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区民のページ
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新型コロナウイルス感染症の影響により
掲載内容が変更となる場合があります
施設の開館情報や催しの予定が変更となる場合があり
ますので、各問い合わせ先にご確認をお願いします。
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犬と猫のしあわせに
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暮らしに寄り添う民生委員・児童委員
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新型コロナウイルス感染症

陽性判明から療養までの流れが変更に
新しいビジョンへの意見を募集！
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イベントカタログ

14

10

札幌市からのお知らせ
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11

区民のページ

市役所のどこに聞いたらよいか分からないときは

札幌市コールセンター
ツーじる

しやくしょ

b222- 4894

221- 4894

8時〜21時
（年中無休） Eメール info4894@city.sapporo.jp

市政に関するご意見、
ご提案などは

市民の声を聞く課

b211-2042

218 -5165

※新型コロナウイルス対応に伴い、
電話がつながりにくくなる場合があります

札幌市役所ホームページ

www.city.sapporo.jp
※広報さっぽろの誌面も掲載。10区全ての区民のページもご覧になれます

札幌の人口と世帯

市内の交通事故

4月1日現在
（前月比）
国勢調査ベース

令和4年1月1日〜3月31日
（前年比）

1,970,407人
（−63）
980,808世帯
（＋3,512）

TV

市役所・区役所などの連絡先

●市役所（電話は代表、ファクスは広報課）
〒060-8611 中央区北1西2 b211-2111

218-5161

●区役所（電話は代表、ファクスは広聴係）
中央区（仮庁舎）大通西2
北 区 ................. 北24西6
東 区 ................. 北11東7
白石区 ................. 南郷通１南
厚別区 ................. 厚別中央1の5
豊平区 ................. 平岸6の10
清田区 ................. 平岡1の1
南 区 ................. 真駒内幸町2
西 区 ................. 琴似2の7
手稲区 ................. 前田1の11

b231-2400
b757-2400
b741-2400
b861-2400
b895-2400
b822-2400
b889-2400
b582-2400
b641-2400
b681-2400

231-6539
757-2401
742-4762
860-5236
895-2403
813-3603
889-2402
582-0144
641-2405
681-6639

※市税事務所の所在地、電話番号は20ページをご覧ください

●夜間急病センター
ウ エ スト
中央区大通西19WEST19内

発生

1,111件
（＋105） 死者 2人
（±0）

傷者

1,267人
（＋101）

b641-4316

615-8604

●救急安心センター（24時間。医療機関の案内、救急医療の相談）
b＃7119 ダイヤル回線、
IP電話はb272-7119

今 月の 広 報 番 組

※番組内容や日程は一部変更となる場合があります

テ レ ビ
ネ ク ス ト

札幌ふるさと再発見

サッポロスマイル

TVh 第1・第3日曜 17時15分〜20分

STV 毎週土曜 11時54分〜59分

ＨＢＣ 第2・第4日曜 16時54分〜17時

次世代を担う学生が札幌の「今」
を
リポートします

地域を元気にする取り組みをお届け
し、札幌の魅力を再発見します

食や自然、
イベントなど、札幌の「笑
顔の源」
となる魅力を紹介します

ウオッチング札幌NEXT100

ほ
か
［内容］
市民ギャラリー
（5/15）

［内容］
百合が原公園の
ほ
か
ボランティア
（5/28）

ほ
か
［内容］
円山公園の桜
（5/22）

いい人いい街
#まいにち金メダル
uhb 第1・第3日曜 6時25分〜30分
すてきな人や魅力的な場所など、札
幌にあふれている
「まいにち金メダリ
スト」
を紹介します

ラ ジ オ
スマイルさっぽろリターンズ

じゅんきのさっぽろ世間話

（気分上昇ワイド ナルミッツ！
！
！ 内）
HBC AM 1287kHz FM 91.5MHz

第2・第4月曜 9時35分〜45分ごろ

［内容］成年年齢の変更に伴う消費
ほ
か
者トラブルに注意
（5/23）

編集

1

（工藤じゅんきの十人十色 内）
STV AM 1440kHz FM 90.4MHz

毎週水曜 12時18分〜28分ごろ
ほ
か
［内容］
元気ショップ
（5/25）

札幌市広報課
〒060-8611 中央区北1西2 b211-2036
Eメール kohokakari@city.sapporo.jp

218-5161

突撃！サッポロッティー
（Be My Radio 内）
AIR-G

FM 80.4MHz

第2・第４月曜 15時25分〜30分ごろ
ほ
か
［内容］
もいわ山の日
（5/23）

グ ル ー ヴ

サッポロスマイル

Groove SAPP㷩RO
（Move on up ! 内）
NORTH WAVE FM 82.5MHz

第2・第4金曜 12時15分〜25分ごろ

みんなを笑顔にする
「サッポロスマイ
ルパートナーズ」
を紹介します

広報さっぽろは、毎月10日までに、町内会などを通じて市内の全世帯に配布
しています。詳細は、広報課かお住まいの区の区役所広聴係へお問い合わ
せください。

表紙中央下にある
「
」
（サッポロスマイル）
は、食や自然、四季折々のイベントなど
多くの魅力に恵まれた
「笑顔になれる街」
さっぽろをイメージしたロゴです。

㮆㯄㮆㯊㮳㮞㯫㮷㯇

つ㯊㰾㱋㰾
㮆㮆ᔅⷐ㯆5 㮆
新生活が始まったことや、コロナ禍でおうち時間が長くなったことで、
犬や猫などのペットを飼うことを検討されている方もいるのではないで
しょうか。今回の特集では、ペットを飼う上で、飼い主が守らなければな
らないルールやマナーを見ていきます。
詳細 動物管理センター736-6134
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習性などを正しく理解し、
最後まで責任を持って飼う
飼う前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めてからは、動物の種類に応じた適切な飼い
方で健康・安全に気を配りましょう。

動物としあわせに暮らすために
ペットを飼い続けるために必要な１匹当たりの費用に関して、1年間で犬は約36万円、猫は約18万円という調
査結果があります。経済的な面以外にも、ペットが飼える環境に住んでいるか、家族の動物アレルギーは大丈
夫か、何かあっても毎日面倒を見られる人がいるかなど、飼い主としてペットが快適で健康に暮らすための責
任を果たせるように、
家族全員で十分に検討しましょう。

参考：環境省「飼う前も、飼ってからも考えよう」

動物を手放してしまう事例
・飼い主が高齢になり、病気や施設入所な
どで面倒を見られなくなった
・賃貸物件でペット飼育可となっておらず、
後日トラブルになった
・動物が成長して制御できなくなり、飼い主
がけがをした

3

な
ど
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犬や猫などの愛護動物を捨てることは犯罪です。やむを
得ない事情であっても、動物を逃がしたり置き去りにし
たりすることは、その動物の命に関わるだけではなく、
近隣の地域や他の生物の生息地にも悪影響を及ぼす
恐れがあります。飼い主は動物がその命を終えるまで適
切に飼育する
「終生飼育」に努めなければなりません。

人に危害を加えたり、
近隣に
迷惑をかけたりしないようにする
むやみにほえたり、かみついたりしないためのしつけをし
ましょう。また、ふん尿や毛などで、近隣の生活環境や公
共の場所を汚してはいけません。

外では必ずリードを付ける
犬が目を見てくれない

２メートル以内のリードを付けて、犬を制御で

おやつを飼い主の目元に持って

きる人が散歩する

きて目が合うようにします。目を
合わせられたらおやつをあげ、

私有地や公共の場所で
排せつをさせない

徐々にあげる頻度を減らしなが
ら、自然と目が合うようにしてい

排せつは自宅で済ませるよう

きます。

にする 。外で 排 せ つしてし

人間の手を甘がみする

まったらふんは持ち帰り、尿

手は 遊 び 道 具で はないことを

は水を持ち歩いて洗い流す
（冬は雪をかける）

しっかり教える必要があります。
ノー

「ＮO・ダメ・痛い」とはっきり伝え

鳴き声で迷惑を
かけないようにしつける

て手を離します。

トイレがうまくしつけられない

外に出ていろいろな音や物・

寝起きや食後など、排せつのタイ

刺激に慣れさせたり、飼い主

ミングを飼い主が見つけ、トイレ

以外の人と接して地域社会

に誘導して声掛けします。できた

での経験を積ませたりする

ときは大げさなくらい褒めてあげ
て、習慣化させていきましょう。

家の中で飼う
玄関や網戸の周りに柵を付けるなどし、外に飛

犬と猫の防災手帳

び出して交通事故に遭ったり、近隣にふん尿な

日頃からできる災害

どで迷惑をかけたりしないようにする

への備えや、被災時
の行 動などを分か
りやすくまとめてい
ます。
配布場所各区保健センター、動物管
理センター本所
（西区八軒9東5）

な
ど

検索
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〜

北海道愛玩動物協会所属/
な とり
家庭犬しつけインストラクターの名取さんに聞きました

犬と信頼関係を築く
飼い主がリーダーシップを取り、犬が飼い主を信頼して従う関係を築くことが大切です。上下関係がしっかり
していないと犬が要求ばかりするようになり、
ほえる、かみつくなどのトラブルにつながります。

飼い始めのしつけが大切
成犬に対してもしつけはできますが時間がかかるので、
子犬の頃からしつけるのが理想です。
しつけは飼い始
めたその日から始まりますので、
飼う前に犬種ごとのしつけ本を読むなど、
最低限の知識を身に付けましょう。

アイコンタクトと褒めることで身に付く
犬は目配せすることで人とコミュニケーションが取れる動物です。言葉だけではなく、目を見ながらしつける
ようにしましょう。褒めるときは、言葉を掛けてからなでたり食べ物やおもちゃを与えたりすることで、褒め言
葉だけでも喜ぶようになり、自然と身に付いていきます。

しつけの基本は「おすわり」から
犬のしつけでまず大切なことは我慢させることです。おすわりができないと、
「待て」などの他の基本動作が
できませんし、アイコンタクトなどのコミュニケーションもきちんとできません。我慢がストレスにならないよ
うに、
段階を踏んで訓練しましょう。

2
リードから手を離して、声掛けとア

1

イコンタクトだけでおすわりさせる

「おすわり」と言い
ながら 、リードを
少し後ろに引く
全てに共通

で き た とき は 目
を見 な がらな で
た り 、お や つ を
あ げ た りして 褒
める

3
飼い主が犬の周り
をゆっくり歩いて３
周する間も座ってい
られたら合格！

災害時に動物を守る

ケージに入る練習をしておく

動物のしつけは、避難所での生活や飼い主と離れて暮らすと

車での移動時や災害時にも安心できる場

きの備えにもなります。他の人や動物、声や音に慣らしておき

所になるように、家の中でケージの扉を開

ましょう。また、緊急時の預け先を決めておくことも大切です。

けて自由に出入りできるようにしておきま
す。最初は中に餌を置いて、入るように誘

災害時に必要なもの
・ペットと飼い主の情報を記録したもの
（右ページの手帳など）
・5日分以上の餌・水、
食器
（必要であれば療法食、薬）
・予備の首輪、
リード（普段よりも短め、
伸びないもの）
・トイレ、
ブラッシング用品
・新聞紙、
タオル、
毛布、
おもちゃ

5
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導して慣らしていくのがお勧めです。

病気や感染症の知識を持つ
動物と人の双方に感染する病気の正しい知識を持ち、自分や周囲の人、動物への感染を防ぎましょう。

狂犬病予防注射は接種義務あり
狂犬病に犬が感染した場合や、その犬に人がかまれて発症した場合、犬・
人どちらもまひや運動失調などの症状が出て、最終的にはほぼ100％死
に至ります。犬や自分自身、周囲の人を守るために、生後91日以上の犬に
は、登録と年1回の予防接種が義務付けられているので、毎年4月〜6月に
動物病院で接種してください。
費用登録3,200円、
注射
（委託動物病院）
2,690円、
注射済証交付700円
※本年度は新型コロナウイルス感染症の影響で接種期間を延長しています

盗難や迷子を防ぐため、
所有者を明らかにする
動物の飼い主が分かるように、マイクロチップ、
名札などの標識を付けましょう。
マイクロチップの
実際の大きさの目安

6月から販売される犬や猫へのマイクロチップの装着が義務化
ブリーダーやペットショップなどから購入する犬や猫には、マイクロチップの

注射器に似た
器具で皮膚の
下に入れる

装着が義務付けられます
（一部例外あり）。
マイクロチップを装着すると、識別番号から飼い主の名前、住所、電話番号
などがたどれるため、犬や猫が迷子になったときや災害時に飼い主の元に
戻せる可能性が高くなります。飼い主になる際には、マイクロチップに自分
の情報を登録しましょう。また、譲り受けたり、拾ったりした犬や猫にマイク
ロチップを装着する場合にも同様に、飼い主の情報を登録してください。
検索

ご相談は動物管理センターへ
病気などのやむを得ない事情で飼育を続けられなくなった飼い主によ
る「飼い主さがしノート」を、市ホームページで公開しています。また、
保護した犬や猫の新しい飼い主を募集しており、福移支所で見学でき
ます。

業務内容
所在地

検索

動物管理センター本所

福移支所

迷子やけがをしている犬や猫の
保護、動物の飼い方相談 など

保護された犬や猫の返還・
譲渡、ペットの火葬 など

西区八軒9東5

北区篠路町福移156

平日8時45分〜17時15分
受付時間 ※動物の見学・譲渡は支所のみ。平日10時〜12時15分、13時
〜16時30分
電話番号 736-6134

791-1811

▲▶福移支所
では、4/18現
在3 0 匹の犬
と猫が保護さ
れている

2022 漁 広報
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むやみに繁殖させない
飼い主が動物にかけられる時間や用意できる場所には限りがあります。飼育しきれない数にならない
ように、
避妊・去勢手術などを受けさせましょう。
※市では、
犬と猫を合わせて10匹以上飼育する場合は、条例により届け出が義務付けられています

ご とう

〜猫の保護活動を行っている
「ねこたまご」
代表の後藤さんに聞きました

避妊・去勢の効果を正しく理解する
猫は年に２回〜４回出産し、１回に４匹〜８匹の子どもを産むほど、繁殖力が
強いです。１匹で飼っているから関係ない、病気ではないのに手術したくない
と考える方もいますが、家猫として迎えるには、野生下とは違う形の幸せな暮
らしを提供することも必要です。避妊・去勢は無秩序な出産を防ぐだけでな
く、ストレスや病気のリスク、尿を周りにかけるといった発情期に強まる行動を
減らすなど、
人にとっても猫にとってもメリットが多いことも知ってほしいです。

猫が安心して住み続けられる環境を整える
最後まで責任を持って飼う上で大切なのは、気持ちや覚悟ではなく、
万が一のことがあっても飼い続けられる環境を用意することです。

猫と暮らす上で実践してほしいこと
・開けて外に出ないように、
網戸の周りを柵などで囲む
・小物や余計な物を置かない（特に子猫は電気コードをかんで感電し
たり、小物を誤飲したりする）
・ストーブの周りに囲みなどを立てて直接触れられないようにする
・猫が好む暗くて狭い隠れられる場所や高さのある空間をつくる

な
ど

共に暮らす動物を選ぶ
子猫から育てたい方が多いとは思いますが、例えば共働きの
方には、おとなしいかなど既に性格が分かっている成猫を飼
うこともお勧めしています。また、保護犬・猫を引き取って育
てることは、大きな社会貢献につながります。ぜひ選択肢の
一つとして検討してほしいです。
▶後藤さんらが経営する猫カフェでは保護猫の飼い主を募集中

動物は責任を
持って飼いましょう
7
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動物を家族として迎え入れることは、命の責任を負うというこ
と。最後まで一緒に暮らせるか、そのためにどのようなことを
しなければならないか、いま一度考えてみませんか。

誰もが安心して生活できるように、ボランティ
アとしてさまざまな活動を行う民生委員・児童
委員(以下、民生委員)。このページでは、地域
5/12は

で果たす役割や、
やりがいなどを紹介します。
詳細 地域福祉推進担当211-2932

暮 ら し に 寄 り 添 う

民生委員・児童委員
民 生 委 員 は 、地 域 の 身 近 な 相 談 相 手 で す
見守る

主に一人暮らしの高齢の方などの自宅を定期的に訪問して、
困ってい
ることはないか、
支援を必要としていないかなどを確認します。

つなぐ

支える

介護や福祉サービスなどが必要な方に情報

防犯パトロールや子どもの登下校の見守り

提供するほか、区役所や専門機関などの相

など、
地域で行う活動に協力します。

談先を紹介します。
2022 漁 広報
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民 生 委 員 の 訪 問 活 動 に 同 行し 、
普 段 の 活 動 のことを 聞きまし た
どのような活動をしていますか
主に一人暮らしの高齢の方を対象に、定期的に自宅を訪
問しています。会話の中で、
悩んでいることはないかなど
を確認していますね。また、
町内会と協力して、
子育てサ
ロンや子ども食堂なども開催しています。お子さんの笑
顔を見ると、とてもうれしい気持ちになりますよ。

▲地域の会館で毎月行われ
ている子育てサロン

活動への思いを聞かせてください
支援が必要だと感じた方に関係機関への相談を提案して
も、ご本人が乗り気ではないことがあります。
そんなとき
北区北地区民生委員
き

だ

木田さん

は同じ地区の民生委員が毎月集まる定例会などで意見交
換をして、
解決に向かうことも。
民生委員同士でも支え合
いながら、
地域に住む皆さんのためにこれからも活動し
ていきたいです。

▲活動の振り返りなども行
う定例会

定期的に訪問してくれて、
変わったことはないか、困り
事はないかと、いつも優しく聞いてくれるので本当に
ありがたいです。近所に住んでいてよく顔を合わせる
こともあり、
気軽に何でも話せるので助かっています。
民生委員は地域の心強い味方だと思いますね。

北区在住の
ふじ た

藤田さん

民生委員の活動に関心のある方は

民生委員の活動を学べる講座を開催

12月に、
3年に一度の民生委員の改選が行

日時5/23㈪13時30分〜15時30分

われ、
町内会などの推薦を受けて新しい民

場所社会福祉総合センター(中央区大通西19)

生委員が国から委嘱されます。地域のた

定員21人

めに活動してみたい方は、お住まいの区(1

申込5/11㈬からボランティア活動センターへ。
先着

ページ)の保健福祉課へご連絡ください。

問い合わせボランティア活動センター623-4000

民生委員が訪問します
66歳になる方には民生委員の活動内容のお知らせをご自宅にお届けし、
70歳になる方には緊急時や見守り
に活用するため、
緊急連絡先などの確認に伺います。また、
新たに見守りを希望される方はお住まいの区(1
ページ)の保健福祉課へご連絡ください。
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新型コロナウイルス感染症

陽性判明から療養までの流れが変更に
※掲載情報は4/18現在。
最新の感染状況に注意し、
北海道・札幌市からの協力要請に応じた対策に取り組んでください

ワクチン接種や経口治療薬の普及などにより、治療を中心とした対応に向

重症化リスクのある方を

けて変化しています。今後、さらなる感染拡大時にも、陽性と診断された

速やかに医療につなげる

方に滞りなく療養の方針をお伝えするなど、重症化リスクのある方を速や
かに医療につなげるための新たな体制を整えます。

《医療機関などから陽性の連絡があったら》

登録内容
◎本人情報 ◎健康状態

な
ど

検索

ホームページが見られないなど、ご自身での登録が困難な
場合は陽性者療養判定サイト代行入力コールセンター
350-5574へ

自宅療養

宿泊療養か入院療養

保健所かご自身によるスマートフォンアプリや電話を

症状が重い方や、重症化リスクのある方

使った健康観察を行います。
体調悪化時には、
判定時に

には保健所が電話で聞き取りを行い、

お伝えする「陽性者サポートセンター」に電話での相談

宿泊療養か入院療養を案内します

が可能です

※自宅療養となる場合あり

感染が拡大して医療機関での検査予約が難しくなったときには
市販の医療用抗原検査キットで陽性になった方は
「陽性者登録センター」
検索

に登録することでオンラインで療養判定が受けられます

ウェブ

WEB7119で適切な対応をチェック
ホームページで質問に答えて、適切な対応
検索
や相談先を確認

札幌市新型コロナウイルス一般電話相談窓口
b0570-085-789
（毎日9時〜21時）
※特に9時〜10時は電話が混み合います
▶聴覚に障がいがあるなど電話が難しい方はファクス
633-0746、
Eメールkansen̲sogoannai@city.sapporo.jp

ホームページが見られない場合は下記に相談

検索

・かかりつけ医
事前に電話で陽性者との接触の有無を伝えて受診
・救急安心センターさっぽろ
b＃7119※
（毎日24時間）
※ダイヤル回線・一部IP電話からはb272-7119。
b0570-085-789
（毎日9時〜21時）
でも相談可。
救急安心セ
ンターさっぽろは、
特に8時〜10時は電話が混み合います

札幌市新型コロナウイルスワクチン接種
お問い合わせセンター b351-8646
（毎日9時〜18時）
▶聴覚に障がいがあるなど電話が難しい方は、市コールセンター
のファクス221-4894
（折り返しの連絡は担当部署から）

接種可能な医療機関など
市のワクチン接種の最新情報
検索
2022 漁 広報
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新しいビ ジョンへ の 意 見を 募 集！
まちづくり戦略ビジョンPRキャラクター

市の今後10年のまちづくりの目標である
「第２次札幌市まちづくり戦略ビ
ジョン」
のうち、
目指すべき都市像などを定めるビジョン編の計画案がで
きました。
より良い内容にするために、
皆さんの意見をお寄せください。
詳細 政策企画部企画課211-2192

センちゃん

第２次札幌市まちづくり戦略ビジョンとは
計画案ができたのはこちら

・今後10年間の市のまちづくりの目標

ビジョン編

・
「ビジョン編」と
「戦略編」の２つからなる

目指すべき都市像や、その実現

ビーくん

＜市の総合計画＞
まちづくり
戦略ビジョン

に向けたまちづくりの基本目標
2022年は市制100周年。次の100年
を見据えて、最初の10年の市のまち
づくりをどのように進めるか考えたよ

中期実施計画
（アクションプラン）

戦略編（来年度策定予定）
ビジョン編の達 成に向けて市
が取り組む施策

戦略ビジョンに基づいて
市が行う具体的な事業

ビジョン編 の案を 紹介！
目指すべき都市像
「ひと」
「ゆき」
「みどり」の織りなす輝きが、
豊かな暮らしと新たな価値を創る、
持続可能な世界都市・さっぽろ

札幌らしさを生かしなが
ら、いろいろな課題に対

実現のために大切にする考え方

処できる街を目指すんだ

❶ユニバーサル（共生）

❷ウェルネス（健康）

❸スマート（快適・先端）

誰もが互いにその個性や能力

誰もが生涯健康で、学び、自分

誰もが先端技術などにより快

を認め合い、
多様性が強みとな

らしく活躍できる社会の実現

適に暮らし、新たな価値の創出

る社会の実現

に挑戦できる社会の実現

例えば

例えば

例えば

・道路や建物のバリアフリー化

・働く世代の健康づくりや介護予防

・先端技術やデータの利活用

・互いの違いに対する理解促進

・生涯学習や学び直しの場の充実

・再生可能エネルギーの導入拡大

皆さんからの
意見を
募集します
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5/23㈪から区役所、市役所５階政策
企画部企画課、ホームページなどで配
布する計画案をご覧の上、7/1㈮（必
着）まで

目指すべき都市像を実現するために、
「子
ども・若者」
「 生活・暮らし」
「 地域」
「 安全・
安心」
「 経済」
「 スポーツ・文化」
「 環境」
「都
市空間」の8つの分野に分けた目標の案も
考えたよ。
詳しくは計画案を確認してね！

5

新しく始まる事業や制度の変更など
注目のトピックをお届け！

01

環境に優しく、停電時にも自宅の電気が確保できる

太陽光パネルと
蓄電池の共同購入の
受け付けを開始

ことから、近年注目されている太陽光パネルと蓄電
池。市と北海道では、希望者を取りまとめることで
安く購入できる仕組みを導入しています。事務局が
登録から施工業者の選定、購入、設置までしっかり
とサポートしますので、
ぜひご検討ください。
詳細 環境エネルギー課b211-2872

購入手続きをサポートします

市の再エネ省エネ機器導入補助金制度と併用可能

登録から購入までの流れ

①登録する（無料） 8/17㈬まで

補助金額（いずれも上限あり）
▲

太陽光発電

み、蓄電池のみ、両方）を選び、建物情報など

蓄電池

を入力

▲

専用サイトで購入プラン（太陽光パネルの

1キロワット当たり25,000円

1キロワット時当たり22,000円

申込5/11㈬からホームページ（希望者には郵送）な
検索

どで配布する申込書を、
７/13㈬
（必着）
まで。
抽選

②見積もりがメールで届く ５月下旬以降順次
太陽光パネル・蓄電池の価格を確認
③購入の判断 8/17㈬まで
見積もりなどを基に購入するか判断して連絡

02

問い合わせ補助金受付係700-0699
説明動画を配信中
購入の仕組みやメリットを
お伝えします

政令指定都市の中で最も多くの公園・緑地がある

公園検索システムに
イベントを調べる
機能を追加

札幌市。条件の指定などにより、さまざまな公園や
緑地を探せる「公園検索システム」に、主な公園で
開催するイベントの情報をカレンダーで確認できる
機能を追加しました。お出掛けの際にはぜひご利用
ください。
詳細 みどりの推進課b211-2533

目的に合った公園をより簡単に探せます
公園検索システムの利用手順

公園イベントカレンダーの利用方法

①インターネットで検索

公園検索システムトップ画面の「公園イベントカレン
検索

ダー」
を選択

②「地図」か
「条件」
のいずれかを選択
《条件から検索の一例》

▲

目的別

ハイキング、
文化財、
水遊び

▲ ▲

スポーツ

テニスコート、
野球場、
パークゴルフ場

遊具施設 ブランコ、
滑り台、
シーソー、
砂場

な
ど

③公園・緑地の情報を確認

2022 漁 広報
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はく よう

たき ぐ ち

市立幼稚園・認定こども園で遊 べるイベント

白楊幼稚園の滝口先 生に聞きました

幼稚園ならではの環境で、就学前の子どもと保護

就学前のさまざまな年齢のお子さんが参加できるの

者が気軽に遊び、他の参加者とも交流できる「ポ

で、お子さんの数年後の姿を想像できる良い機会に

ロップひろば」
。
各園で月に１、
２回開催しています。

なると思います。園庭の砂や水
などを思う存分 使って遊べるの
も魅力ですね。当園では、ベビー

夏は水遊び、冬は雪遊
びなど季 節ごとの 体
験ができる！

マッサージの講座を開催する予
定なので、親子が共にリラックス
できる時間のつくり方を学んで
ほしいです。

ココもポイント！
幼稚園教諭に気軽に子育ての相
談ができます。幼稚園生活やトイ
レトレーニングの方法について、
よく相談を受けますよ。

親子で の遊び 方など
子育てに役 立つ情報
が 得られる講座も

■ポロップひろばを開催する園
園名

住所

電話

園名

住所

電話

中央幼稚園

中央区北2西11

251-6700

かっこう幼稚園

豊平区月寒東3の7

852-1230

白楊幼稚園

北区北24西７

736-0764

認定こども園にじいろ※

清田区真栄2の1

883-3345

ひがしなえぼ幼稚園

東区東苗穂4の2

782-8640

もいわ幼稚園

南区川沿18の2

571-5850

きくすいもとまち幼稚園

白石区菊水元町6の1

873-2285

はまなす幼稚園

西区発寒6の12

666-9477

あつべつきた幼稚園

厚別区厚別北3の3

895-0523

手稲中央幼稚園

手稲区手稲本町2の5

681-2298

※認定こども園にじいろのみ、イベント名は「にじいろで遊ぼう」

申込事前予約が必要な場合あり。各園に問い合わせる
か、
各園のホームページでご確認を
※新型コロナウイルス感染症の影響で中止になる場合あり

13

2022 漁 広報

市公式
ライン

LINEも
チェック

「子ども・子育て」のカテゴリ内で、各園での
開催内容や日時を配信しています
登録方法19ページ左上を参照

E V EN T C ATA LOGUE

趣味・教養の講座や子ども向けのレジャーなど、
イベント情報を厳選して紹介！

イベントカタログ

※新型コロナウイルス感染症の影響により、
掲載内容が一部変更となる場合があります

5/21㈯

5/18㈬〜29㈰

リユースまつり

ライラックまつり

子ども用自転車10 台の抽

大通公園・川下公園で音楽

選販売や、環境について学

祭やスタンプラリーなどを

べる大型かるたなどの企画

開催する春の風物詩です。

が盛りだくさん。お菓子の空

ホームページでは、抽選で

き箱を使った工作教室のほ

1,0 0 0人にライラックの苗

か、小物やスイーツの販売な

木をプレゼントする企画を

ども行います。

実施。ぜひご応募ください。

5/21㈯10時〜14時
リユースプラザ（厚別区厚別東3の1）
無料
不要。自転車の販売は10時30分から先着30人に抽選券を
配布し、11時に抽選を実施
詳細 リユースプラザ375-1133

会場・日時 大通公園5丁目・6丁目＝5/18㈬〜29㈰、

5/21㈯・22㈰

5/17㈫、6/7㈫

こども舞台体験プログラム

ワンポイント・シニア講座

1体の人形を3人で動かす人

高齢の方が安心して生活す

形浄瑠璃の動かし方「三人

るための勉強会。今回は、介

日時
会場
費用
申込

川下公園（白石区川下2651）＝5/28㈯、29㈰
費用 無料
申込 不要。
ライラックの苗木プレゼントは、5/18㈬

申し込み

10時〜29㈰17時に右記コードから。抽選
詳細 ライラックまつり実行委員会281-6400

づか

遣い」を2日間で体験できる

護が必要になったときに利

ワークショップ。日本の伝統

用できる施設の違いや、介

芸能を肌で感じて、想像力

護が必要になる前から対策

や可能性の幅を広げてみま

をするフレイル予防の考え

せんか。

方を学びます。

日時
会場
対象
費用
申込
詳細

5/21㈯・22㈰10時〜15時。全2日
やまびこ座（東区北27東15）
小学3年〜高校生の方30人
無料
5/11㈬からやまびこ座へ電話。
先着
やまびこ座723-5911

日時 5/17㈫＝高齢者住宅の種類、
6/7㈫＝フレイル予防。
会場
費用
申込
詳細

いずれも11時30分〜12時
社会福祉総合センター（中央区大通西19）
無料
電話、ファクス。
5/11㈬から市社会福祉協議会へ
市社会福祉協議会614-3345、ファクス614-1109

2022 漁 広報
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申し込み時の
必要事項

①お知らせ名（希望日時・会場なども）
②住所
（郵便番号も）
③氏名（ふりがな）
④年齢

⑤ 電 話 番 号（ファクスの方はファクス番 号、
メールの方はEメールアドレスも）
⑥学校名・学年
（児童・生徒のみ）

6/11㈯

6/2㈭

市立大学公開講座

Kitaraでクラシック

市立大学の名誉教授による

札幌交響楽団がモーツァル

市民に向けた講座です。今

ト「アイネ・クライネ・ナハト

回は認知症をテーマに、発

ムジーク」などのクラシック

症を遅らせたり、進行を緩

の名曲を、中田延亮氏の指

やかにさせたりする生活ス

揮で演奏。なじみのある曲

タイルの最新研究を紹介し

を、楽器の解説と共にお楽

ます。

しみください。

キ

タ

⑦返信先
（往復はがきの場合）
※申し込みは1人（1組）
1通
※記載がないものは申し込み不要

ラ

なか た のぶ あき

日時 6/11㈯13時30分〜15時30分 定員 100人
ア キュ
会場 ACU-A
（中央区北4西5アスティ45ビル内）
申込 電話、
ファクス、
右記コード。
5/11㈬から

費用 無料

6/2㈭13時30分開演、
14時40分終演予定
Kitara（中央区中島公園内）
小学生以上の方
1,000円。65歳以上は500円
チケットは市内プレイガイドで5/11㈬から販売
札幌交響楽団520-1771

市立大学サテライトキャンパスへ。
先着
詳細 市立大学サテライトキャンパス218-7500、
ファクス218-7507

日時
会場
対象
費用
申込
詳細

第2・4日曜

6/4㈯、5㈰

こまおか朝市

アイヌ文化体験イベント

野菜や果物、魚介類などの

アイヌ文化ならではの遊び

ほか、陶芸品や小物などの

を体験したり、アイヌ民族に

手作り作品も販売。店頭に

よる古式舞踊を見たりでき

並ぶ品物は時季によって異

る2日間。アイヌ民族の生活

なります。ちょっとした掘り

や歴史、文化に触れて、楽し

出し物を探しに、ぜひお越し

みながら理解を深めてみま

ください。

せんか。

日時 5/8以降の第2・4日曜9時30分〜10時30分。

日時
会場
費用
詳細

終了時期は未定
会場 保養センター駒岡
（南区真駒内600）
詳細 保養センター駒岡583-8553
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申し込み

6/4㈯、5㈰10時〜14時
アイヌ文化交流センター（南区小金湯27）
無料
アイヌ文化交流センター596-5961

