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赤ちゃんと楽しめる！赤ちゃんと楽しめる！
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b　　　札幌市東区住民集団健康診査札幌市東区住民集団健康診査
（予約不要）（予約不要）

♦特定健診・後期高齢者健診
対象　札幌市にお住まいで国民健康保険（40歳以上）、
　　　後期高齢者医療制度にご加入の方。
　　　※その他の健康保険に加入されている方は、保
　　　険証の発行元にお問い合わせください。
基本健診項目　身体診察、問診、身体計測、血圧測定、
　　　　　　　血液検査、尿検査。
費用　受診券に記載されています。
持ち物　受診券と健康保険証。

♦肺がん検診 ( 胸部 X線検査 )
対象 札幌市にお住まいで職場などで検診を受ける機会の
　　　ない 40 歳以上の方（年 1回）。
費用　無料。（喀

かく

痰
たん

細胞診 400 円。減免制度あり。）
持ち物　健康保険証など住所・氏名・年齢を確認で
　　　　きるもの。
♦ B・C型肝炎ウイルス検査
対象 札幌市にお住まいで過去に肝炎ウイルス検査
　　　を受けたことがない方。
費用　無料。
持ち物　健康保険証など住所・氏名・年齢を確認で
　　　　きるもの。

詳細　健康・子ども課　b711-3211

※上記の健診などはどの会場でも受けられます。
※新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、急遽中止
となる場合もありますので、事前にホームページなどでご
確認ください。

b

b

b

㈭
㈪

b

㈪ ㈮

b

運搬排雪に係る支援制度の受付を始めます

 除雪センターを開設しました

JR線
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西地区除雪センター西地区除雪センター

南地区除雪センター南地区除雪センター

東地区除雪センター東地区除雪センター
中沼町105-23（モエレ沼公園西側駐車場）中沼町105-23（モエレ沼公園西側駐車場）

栄町885-1（つどーむ駐車場内）栄町885-1（つどーむ駐車場内）
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掲載した情報は内容の変更や、中止、延期となる場合があります。
事前に開催についてお問い合わせの上お出掛けください。

b

東区民センター子ども事業「冬休みこども体験教室」
日時 ①「こども囲碁教室」1/10㈫ ～1/12㈭　14時 ～16時（全３回）
　　　②「こどもダンス体験教室」1/11 ㈬ ～ 1/13 ㈮　
　　　　　　　　　　　　　　10時30分 ～11時30分（全３回）
　　　③「こどもmicro：bit プログラミング体験教室」1/13 ㈮
　　　　午前の部 10 時 ～ 12 時（小学 3・4年生）
　　　　午後の部 13 時 30 分 ～ 15 時 30 分（小学 5年生以上）
会場　東区民センター。
対象　①小・中学生。　②小学生。　③小学 3年以上。
定員　①初心者 10 名、経験者 10 名。　②小学生 20 名。
　　　③小学 3・4年生 8名、小学 5年生以上 8名。
費用　①受講料 1,000 円。②受講料 1,000 円。③受講料 800 円。
　　　※当日に会場で受講料をお支払いください。
申込　12/19 ㈪から電話または直接窓口で申込。
　　　受付時間は 10 時～ 16 時。

b

b
bお手軽運動講習会

みんなで体を動かして、健康づくりをしましょう。
日時　12/19 ㈪　　14 時 ～ 15 時。
対象　おおむね 60 歳以上の方。　申込・費用　不要。
持ち物　運動靴、水分補給の飲み物、タオルなど。

心をはぐくむ朗読会　≪お話の扉≫
朗読内容については、栄地区センターまでお問い合わせください。
日時　12/24 ㈯　11 時 ～ 12 時。　対象 小学生以上。
申込・費用　不要。　出演　朗読グループ「ミモザの会」。

親子で挑戦！自由研究になる手打ちうどん教室
うどんってどうやって作るか知っていますか？粉と水を合わせ
て、自分でこねて・のばして・切ってを体験してみませんか？
この体験を冬休みの自由研究としてまとめよう♪
２人で４人前（400 ｇ）を打ちます。※そばの道具を使用する
ため、そばアレルギーの方の参加はご遠慮ください。
日時　1/12 ㈭　午前の部：10 時 ～ 12 時、午後の部：13 時 ～ 15 時。
定員 各４組（２名１組）。※お 1人では受講できません。
対象　小学１年生 ～６年生と保護者の１名ずつのペア。
申込　12/20 ㈫から電話での申込。受付は 9時 ～ 17 時。
費用 ２名で 3,000 円（材料費込）。　　
持ち物　エプロン、ふきん２枚、上履き、三角巾、筆記用具。
講師　そば庄　庄子大介。

東区ウォーキングノートが新しくなりました！
東区ウォーキングノートは、歩行時間などを記録できるほか、お
すすめのウォーキングコースやまちの魅力などのお役立ち情報を
掲載しています。このたび掲載内容をリニューアルしまし
た！ライフステージに合わせて３種類（ゆったり編・こそ
だて編・おしごと編）を用意しています。東保健センター、
区内各まちづくりセンターなどで配布しています。
詳細　健康・子ども課健やか推進係　b711-3211

段ボールの自作そりでモエレ山を滑走する競技です。スター
トからゴールまで（およそ 120 ｍ）の滑走タイムを競います。
パフォーマンス賞などもあります。お友達同士、親子、職場
の仲間など、どなたとでも参加できます。

日時　2/5 ㈰　8時 30 分 ～ 14 時（競技開始は 10 時 30 分から）。
会場　モエレ沼公園　モエレ山特設会場。
対象　どなたでも参加できます。
　　　（感染拡大防止のため、なるべく普段から一緒にいる仲
　　　 間と参加してください。）
費用・定員 無料。80 組（先着）。
申込 12/14㈬ ～ 1/17㈫に区役所、区内各まちづくりセンター、
　　　東区民センター、区内各地区センターなどで配布する
　　　申込書を FAX722-2794、メール（higashi.chikatsu@city.
　　　sapporo.jp）、または東区役所地域振興課地域活動担当
　　　(3階 30番窓口 )まで持参での申し込み。札幌市スポーツ
　　　推進委員会ホームページ（http://www.sapporo-sposhin.jp/）
　　　からも、開催要領・申込書をダウンロードできます。

詳細 モエレ山爆走そり大会実行委員会事務局
　　　b741-2429（地域振興課地域活動担当）

←札幌市スポーツ推進委員会
　ホームページQR

新型コロナウイルス感染症対策のため、式典を２回に分けて行い
ます。12 月上旬に発送する案内状をご確認ください。12 月中旬
までに案内状が届かない方はご連絡ください。
※令和 5年より名称が「二十歳のつどい」に変更になります。
日時 1/8 ㈰。
　　　第１部：11 時 30 分 ～ 12 時（開場 11 時）。
　　　第２部：14 時 ～ 14 時 30 分（開場 13 時 30 分）。
会場　北ガスアリーナ札幌 46（中央区北４条東６丁目）。
対象　平成 14 年（2002 年）4 月 2 日から平成 15 年（2003 年）
　　　4月1日までに生まれた方で、東区に住民登録をしている方。
　　　※東区に住民登録がない場合でも参加できますので、事前に
　　　　ご連絡ください。

詳細　地域振興課　b741-2429

令和 5年東区二十歳のつどい（成人式）令和 5年東区二十歳のつどい（成人式）

←東区ホームページQR
　詳しくはこちら
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