください。
これまでの投票所
新しい投票所

常盤小学校

石山東小学校

芸術の森小学校
（常盤2条3丁目1-1）

石山東平和会館
（石山東4丁目8-12）

地図

国民健康保険料の夜間納付相談を南区役所 階 番窓口で実施します︒ 月 日㈭ 時 分まで︒
※区役所北側の通用口からお入りください︒
︻詳細︼保険年金課収納係 ☎582 4ｰ775

投票所変更のお知らせ

2

詳細 南区選挙管理委員会事務局
☎582-4711

投票日当日、仕事などで投票に行けない方は、
期日前投票を利用できます。

5

めいすいくん

子育て時期のカラスへの対応
子育て中のカラスは、ひなを守ろうとして巣に人が近づかないように威嚇することがあります。公園
の樹木や街路樹にカラスが営巣した場合、下記のカラスの習性を考慮し、基本的に巣の撤去は行って
おりません。また、私有地に営巣した場合は土地や施設の管理者がカラスの対応を行うこととなります。
＜カラスの習性＞
・カラスには縄張りがあり、その中に巣を作ります。撤去してもまた同じ縄張り内に巣を作ります。
・カラスの寿命は10年以上といわれ、巣が撤去されるたびに神経質さが増し、人間に対する威嚇行動
が激しくなります。特に、カラスにとって怖い存在である「大人」に対し、神経質になります。
・人が遠ざからないと、威嚇行動として遠くから頭の付近に低く飛んで来たり、まれに脚で後頭部を
蹴ることもありますが、くちばしで攻撃することはありません。
・巣を撤去しても、カラスの数は変わりません。カラスの数は餌となる資源の量によって決まります。
＜対応方法＞
カラスが騒いでいたらその場を避ける（迂回する）。
帽子をかぶったり、肩が隠れるように傘を差す。頭を保護するために、
腕を真っすぐ上げて動かさずにそっと通り過ぎる。
巣やひなをじっと見つめたり、石を投げたり、棒を振り回したりしない。

24
19
30

詳細 【威嚇が激しい場合の看板設置など】南区土木センター ☎581-3811
【子ガラスの捕獲（地面に子ガラスがいて、
親ガラスの威嚇が激しい場合）
】
札幌市コールセンター ☎222-4894

2021 ❻ 広報
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区民のページは裏表紙側からご覧ください︒

6月11日以降の情報 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止・変更になる場合があります。
食育パネル展
健康寿命をのばそう！
ヘルシーメニューを提供
6/11㈮ 〜 17㈭｡ 8時45分 〜 21時。
6/23 ㈬ 11時 〜15時
（ラストオーダー14時45分）。
南区役所食堂（3 階）
。

※11日は11時から、17日は14時まで。
南区民センター。

健康寿命を延ばすために大切な10の食品群に
着目して献立を作成しています。ヘルシーメ
ニューをきっかけに、日々の食事を見直してみ
ませんか。
価格 1食600円 (20食限定)。
予約不要、直接食堂へ。
詳細 南保健センター ☎581-5211

6月は「食育月間」です。朝食
の重要性のほか、減塩や食事の
バランスなど、健康的な食習慣
を実践するポイントを紹介しま
す。おすすめレシピも配布しま
す。
詳細 南保健センター ☎581-5211

区民センター・
地区センターから
南区民センター

☎584‑2100

●相続・贈与相談講座【全2回】
 ћєїљ╍Ҩ ќєі╍ؙіјৎјѕী  عіњৎ
ৌ іњୃਰभ্ эর৾ҩৈૅে॑ऎю
 іїযؙؙіёљѕѕؙؙ
٧
ண ћєіі╎ عіѝ╎хххххൿ੶৷


●ヒグマの生態と対策について
 ќєї╎ؙіјৎјѕীعіњৎ
ৌ іњୃਰभ্ эর৾ҩৈૅে॑ऎю
 їѕযؙؙ૮મؙؙ
٧
ண ћіі╎ عїњ╎

藤野地区センター ☎592‑2002
●家庭菜園講座
（秋野菜の育て方）

 ٙৎ

南区
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●ノルディックウオーキング講座
 ћєїњ╎ؙіјৎјѕী  عіњৎјѕী
ৌ іњୃਰभ্قর৾ҩৈૅে॑ऎك
قം૩৳૫મஅिك
 іѕযؙؙіёїѕѕ
٧
ண ћіі╎  عїї╋
 ઈखृघःസಎؚ৷ઈၫؚ
ධाॱؚड़ঝ
 এشঝ૮મखলखँॉ

●家じまい・墓じまい
予備知識講座
 ћєїћ╏ؙіљৎ عіњৎјѕী
قৈૅে॑ऎك
ৌ іѝୃਰभ্
 їѕযؙؙ૮મ
٧
ண ћєіі╎ عїї╋хххххൿ੶৷


もいわ地区センター ☎572‑5733

 ќєј╏ؙіјৎ  عіњৎ
ৌ іѝୃਰभ্
эৈૅে॑ऎюю
 їѕয
٧ њѕѕ
ண ћєіќ╍ عјѕ╌
 ൿ੶৷
 ٙઍ

申し込み・詳細については、電話または直接各施設
へ。特に記載がない場合、受け付けは先着順。

●実用ボールペン字講座
 ќєј╏хіѕৎ  عііৎјѕীؙؙѝয

ৌ іѝୃਰभ্قৈૅে॑ऎك
٧ ਭમѝѕѕؚઇ౫ાіњѕ
ѕ
ண ћіі╎  عјѕ╌
 شঝঌথ
ৌ ٙৌ

 ٙ৩

٧ ٙા৷

●知っておきたい
日本の名城講座【全2回】

ৌ
٧


ќєў╎Ҩ іѕ╏ؙіљৎ  عіћৎ

ৈૅেਰभ্ؙؙіѕয
јёљѕѕؙؙћєіі╎
 عќєѝ╍
ண
ൿ੶৷

●アロマの手作り除菌スプレー講座

ৌ

ண

ћєїќ╉ххіѕৎ  عіїৎ
іѝୃਰभ্قৈૅে॑ऎك
٧
ѝযؙؙਭમњѕѕؚ
ઇ౫ાіёѕѕѕ
ћіі╎  عїі╊

●図書室事業
夏至の日を楽しむ
 యౠभखउॉॉृؚଠ৬भ ѩѻѩ 
ভ॑ষःऽघ
 ћєїѕ╉ؙіјৎ  عіќৎ
٧ ૮મхххх
ண ਊઉமછष
※新型コロナウイルス感染症の影
響により、講座などが中止・変更
になる場合があります。

ண ٙணखा

 ٙठ

 ٙजभ

