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確定申告・住民税申告が始まります
一部の申告を除き、２月５日から市内で確定
申告と住民税申告の受け付けが始まります。今
年は、新型コロナウイルス感染症対策のため、
非接触型体温計での検温や手指消毒を行い、受
付番号札に記載された時間から順番に会場へ案
内します。ご理解とご協力をお願いします。
＊詳しくは、本紙11ページをご覧ください。

８ 人の森 加来優生さん、加来秀生さん
９ きたひろいいね
ふれあい雪まつりを写真で振り返る
きたひろ企業コレクション
北広島自動車学校
学校キラリ 東部小学校
10 今月のお知らせ
トピックス
暮らしのお知らせ
19 子育てぷらす
20 ふれあい通信

市内の主な施設

北広島市役所（中央4‑2‑1)
出張所
西部出張所（輪厚中央4‑12‑17）
大曲出張所（大曲柏葉1‑2‑3）
西の里出張所（西の里南1‑2‑4）
地区センター
団地住民センター（泉町1‑1）
東記念館（朝日町5‑1‑2）
大曲会館（大曲中央2‑4‑5）
西の里会館（西の里南1‑2‑2）
体育施設
総合体育館（共栄315‑2）
輪厚児童体育館(輪厚中央4‑12‑19)
大曲ファミリー体育館(大曲中央2‑4‑3)
西の里ファミリー体育館(西の里南1‑2‑3)
その他
エルフィンパーク（中央6）
芸術文化ホール（中央6‑2‑1）
図書館（中央6‑2‑1）
中央公民館（朝日町5‑1‑1）
農民研修センター（輪厚中央4‑12‑17）
夢プラザ（大曲370）
大曲ふれあいプラザ（大曲工業団地7‑3‑1）
広葉交流センター（広葉町3‑1）
夜間急病センター（栄町1‑5‑2）

☎372‑3311

22 月刊ファイターズ通信
相談カレンダー
北広島市の魅力やまちの情報を発信中

☎376‑2103
☎376‑2530
☎375‑3209
☎372‑0676
☎373‑2171
☎376‑3964
☎375‑3469
☎372‑0808
☎376‑3380
☎377‑3309
☎375‑2933
☎376‑8880
☎372‑7667
☎373‑7667
☎373‑0101
☎376‑3935
☎370‑7373
☎376‑4599
☎373‑2801
☎372‑1101

今月の表紙

も う １ 枚

１月13日、市職員有志
が市庁舎の北側にアイス
キャンドルを設置しまし
た。新型コロナウイルス
感染症の影響でイベント
の中止が続く中、市民の
皆さんに楽しんでもらお
うと企画。柔らかな光が
市庁舎周辺を包みました。
− 2021.2.1
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表紙やマイタウンニュースの記事の一部が、
「きたひろ．ＴＶ」の動画と連携をしています。二次元コードからご覧ください。

▶12月24日

▶１月８日

暴力追放功労表彰

すくすく広場・鬼の面作り

長年にわたり暴力追放に尽力された山根勸さん、
冨田辰夫さん、北広島市暴力追放運動推進協議会に
厚別警察署長から表彰状が手渡されました。
山根さんは全国暴力追放
栄誉銅章を受賞し「これか
らも安全で安心なまちづく
りを推進していきたいです」
と話してくれました。

すみれ保育園で親子４組が参加し、鬼の面を作り
ました。
お母さんが色画用紙に目や口、角などを貼り付け
て、個性的な鬼の面が完成
しました。自分だけの面を
着けてもらい、子どもたち
は満足そう。今年の豆まき
が楽しみですね。

▶１月９日
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▶１月14日

と連携

大曲地区生涯学習振興会
スポーツ教室ボッチャ体験

東部地区生涯学習振興会
冬休みおもしろ科学実験教室

大曲会館でボッチャ体験が開催されました。ボッ
チャとは、赤い球と青い球のチームに分かれて行う
競技です。白い球は１球だけで的になり一番近づけ
た色のチームが勝ちです。
参加者は「球を投げる力加
減が難しかったけど楽しか
った。また挑戦したいです」
と笑顔でした。

中央公民館で科学実験教室が開催され、小学３〜
６年生５人が参加しました。空飛
ぶ電気クラゲ実験やダイラタンシ
ー現象実験などを体験。巨大空気
砲実験では、大きな箱に溜めた煙
が一気に穴から飛び出すと子ども
たちはびっくり。最後に「家でも
やってみたい」と発表しました。
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道内の感染者確認から１年

日

世界中で猛威を振るう新型コロナ

ウイルス感染症︒令和２年２月

月

日現在で１６８人となりました︒

目の感染者が公表され︑令和３年１

市内では令和２年３月６日に１人

市市内の状況も一変

響を与えています︒

経済・教育など︑あらゆる分野へ影

約１年が経過しました︒現在も医療・

に道内初の感染者が公表されてから︑

14

ここでは︑コロナ下で感染症対策

12

12 18

R2.3

5

7

と普段の取り組みとの両立に尽力す

168

160

R3.1 月

離を取るなど︑生活が一変しました︒

ケットなどでレジの列に並ぶ時は距

行事が延期や中止に︒スーパーマー

て３密を回避︒学校ではさまざまな

会社ではテレワークなどを取り入れ

22

市内の感染者数の累計

（１月22日現在）

80

る皆さんの声を聞きました︒

115

120

11

9
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40

人

200

市役所でも感染症対策を徹底。窓口では飛
市役所でも感染症対策を徹底。窓口では
飛沫防止の仕切り越しに対応します。

特集

コロナ下で 声
さまざまな
を聞く

問合せ 政策広報課（☎372‑3311・内線3412）
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医療機関

始し︑９月に設置となりました﹂と

とにかく人との接触を避けて
ロナ下で闘う医療従事者の皆

保育園

立保育園は市内に３園あり︑

﹁手洗いうがいの徹底や登園前の

上︑ぜひ参加してください﹂

の場になりますので︑感染症対策の

トです︒親にとってもリフレッシュ

以外も参加できる子育て支援イベン

対象のすくすく広場は︑園の利用者

とも大切だそう︒﹁就学前の子と親が

子育て中は︑親同士で交流するこ

親も息抜きを

保保護者や子どもたちの協力に感謝
市

ます︒子どもたちが安心して登園で

０〜５歳の子を受け入れてい

査可能としていましたが︑現在は検

きるよう︑各園で足並みをそろえて

コ
今井さん︒当初は１日最大

ため︑さまざまな工夫で感染症対策
査対象者の増加に対応している状況

人を検

さん︒通常医療と両立させる

に取り組んでいます︒
無症状の方から感染することも多い

感染症対策を徹底しています︒

感染症対策のため
新たな取り組みを開始

といわれています︒今はとにかく人
との接触を避けるようお願いします﹂

年齢や場面に合わせて対策

で す︒﹁新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 は

10

北広島中央クリニック

﹁定期的に通院している方に向け

検温︑３歳以上の子はマスクを着用

昼食時は手作りの仕切りで飛沫
を防止

てオンライン診療を開始しました﹂

するなど︑協力をお願いしています﹂

と話すのは︑すみれ保育園園長の橋

本なつみさん︒２歳以下の子はマス

クの着用ができないため︑抱っこな

どの際には特に気を付けているそう

すみれ保育園

と話すのは︑北広島中央クリニック
院長で北広島医師会会員の今井良成
さん︒以前からオンライン診療の導
入を検討していましたが︑感染症拡

今井良成さん
院長

大を機に運用を開始したといいます︒

です︒

行事は来園者数を制限し︑保護者

の皆さんの協力で実施︒子どもたち

も日頃から対策に協力してくれ﹁く

しゃみの時は口を押さえるんだよ﹂

と友達に呼び掛けるなど︑積極的に
取り組んでいるといいます︒

﹁各園でも消毒の徹底など感染症

拡大防止に努めています︒引き続き

橋本なつみさん

園長

感染が疑われる方と一般の患者の
接触を避けるため︑院内に専用の部
屋を増設するなど設備面での感染症
対策も強化したそうです︒

ＰＣＲ検査センターの利用状況
﹁市から北広島医師会にＰＣＲ検
査センターについて話があったのは︑

第１波が発生した３月〜４月のこと

保護者の皆さんのご理解とご協力を
お願いします﹂

− 2021.2.1
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です︒その後︑感染者数は減少しま
したが︑再拡大を想定して準備を開

感染の疑いがある方は専用口か
ら入り、専用の部屋で診察する

食食料品店

のため外出を控えたいという相談を

市民のニーズに対応していきたい
たちの食生活を支える食料品

介護付有料老人ホーム

時間常駐し︑

掃除や洗濯︑介助サービスな

護スタッフが

応していますが︑遠方の家族 やペッ

しています︒面会はオンラインで対

安心して暮らせる施設づくりを
介

入居者の皆さんが安心して施設生

受け︑対象地域を拡大しました︒
﹁市には︑従業員が感染した場合

重症化しやすいといわれる高齢者が

活を送れることが一番︑と長坂さん︒

店︒日常生活になくてはなら

ない存在であることから︑感染症対
の風評被害対策などもお願いしたい

暮らす中で︑職員の皆さんは感染症

トに会える点などが好評です﹂

策を実施しながら通常の営業を維持
です︒感染者数は増減を繰り返して

どを提供する介護付有料老人ホーム︒

しています︒

﹁家族の皆さんに安心して任せても

﹁施設・手指の消毒やマスクの着

徹底していきたいです﹂

らえるよう︑引き続き感染症対策を

対策に取り組んでいます︒

しい物をたくさん食べて乗り切りま
しょう﹂

ショッピングつむら

客層にも変化が
﹁感染症拡大前と比べ︑来店のお
客様は減少しました︒それぞれが 外

用︑職員や入居者の皆さんの検温な

どを行ない︑体調の変化を見逃さな

いよう努めています﹂と話すのは介

護付有料老人ホーム悠々の施設長・

介護付有料老人ホーム悠々

出を控えている結果だと思います﹂
と話すのはショッピングつむら店長
の津村健さん︒感染症拡大以降︑自
宅で過ごす時間が増えたことから地

長坂公宣さん︒感染症対策の研修を

何度も行い知識を深めていますが︑

高齢者施設などでのクラスターに関

するニュースを聞くと︑緊張感 が高
まり不安が尽きないといいます︒

制限の中で精一杯の対応を

コロナ下では入居者の家族を含め

施設の出入りを制限︒﹁外出行事など

のイベントを中止せざるを得ないこ

ともありますが﹃今の状況では仕方

大画面のテレビを利用したオン
ライン面会の様子

緊張と不安の日々

いますが一喜一憂せず︑地元のおい

私

24

ないね﹄と温かい声をいただき感謝

長坂公宣さん

施設長

津村健さん
店長

元の野菜や特製ジンギスカンなどが
特に売れるようになりました︒
来店者が減少する一方で︑札幌に
住む方が来店する割合は増えたそう︒

﹁北広島のような郊外の方が︑札幌
に比べ密になりにくいと考える人が
多いからではないでしょうか﹂

個別宅配の対象地域を拡大
これまでは市内の一部地域で個別
宅配に対応していましたが︑コロナ
下により利用者が増加︒感染症対策

レジ前の手作り飛沫防止シート
は、改良を重ね現在２代目
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和２年３月２日から︑全国の

調管理に気を付けたいと話してくれ

寝早起きなど︑高校受験に向けて体

学校

学校が一斉に休校となりまし

感感染症対策と教育活動の両立を

令

ました︒

校︒﹁登校時の健康状態把握や校内の

た︒登校再開後も行事が中止や延期

﹁休校になると聞いた時は︑受験

換気・消毒などを継続して行ってい

学校での取り組みについて

があるのに大丈夫かなと不安でした﹂

ます﹂と教頭の折田道啓さんが話し

になるなど︑これまでの学校生活か

と当時を振り返るのは︑緑陽中学校

てくれました︒﹁生徒の健康・安全面

ら一変しました︒

３年の山田詩織さん︒休校中は勉強

に最大限配慮し︑教育活動を進めて

文部科学省のマニュアルに基づき

のほか︑ユーチューブを見たり音楽

います︒地域や家庭︑学校が一体と

感染症対策を徹底している緑陽中学

を聴いたりして自宅で過ごしました︒

なって対策をすることが大切だと思

初めての全国一斉休校

休校が明けたのは５月７日︒﹁久し

います︒互いに思いやりの心を持ち︑

３年

折田道啓さん
山田詩織さん

ぶりに友達に会えてとてもうれしか

教頭

この状況を乗り越えましょう﹂

緑陽中学校

ったです﹂

学校行事にも変化が

﹁覚悟はしていましたが学校祭な

どの行事内容が変更になり︑がっか

りしました︒修学旅行は行き先が京

都から道内に変更となりましたが︑

とて も楽しく充実したものになりま

した﹂と山田さん︒引き続きマスク

の着用や手洗い・うがいの徹底︑早

コロナ下で
さまざまな 声 を聞く

市からのお願い
まずは電話で相談を

５つの場面に注意して

けんたいかん

せきや発熱、倦怠感など新型コロナウイルス
感染症が疑われる症状がある方は、医療機関で
の感染拡大を防ぐため、かかりつけ医や身近な
医療機関に連絡し、診療が可能か確認してくだ
さい。
かかりつけ医などがいない方や相談先が分か
らない方は、次の相談窓口へ連絡してください。

相談窓口
北海道新型コロナウイルス感染症健康相談
センター（☎0800-222-0018・通話料無料）
24時間対応
耳の不自由な方など向け専用ファクス
（FAX 206-0732）
＊相談様式に記入し送信してください。相談
様式は道のホームページからダウンロードで
きます。
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年度末は人が集まる機会が多くなります。感
染症対策を徹底しましょう。対策を取っていな
い場合は参加を控えてください。人が集まる場
合は少人数で静かに会話し、短時間で終わらせ
ましょう。

感染リスクが高まる５つの場面
飲酒を伴う懇親会など
大人数や長時間に
およぶ飲食
マスクなしでの会話
狭い空
間での共同生活
居場所の切り替わり

引き続き、気を引き締めて対策を
道内初の感染者確認から約１年がたちますが、い
まだに終息の見通しが立っていないのが現状です。
現在、さまざまな分野の方が感染症対策に全力で
取り組んでいます。引き続き、気を引き締めて感染
症対策に取り組みましょう。
感染症に関する市の取り組みは、広報紙や市ホー
ムページでお知らせしています。

兄弟でプロのスノーボーダー

加来 優生さん（兄）
加来 秀生さん（弟）
かく・ゆうせい 札幌新陽高校２年
かく・しゅうせい 大曲中学校３年
大曲柏葉在住。
兄弟そろって、ＳＡＪ全日本スキー
連盟国内強化指定選手・北海道スキ
ー連盟強化指定選手に選ばれている。

スノーボードを始めたきっかけ
兄弟でプロのスノーボーダーとし
て活躍している加来優生さんと秀生
さん︒
小学生の時︑両親がスノーボード
ってみたいと思ったのがきっかけだ︒

を滑っていたのを見て自分たちもや

体幹や筋力のトレーニング︑空手の

稽古を行い体を鍛え上げた︒

今後の目標

スノーボードの魅力は恐怖心︑緊

張感︑高揚感の中で技を決めること︒

兄の優生さん

弟の秀生さん

いる︒２人の活躍に期待したい︒

選手の育成にも携わりたいと考えて

進し︑将来はオリンピックを目指す

方などへの感謝の気持ちを忘れず精

今後もサポートや応援してくれる

と熱く語った︒

われ︑出場できたら最高に幸せです﹂

ここでビッグエアーの国際大会が行

クは北広島の象徴になると思います︒

取ることです︒建設中のボールパー

オリンピックに出場し︑金メダルを

で活躍することだそう︒﹁夢は兄弟で

く︑国内の公式戦や海外の大会など

今後の目標はプロの試合だけでな

る︒

うため︑動画をＳＮＳで発信してい

の魅力をたくさんの方に知ってもら

グエアーだそう︒スノーボード競技

得意種目はスロープスタイルとビッ

＊
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＊スノーボードのフリースタイルスキー競技の一つ。
スロープスタイル…アイテムと呼ばれる障害物やエア（技）を見せるジャンプ台などが配置されたコースを滑る競技。
ビッグエアー…急傾斜面を滑り降りて、踏み切り台から空中に飛び出しエア（技）を見せる競技。

父の同僚がインストラクターだった
ことから滑り方やターン︑ジャンプ
などの基礎を教えてもらった︒その
後︑元オリンピック選手やプロに出
会い︑滑り方やジャンプの格好良さ
に衝撃を受ける︒﹁プロのスノーボー
ダーになりたい﹂と強く思うように
なり︑２０１９年のほぼ同時期に兄
弟でプロの資格を得た︒
何事も諦めない精神
父と祖父が空手道場の師範だった
こともあり︑幼い頃から空手を続け
ている︒空手道を通して学んだ礼儀
作法や何事も諦めずに取り組む姿勢
などは︑スノーボード競技にも生か
すことができている︒
昨年︑全国各地のスノーボードの
大会に出場する予定だったが︑新型
コロナウイルス感染症の影響で全て
の大会が中止に︒トレーニングで使
用 す る 体 育 館 な ど も 閉 鎖 に な っ た︒
自粛中は自分たちの足りない部分な
どを兄弟で話し合い︑祖父の道場で

冬季五輪に兄弟で出場したい

昭和
年から行われてきた﹁ふ

れあい雪まつり﹂︒今年も開催予定

染症対策のため中止になりました︒

年までは北広公園横広場

でしたが︑新型コロナウイルス感

平成

︵現在の芸術文化ホール臨時駐車

年

20

場︶で行われ︑雪像が数台並ぶ手

作り感あふれるものでした︒

からは総合体育館横のイベント広

場に会場を移し︑寒地焼肉まつり

や花火大会などたくさんの催しも

来年は楽しい雪まつりが開催さ

行われるようになりました︒

れるといいですね︒

昭和61年・初めての雪まつり

19

61

平成８年・雪まつり会場

平成９年・手作りの雪像

平成17年・シャンシャン馬そり

平成20年からの雪まつりの様子

ΞȜζ

ΑεȜΜ

安全で安心な交通社会のために

北広島自動車学校
スポーツができる
よろこび
制限と我慢が続く中で実施
が決まった運動会に、全校み
んなが沸き上がりました。
当日は真っ青な晴天の中、
思いっ切り走り、跳び、体を
小舘翼さん
動かしました。そうして僕た
ちは、体を動かす気持ち良さ
東部小学校６年
を実感したのです。閉会式に
（児童会長）
は、勝ち負けや得意・不得意
に関係なく、思いっ切り競い合えた、すっきりした喜
びがあふれていました。
東部小の校舎からは、ボールパークを建設する何本
ものクレーンが見えます。ボールパークが完成する頃
には肩を組んで、大きな声で応援できるようになって
いることを願い、みんなで工夫しながら、今できる方
法で体を鍛えていこうと思います。

9
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所在地
共栄16‑1
問合せ
☎373‑4811
北海道公安委員会の指定を受け、平成15
年９月に開校しました。第１種自動車運転
免許全種の取得が可能です。
安全で安心な交通社会を実現するため、
運転教育の役割を担っています。また、地
域の交通安全教育センターとして高齢者を
対象とした交通安全講習会や各種イベント
にも積極的に参加し、交通安全啓発に取り
組んでいます。
当校には広々としたコースがあり、指導
員も経験豊富なベテランが多数おり、一人
一人の教習生に満足していただけるよう充
実した教習に努めています。
＊北広島市商工魅力発信事業と連携して、市内の
企業を紹介しています。

ࣽ ͈
͈ࣽ

̵̤ͣ
̵̤ͣ

ΠάΛ·Α

北広島市役所

☎ 372‑3311

ホームページ https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/

記載がないものは無料です。指は指定管理者です。
申し込みが必要で日付の指定がない場合は、発行日以
降、各施設の最初の開庁・開館日から受け付けます。

૧̱̩ইͥ৾ͤ͘ழ͙͞ఱ୨̵̤̈́ͣͬત̱̳ٚ͘

新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ
ひとり親世帯臨時特別給付金の
申請期限が近づいています
該当する方で申請していない場合は、
期限までに申請してください。

小規模事業者臨時支援金・
中小企業者等家賃支援金の
申請期限 延長します

申請期限
２月28日

対象
①令和２年６月分の児童扶養手当を
受給している方

申請
不要

集中対策期間が２月15日まで延長されました
道は、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大
の中、道内でも再拡大が懸念されるため、集中対策期
間を１カ月延長しました。緊急事態宣言の対象地域と
の不要不急の往来を控える、できるかぎり同居してい
ない人との飲食をやめ感染リスクを回避する行動を取
るなど、感染予防対策の徹底に協力をお願いします。
問合せ 健康推進課（内線1205）

必要

①②の対象者のうち新型コロナウイ
追加
ルス感染症の影響で、収入が大きく
給付
減少していると申請した方
問合せ

２月15日

申請に必要な書類の準備に時間がか
かる場合があるため、感染防止に取り組む小規模事業
者などへの支援金の申請期限を延長します。
問合せ 商工業振興課（内線4613）

②公的年金などを受けていることに
より児童扶養手当を受給していない
基本
方（年金の額が児童扶養手当の支給
給付
制限限度額以内）
③新型コロナウイルス感染症の影響
で、直近の収入が児童扶養手当の受
給対象となる水準にまで減少した方

申請期限

＊感染症対策や各種支援について詳しくは、
市ホームページ「くらしの情報→健康・医
療→新型コロナウイルス関係」をご覧くだ
さい。

子ども家庭課（内線2214）

国民年金の保険料納付を忘れずに
保険料の納付は期限までに

納付方法によって保険料が割り引かれます

保険料を期限までに納めないと、年金を受け
取れないことがあります。毎月の保険料は、
日本年金機構から送付される納付書で納付対
象月の翌月の末日までに納めましょう。
金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで
納付できます。

■前納・口座振替 ２年分か１年分、６カ月分をまとめて前納
すると、保険料が割り引かれます。クレジットカードでの支払
いも可能です。口座振替で前納する方は、２月28日までに新さ
っぽろ年金事務所に申し込んでください（令和２年度に口座振
替で前納した場合は不要)｡
■早割 月々の保険料を口座振替の早割で納付すると、年間600
円（月額50円）割り引かれます。

経済的な理由などの場合は、納付が免除・猶
予される制度があります。
申込み 新さっぽろ年金事務所（☎892‑9313）
か市役所保険年金課、西部・大曲・西の里出
張所
令和３年度の保険料は、本紙４月１日号で
お知らせします。

令和２年度の場合

納付が難しいときは

問合せ

毎月納付
年間
198,480円

現金、クレジットカードで１年分前納
年間194,960円（3,520円お得）
口座振替で１年分前納
年間194,320円（4,160円お得）
＊口座振替で２年分前納した場合、
15,840円お得になりました。

保険年金課（内線2122）

− 2021.2.1

10

̵͈̤ࣽͣ information
トピックス

確定申告・住民税申告はお早めに

生 活

申告の日時・会場

申告に必要な書類など

市内での申告

募 集

マスクを着用し、会場では消毒・検温にご協力を
お願いします。発熱など体調に不安がある方は来
場を控えてください。

市民参加

期間 ２月５日㈮〜３月15日㈪
市役所＝９時〜16時
時間
市役所以外＝９時30分〜16時
＊11時30分〜13時は受け付けを休みます。
会場
日程

健康 福祉

２月５日㈮・８日㈪〜10日㈬・
12日㈮・15日㈪・16日㈫・22
市役所１階多目的室
日㈪、３月１日㈪・２日㈫・
８日㈪〜10日㈬・15日㈪

催 し
子育て

団地住民センター

２月17日㈬〜19日㈮
＊上履きを持参してください。

大曲会館

２月24日㈬〜26日㈮

西の里会館

３月３日㈬・４日㈭

農民研修センター

３月５日㈮

夢プラザ

３月11日㈭・12日㈮

ふれあい

受付番号ごとに時間を指定して会場に案内します。
指定の時間まで自家用車や自宅で待機するなど、
待合室の混雑防止にご協力をお願いします。
＊対象は、市内にお住まいで住民登録がある方です。
＊初年度の住宅借入金等特別控除、雑損控除、土地建
物・株式の譲渡所得などの申告や相談は受け付けませ
ん。札幌南税務署で申告してください。
＊営業・不動産所得などの収支内訳書の
作成や相談は行いません。事前に作成し
て来てください。
定員
午前＝先着80人
午後＝先着100人
＊農民研修センターだけ午前は先着60人、午後は先着
80人です。
＊新型コロナウイルス感染症対策のため、例年より定
員が少なくなっています。

税務署での申告
期間 ２月16日㈫〜３月15日㈪
２月21日㈰
（土・日曜、祝日を除く）
・28日㈰
時間 ９時〜16時
日曜に申告を
会場 札幌南税務署（札幌市豊平区
月寒東１条５丁目3 4・☎555‑3900） 受け付けます
＊住民税の申告は受け付けません。
入場整理券が必要です。無料アプリLINEで事前に
発行するか、当日会場で受け付けをして受け取っ
てください。混雑している場合は、早めに受け付
けを終了することがあります。
電話での予約はできません。

11
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源泉徴収票の原本や収支内訳書、個人年金の支払調
書など収入が確認できるもの
ٴマイナンバーカードや通知カードなどマイナンバー
を確認できる書類の写し
＊通知カードの場合、自動車運転免許証や健康保険証
など本人確認書類の写しが必要です。
＊配偶者（特別）控除・扶養控除・障害者控除の対象
となる方も、マイナンバーの記載が必要です。
ٴ申告者本人名義の銀行などの口座情報が分かるもの
（還付金がある方だけ）
ٴ申告する内容により、以下のもの
必要書類など
国民健康保険税・後期高齢者医療保
険料・介護保険料の納付証明書など
社会保険料
国民年金保険料の控除証明書など
控除
＊源泉徴収票に記載されている場合は
不要です。
生命保険料
控除

生命保険料の控除証明書

地震保険料
控除

地震保険料の控除証明書

配偶者控除・
配偶者特別
控除

配偶者の源泉徴収票など

障害者控除

身体障害者手帳や療育手帳など
障害者控除対象者認定書（介護保険
の要介護認定者のうち、対象となる方）
医療費控除の明細書
注意してください

医療費控除

寄附金控除

昨年度までは医療費の領収書で申
告できましたが、令和２年分から
は、医療費控除の明細書がなけれ
ば申告できません
寄付した先からの領収書など

混雑を避け、自宅で確定申告を
確定申告の会場は例年、大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症対策のためにも、申告
会場ではなく自宅から、パソコンやスマートフォ
ンなどを使ったe-Tax（イータッ
クス）での申告をお願いします。
詳しくは、国税庁ホームページを
ご覧ください。
問合せ

税務課（内線3703）

ਨઁਣ૽ਚ

Ⓖјќїђјјіі
Ⓖјќїђјјіі

ペットを飼う皆さんへ
飼い主には、ペットが快適で
安全に暮らせるように環境を
整え、社会や近隣の住民に迷
惑を掛けないようにする責任
があります。
ペットを飼うときは、次のこ
とを心掛けてください。
◆家族の一員として最期まで愛情を持って飼う
ペットを飼うことは、その命を預かるということです。
飼いたい動物の特性や飼育に必要な環境について調べ、
自分の生活が変わっても飼い続けられるかを検討しま
しょう。尊い命を大切にし、家族の一員として最期ま
で愛情を持って面倒をみましょう。
◆飼う前にペットにかかる費用を検討する
狂犬病予防注射や各種ワクチンなどの接種費用、去勢・
避妊手術、予期しない病気などペットにかかる費用に
ついても十分検討しましょう。
◆飼い主の名前や連絡先が分かるよう、迷子札をつける
首輪や迷子札、鑑札、注射済票、マイクロチップは災
害などで逃げてしまった時にも役立ちます。

犬を飼うときのルールとマナー
4

4

◆ふん・尿は必ず片付ける
公園や道路、家の前などで始末をしていない犬のふん
を見掛けたり、春に雪の下から出てきたりすることが
あります。散歩中のふんは必ず持ち帰りましょう。
尿は、なるべく自宅の敷地内でさせましょう。散歩中
にさせるときは、周りの方の迷惑にならないよう綱で
管理しましょう。
◆外で飼う場合はおりなどに入れるか、鎖でつなぐ
鎖は２ｍ以内のものにしましょう。すり減っていない
か、首輪が抜けやすくなっていないかを確認しましょ
う。
◆散歩するときは綱を引く
犬を放して散歩させるのはやめま
しょう。子どもを追い掛けたり、
人をかんだりする事故が毎年起き
ています｡｢うちの犬は大丈夫」と
思っていても、周りの方には迷惑
です。散歩中は、綱を短めに持ち
ましょう。
◆無駄ぼえを減らす
無駄ぼえを減らすには、犬が吠える原因を取り除くこ
とが大切です。さらに根気強いしつけとストレスをな
くすための適度な運動が必要になります。周りの方に
迷惑が掛からないようにしましょう。
◆狂犬病予防注射を受けさせる
毎年４月上旬ごろ、畜犬登録をした方に狂犬病予防注
射の案内を送付していま
す。動物病院での予防注
射や、市内の公園や会館
などで実施する集合注射
を、必ず受けさせましょ
う。

啓発看板の貸し出し
自治会・町内会や個人の方に貸し出
します。看板面は縦60㎝×横40㎝で、
高さは140㎝です。
＊数に限りがあります。

飼い犬がいなくなったときは
捜しても見つからないときは、環境課や最寄りの交番、
千歳保健所（☎0123 23 3175）に連絡してください。
◆放浪犬の管理手数料
市が放浪犬を捕獲・保護したときは、市役所で一時保
護します。３日たっても飼い主が見つからない場合は、
保健所へ搬送します。市から犬を引き取るときには、
手数料がかかります。
手数料
返還手数料 １頭＝8 5 0 円
飼養管理手数料（２日目以降） １頭１日＝1,200円

猫に関する苦情・相談が寄せられています
◆野良猫を増やさない
猫が家の周りをうろうろ
しているので捕獲してほ
しい、子どもを産んだの
で何とかしてほしい、庭
や畑を荒らされて困るな
どの苦情・相談が寄せられています。
猫は、市が直接捕獲できる法律的な根拠がありません。
不妊・去勢手術をせずに放し飼いにするなど、近隣の
住民に迷惑を掛けることがないようにしましょう。
病気や交通事故、行方不明になるのを防ぐためにも室
内で飼い、一目で飼い猫と分かるように首輪などを着
けましょう。
◆室内で飼う場合も不妊・去勢手術を
不妊・去勢手術をしないでいると、
飼い主の知らない間に子猫が生まれ、
世話をできなくなることがあります。
不妊・去勢手術は病気の予防やスト
レスの軽減、マーキング行為の減少
にもつながります。
必ず不妊・去勢手術をしましょう。

動物を遺棄・虐待した場合の罰則が
強化されました
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正さ
れ、令和２年６月から罰則が強化されました。
殺傷した場合は５年以下の懲役、または500
万円以下の罰金が課せられます
遺棄・虐待をした場合は１年以下の懲役、ま
たは100万円以下の罰金が課せられます

問合せ

環境課（内線4114）

− 2021.2.1
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パブリックコメント

生 活

皆さんの意見を募集します
皆さんの意見を募集します

募 集

■子どもの読書活動推進計画（第３次）
内容 子どもたちの読書活動を推進
するための基本的な方針について
提出期限 ３月２日
担当課 図書館（〒061‑1121中央６
丁目2 1・FAX373‑6664・電子メー
ルlib@city.kitahiroshima.lg.jp・☎373ｰ7667）

市民参加
健康 福祉

■芸術文化振興プラン（第２次）
内容 芸術文化振興を推進するための計画について
提出期間 ２月５日〜３月６日
担当課 芸術文化ホール（〒061‑1121中央６丁目2 1・
FAX372‑3066・電子メールart@city.kitahiroshima.lg.jp・
☎372ｰ7667）

■水道ビジョン・経営戦略
内容 水道ビジョンと水道事業経営戦略を統合した計
画について
提出期間 ２月５日〜３月８日
担当課 経営管理課（〒061‑1192住所不要・FAX376‑
9147・電子メールkeiei@city.kitahiroshima.lg.jp・内
線4302）
提出方法 住所・氏名・電話番号・意見を記入（様
式自由）し、直接か郵送、ファクス、電子メール
で担当課
＊内容や結果は担当課と各出張所、団地住民セン
ター、エルフィンパーク、図書館、中央公民館、
夢プラザ、市ホームページ「パブリックコメント」
でご覧になれます。

催 し

vol.32

問合せ
ボールパーク推進課（内線3632）

子育て
ふれあい

ٳट
ࠨ

δȜσΩȜ·ΑζͼσίυΐͿ·Π

ˎ
ˎĳĲ
ؙ
Ĳıশȡ
শȡĲĳশ

市と吉本興業の連携プロジェクトとして、ボールパークの
魅力と可能性を芸術やアートの分野から体感するイベントを
開催します。申し込みが必要です。

ࠝاγȜσڰ൲
講師

ゲスト出演

コロネケン

Satoly

スクランブル

対象 市内にお住まいの小・中学生
＊保護者は同伴できます。
内容
ボールパークビジョンワークショップ
よしもとにぎやか紙芝居アート制作
ミニお笑いライブ
申込期限 ２月15日
申込方法 市ホームページ「ボールパーク特
設サイト→イベント情報」にある専用フォー
ムに入力し送信するか、電話でボールパーク
推進課

૧ݩા͈ୱ௨̦ࠝاγȜσͅ؍ഴા
ボールパーク推進期成会プロジェクトチームは、商工会青年部や星
ボールパーク推進期成会プロジェクトチームは、商工会青年部や
星
槎道都大学、ボランティアの方と連携して新球場の雪像を制作し、芸
槎道都大学、ボランティアの方と連携して新球場の雪像を制作し、芸
術文化ホールの横に展示します。夜間には雪像をライトアップする予
定。詳しくは、期成会プロジェクトチームのツイッター
定。
詳しくは、期成会プロジェクトチームのツイッター（＠kitahiro̲
bppt）をご覧ください。

13
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こちらからも
申し込むこと
ができます

２月中に完成予定。
お楽しみに

？

ਨઁਣ૽ਚ

暮らしに役立つ情報を
お知らせします

︿保健福祉部﹀

ワクチン接種調 整 担 当 参 事 ︵ 兼

12

務︶ 髙嶋真一

問合せ 職員課︵内線３３０２︶

農地の賃借料

令和２年１月〜 月の農地の賃

借料をお知らせし ま す ︒ 賃 借 料 決

屋根から落ちる
氷雪に注意

屋根の雪や氷︑つららは︑気温

がマイナス３度からプラス３度く

らいに上昇したときに落ちやすく

落とすときは︑歩行者や遊んで

なります︒早めに落としましょう

いる子どもに注意してください

普段から︑軒下や道路で子ども

を遊ばせないようにしましょう

屋根の雪が道路などに落ちる建

物には︑事故防止のための雪止め

◆Ｃエリアの工事

を付けましょう

平成30年９月６日に発生した北海道胆振東部地震で、
住宅地ののり面や擁壁の崩落など、大きな被害を受けた
大曲並木３丁目地区。現在、国の支援を受け、復旧・復
興に向けた対策工事を行っています。
工事箇所をＡ・Ｂ・Ｃの３つ
◆工事箇所
のエリアに分け、宅地の崩落を
Ｃエリア
防止するための対策工事を進め
てきました。
しんちょく
Ａエリア
２月１日時点での進捗は、Ｃ
エリアの対策工事が完了しまし
た。その他も令和３年度中の完 Ｂエリア
了を目指しています。

建築課︵内線４２０５︶

大曲並木３丁目地区の復旧・復興工事

問合せ

〜

876

指定水道工事事業者

出口住設︵札幌市白石区・☎

◆新しい給水装置工事事業者

水道施設課

０７３８︶

問合せ

︵内線４３１２︶

13

༥̱͈ͣ
̵̤ͣ

定の目安としてく だ さ い ︒ 契 約 す

中の沢・北の里・南の里・西の
畑（飼料畑）
4,600 5,000 3,000 ５
里・島松

る際は貸し手と借 り 手 の 両 者 で 十

7,600 10,000 5,000 ７
畑（普通畑）富ヶ岡・北の里・南の里・西の里 8,500 10,000 6,000 10
（参考）市全体
8,100 

17
輪厚・島松・仁別

分協議してくださ い ︒

9,400 13,000 5,000 36

新型コロナウイルス感染症対策

共栄・富ヶ岡・北の里・輪厚・
田（転作田）
南の里・中の沢・三島

༡ ਬ

で学びます︒修了者は︑まるごと

データ
数

11,000 12,000 9,000 ４

田（水田） 中の沢・南の里

まちを好きになる
市民大学 期生

きたひろ博物館員に認定します︒

時

＊データ数は集計 に 用 い た 契 約 数

分〜

で︑金額は全て ａ 当たり︑１０

平均額 最高額 最低額

のため︑開催予定のイベントなど

が︑中止や延期になる場合があり

ます︒詳しくは︑市ホームページ

をご覧になるか︑担当課や各団体

などに問い合わせてください︒

イベントなどに参加する場合は︑

マスクを着用してください︒

 ڰ

市役所の組織が
一部変わりました

新型コロナワクチンの接種に関

する体制を確保し︑円滑な接種を

実施するため︑保健福祉部内にワ

クチン接種調整担当参事を新設し

ます︒

一緒に学びを深めませんか︒

時

広葉交流センターほか

12

地域

市内の自然や歴史などを２年間

０ 円未満を切り捨 て て い ま す ︒

日時

人事異動

問合せ 農業委員 会 事 務 局 ︵ 内 線

30

市では︑２月１日付けで人事異

４７０２︶

原則土曜

動を発令しました︒課長職以上の

会場

異動は︑次の通りです︒

10

10

単位：円／年

Ⓖјќїђјјіі
Ⓖјќїђјјіі

高齢者の豊かな知識と経験を生かす
シルバー人材センター（共栄町３丁目12‑1･☎373‑6763）

今までの知識と経験を生かし退職後の
時間を楽しく、健康に過ごしませんか
対象は、市内にお住まいのおおむね60歳以上。健康で
働く意欲があり、シルバー人材センターの趣旨を理解し
てくれる方なら誰でも会員になれます。
入会説明会（事前に申し込んでください）
日時 ２月25日㈭ ９時30分から
会場 シルバー活動センター
会費 年額2,500円
＊初年度会費は入会月により変わります。

Ιή·υȜ

大曲並木３丁目

〜会員になると仕事の他に何ができるの？〜
施工前
施工後

Ａエリア＝大曲並木３丁目２番地北側
Ｂエリア＝大曲並木３丁目２番地南側
Ｃエリア＝大曲並木３丁目６番地

問合せ 災害復興支援課（内線3362）

講習会を無料で受講できます
網戸張り、せん定、木工、冬囲い、包丁研ぎ、園芸、料理など
会員同士の交流の場に参加できます
日帰り旅行、１泊旅行、新年交流会、ボランティア活動など
− 2021.2.1
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̵͈̤ࣽͣ information

にじいろカフェ当事者会
屋 内で誰でもできる簡 単 な 野 球

リアル野球盤体験教室

など︵全 回程度︶
２ 年目＝

参加料 １００円

北海道社会福祉協議会では、失業などで日常生活に困っており、貸し付けを受けることで生活の立て直しや経済的
自立が見込まれる世帯に資金を貸し付けています。貸し付けには、原則として法に基づく自立支援事業の支援を受け
る必要があります。

１ 年目＝北広島の歴史︑
ひきこもり状態 に
体験ゲームです︒ルールを覚えな

＊履き慣れた靴と動きやすい服装

〜３３

時

細

日にエコミ

総合支援資金（生活費などの貸し付け）のご案内

内容

ある方が自由に過 ご

自然︑地誌︑エコミュージアム論
自然遺産︑歴史遺産︑エコミュー
がら楽しみませんか︒

中央公民館

＊直接︑会場に来 て く だ さ い ︒
で来てください︒

時〜

市内にお住まいの方

対象

先着

日㈫

会場
人

定員

会場・問合せ き た ひ ろ し ま 暮 ら

時

せる居場所です︒ カ

時 分

日時 ２月

月 日㈭

しサポートセンタ ー ぽ る と ︵ 栄 町

３２︶

生涯学習振興会︵☎・

日までに東部地区

申込み ２月

〜６４８０︶

広葉交流センター

時〜

企画展﹁開拓者の足跡﹂
関連事業・布ぞうりを
つくろう！
ぞうりは開拓者に

って現代風の布ぞう

のでした︒古布を使

した後︑森を歩き な が ら 動 物 の 足

時

とって欠かせないも
日㈯ ９ 時 〜

りを作りませんか︒
日㈯
会場

北海道開拓の村学芸員

日時 ２月
講師

自然保護監視員 森下徹さん

川健裕さん

定員 先着 人

持ち物 筆記用具

定員

＊小学４年以下は保護者同伴です︒

人

＊かんじきと双眼 鏡 は 貸 し ま す ︒
ださい︒

持ち物

子育て

〜０１８８︶

催 し

ふれあい

ュージアムセンター知新の駅︵☎

申込み ２月２日〜

昼食・飲み物・はさみ

＊動画鑑賞だけの 参 加 希 望 者 は ︑

先着
＊暖かく動きやすい服装で来てく

講師

集合場所 市役所４階会議室

日時 ２ 月

対象 小学生以上

跡や植物の様子を観察しませんか︒

冬の動物たちの 様 子 を 動 画 鑑 賞

自然観察会

ट ⅅ

ル２階・☎

１丁目５〜２北広島エルフィンビ

＊時間内は出入り 自 由 で す ︒

日時

も用意しています ︒
時〜

ードゲームや本な ど

複数科目を選択
定員 先着 人
１年目＝４０

日までにエコミュ

２年目＝２０００円

受講料︵年額︶
００ 円
申込み ３ 月

15

健康 福祉

60万円以内

一時
生活
再建費

14

２月 日までに環境課︵内

相談してください ︒
申込み

線４１１３︶

市民参加

住宅
入居費

30

ジアム論など︵全 回程度︶から

373

募 集

生活
支援費

ージアムセンター知新の駅︵☎
〜０１８８︶

࠲ ࢫ₊ ছ
こころの健康相談

分から

対象 心の健康について悩んでい
る方か家族
時

会場 恵庭市保健センター︵恵庭

日時 ２月９日㈫
市緑町２丁目１〜１えにあす︶
相談員 精神神経科医師︑保健師
＊相談日以外も千歳保健所への来
所や電話で相談を受け付けます︒
〜３１７５︶

申込み ２月５日までに千歳保健

生 活

お知らせ

所︵☎０１２３〜

トピックス

＊北海道新聞と朝日新聞、読売新聞、毎日新聞を購読
している方には折り込みで届けています。購読してい
ない方には郵送しますので、希望する方は連絡してく
ださい。

社会福祉協議会の広報紙「明るいまち」
は２月・６月・10月の年３回発行してい
ます。

貸付額
月額20万円
以内（単身
世帯は15万
円以内）
40万円以内

内容
生活再建までに必要な生
活費用
＊貸付期間は原則３カ月
（最長12カ月以内）です。
敷金・礼金など、住宅の
賃貸契約を結ぶために必
要な費用
生活を再建するために一
時的に必要であり、日常
生活費で賄うことが困難
な費用

種類

対象 次のいずれにも該当する世帯
収入の減少や失業などで、生活の維持が困難な低所得世帯
公的な書類などで本人確認ができる
現に住居があるか、生活困窮者住宅確保給付金を申請し、住宅の
確保が見込まれる
貸し付け後、社会福祉協議会や関係機関から継続的な支援を受け
ることに同意できる
自立と返済が見込まれる
他の公的給付や公的な貸し付けを受けることができない
連帯保証人 原則として必要
貸付利子 連帯保証人がいる場合＝無利子、いない場合＝年 1 . 5 ％

12
15

887

17

13

10

社会福祉協議会（栄町1丁目5-2 北広島エルフィンビル内・☎372‑1698）
北のまちから あったかハート

23

30

18

10

FAX
372
10

10

ؙ− 2021.2.1
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373

30

問合せ
北恵庭駐屯地広報班
（☎0123-32-2101）

12

13

23

20

23

２

14

15

20

日時 ２月１日㈪〜12
日㈮ ７時〜21時（12
時〜13時を除く）
実施部隊 第７師団

10
12

自衛隊演習
島松
演習場

ਨઁਣ૽ਚ

スポーツ・コミュニティ
北広島 スポーツ

指導者オンライン講習会

低年齢からスポーツに専門的に

取り組み︑高度なトレーニングを

行うことには弊害が指摘されてい

ます︒

年齢に合ったけがの予防や処置

方法についてオンラインで学びま

せんか︒

斗南病院
12
理学療法士
大日向純さん

対象 スポーツ少年団や部活動の

時〜 時

10

指導者︑スポーツ指導に興味があ

日㈯

20

る方など
︵学生可︶

日時 ２ 月

20

講師

日までに氏名・年

17

定員 先着 人

申込み ２ 月

齢・電話番号・電子メールアドレ

ス・指導している競技を記入し︑

〜４５２５・電子

ファクスか電子メール︑電話で社

会教育課 ︵

メール syakai@city.kitahiroshima.
・内線４８４５︶
lg.jp

＊様式は自由です︒

＊講習会はオンライン会議ツール

Ｚｏｏｍ を使います︒事前にアカ

ウントの取得や安定したインター

ネット環境︑通信機器類の準備が

必要です︒インターネット環境が

ない場合は︑申込時に相談してく

ださい︒

FAX
372

Ⓖјќїђјјіі
Ⓖјќїђјјіі
in

◆札幌北広島クラッセホテル楓楓・里の森天然温泉森のゆ行き
行きの到着時間
帰りの出発時間

１便＝９：55クラッセホテル着、10：10森のゆ着 ＊里の森天然温泉森のゆは、
２便＝11：15クラッセホテル着、11：30森のゆ着 パークゴルフ場利用者の温浴施設です。
１便＝13：00クラッセホテル発、13：15森のゆ発 ＊帰りは、Ｇ・Ｊ・Ｌコースが同じ順、
２便＝15：00クラッセホテル発、15：15森のゆ発
Ｈ・Ｉ・Ｋコースが逆順です。

Ｇコース

２/８㈪ 大曲光４ 大曲バス 南ヶ丘４ 柏葉２丁
３/12㈮ 丁目バス 停（中学 丁目バス 目バス停
４/12㈪ 停（大曲 校側） 停（大曲 （大曲柏
光側）
交番側） 葉側）
１便 ９：32 ９：38 ９：39 ９：40
２便 10：52 10：58 10：59 11：00
２/10㈬ 仁別集会 本間宅前 斉藤宅前 三井アウト
３/15㈪ 所前（仁 （仁別254）（大曲287）レットパー
ク入口バス
４/９㈮ 別361）
停（札幌ト
ヨタ側）
１便 ９：26 ９：29 ９：31 ９：38
２便 10：46 10：49 10：51 10：58
２/26㈮ 高橋宅前 三島会館 ＪＡ道央 輪厚ゴル
３/24㈬（三島349）前（三島 西部支店 フ場バス
121）
前（輪厚 停（ゴル
４/20㈫
中央５） フ場側）

Ｈコース

Ｉコース

９：34
10：54
虹ヶ丘中
央バス停
（６丁目
側）

１便 ９：23
２便 10：43
２/４㈭ 音江別神
３/５㈮ 社バス停
４/７㈬ 跡（谷口
宅前）

９：24
10：44
栄知自動
車向かい
側

Ｊコース

１便 ９：32
２便 10：52
２/５㈮ 虹ヶ丘東
３/８㈪ バス停
４/１㈭ （４丁目
側）

Ｋコース

Ｌコース

１便 ９：25
２便 10：45
２/２㈫ 北の里牧
３/11㈭ 場前バス
４/２㈮ 停（湯浅
牧場側）
１便
２便

９：26
10：46
北海道産
地直送セ
ンター前
（藤井宅
前）
９：23 ９：25
10：43 10：45

柏葉台団
問合せ
地バス停
（大曲柏
バスの運行……福祉課（内線2134）
葉側）
入浴助成事業…高齢者支援課（内線2172）
９：41
11：01
大曲末広 大曲末広 ふれあい
２丁目バ ３丁目バ 学習セン
ス停（大 ス停（大 ターバス
曲緑ヶ丘 曲緑ヶ丘 停（大曲
側）
側）
光側）
９：42 ９：43 ９：45
クラッセホテル楓楓
11：02 11：03 11：05
にしたに ホースフ 竹樋宅前
歯科クリ ィールド （中の沢
ニック前 ワッツ前 93）
（希望ヶ（輪厚401
丘３） ‑4）
９：44 ９：46 ９：48 ９：50 ９：53
11：04 11：06 11：08 11：10 11：13
森のゆ
西の里第 西の里バ 西の里学 椴山バス 東部中学 市役所前 ★大学競
２団地バ ス停（西 校通バス 停（中川 校入口Ｊ バス停 技場前バ
ス停（西 の里東側）停（ロー 宅前） Ｒバス停 （市役所 ス停（競
の里北側）
（稲穂通・ 側）
ソン側）
技場側）
中学校側）
９：27 ９：29 ９：30 ９：32 ９：40 ９：46 ９：51
10：47 10：49 10：50 10：52 11：00 11：06 11：11
南の里12 不二家北 髪メイク うえはら 栄町２丁 若葉町２ 住民セン ★山手町 ★松葉町
号バス停 広島店前 サロン前 生花店前 目バス停 丁目バス ターバス ６丁目バ １丁目電
跡（木川 （新富町 （稲穂町 （稲穂町（道銀側）停（若葉 停（泉町 ス停（山 話ボック
宅前） 西２） 西４） 西１）
町側） 側）
手町側） ス前（林
側）
９：27 ９：29 ９：33 ９：34 ９：39 ９：41 ９：43 ９：45 ９：47
10：47 10：49 10：53 10：54 10：59 11：01 11：03 11：05 11：07
北の台バ 秀英予備 青葉町３ 南町３丁 高台町６ ★高台町 ★里見町 ★広葉交
ス停（東 校前（中 丁目バス 目バス停 丁目バス ４丁目バ １丁目バ 流センタ
共栄側） 央６） 停（４丁 （林側） 停（里見 ス停（里 ス停（里 −バス停
目側）
町側） 見町側） 見町側） （輝美町
側）
９：27 ９：30 ９：33 ９：35 ９：37 ９：39 ９：40 ９：45
10：47 10：50 10：53 10：55 10：57 10：59 11：00 11：05
− 2021.2.1
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体育協会事業

時

11

︿春から始める体力づくり教室﹀

16

対象 市内にお住まいの方

日時 ３月９日㈫・ 日㈫

〜 時︵全２回︶

会場 総合体育館

内容 健康体操や手足の筋力トレ

ーニング

10

講師 平畠伸一さん

定員 先着 人

参加料 全２回６００円︵保険料

を含む︶

Ｄコース

Ｅコース

Ｆコース

− 2021.2.1

持ち物 室内用運動靴

Ｃコース

９：30
10：50

35

＊動きやすい服装で来てください︒

ふれあい

Ｂコース

子育て

１便
２便

372

申込み ２月２日〜３月３日に体

Ａコース

催 し

２/18㈭ 大曲光４ 大曲バス 南ヶ丘４ 柏葉２丁
３/19㈮ 丁目バス 停（中学 丁目バス 目バス停
４/21㈬ 停（大曲 校側） 停（大曲 （大曲柏
光側）
交番側） 葉側）
１便 ９：34 ９：40 ９：41 ９：42
２便 10：54 11：00 11：01 11：02
２/25㈭ 仁別集会 本間宅前 斉藤宅前 三井アウト
３/30㈫ 所前（仁 （仁別254）（大曲287）レットパー
ク入口バス
４/28㈬ 別361）
停（札幌ト
ヨタ側）
１便 ９：20 ９：23 ９：25 ９：32
２便 10：40 10：43 10：45 10：52
２/９㈫ 高橋宅前 三島会館 ＪＡ道央 輪厚ゴル
３/10㈬（三島349）前（三島 西部支店 フ場バス
121）
前（輪厚 停（ゴル
４/８㈭
中央５） フ場側）

〜０８０８︶

健康 福祉

◆竹山高原温泉行き
１便＝９：55着 ２便＝11：15着
行きの到着時間
帰りの出発時間
１便＝13：00発 ２便＝15：00発
＊帰りは、Ａ〜Ｆコースともに行きと逆順で運行します。

︿北広島テニス協会 第 回北広

温泉行きバス

育協会︵☎

島インドアダブルステニストーナ

メント﹀

総合体育館

男女別ダブルス

日時 ３月７日㈰ ９時から

会場

種目

＊パートナー変動制です︒１人で

申し込んでください︒

市内一般・在勤１３００円

参加料

市民参加

ふれあい温泉入浴助成事業

１便 ９：20
２便 10：40
２/24㈬ 虹ヶ丘東
３/25㈭ バス停
４/27㈫ （４丁目
側）
１便 ９：23
２便 10：43
２/12㈮ 音江別神
３/18㈭ 社バス停
４/13㈫ 跡（谷口
宅前）
１便 ９：30
２便 10：50
２/19㈮ 北の里牧
３/23㈫ 場前バス
４/22㈭ 停（湯浅
牧場側）

17

市外一般１５００円

募 集

日に北広島

〜９４７

27

会員１０００円

申込み ２ 月 日〜

テニス協会・待鳥︵☎

＊協会ホームペー

９〜５８３０︶

生 活

ジからも申し込め

ます︒

トピックス

090

13

12

ふれあい温泉入浴助成事業を利用する方のために、福
祉バスを運行します。事前の申し込みは不要です。入浴
料は施設により異なります。
対象 市内にお住まいの65歳以上
入浴助成額 3 0 0 円（年12回まで）
＊入浴助成券をお持ちください。入浴助成券は各温泉の
受付で交付します。健康保険証など、住所・年齢が確
認できるものをお持ちください。
＊道路状況により、停留所到着時間が遅れる場合があり
ます。
＊★印のある停留所は、行き先によって乗車場所が異な
ります。

柏葉台団
地バス停
（大曲柏
葉側）
９：43
11：03
大曲末広 大曲末広
２丁目バ ３丁目バ
ス停（大 ス停（大
曲緑ヶ丘 曲緑ヶ丘
側）
側）
９：36 ９：37
10：56 10：57
にしたに ホースフ
歯科クリ ィールド
ニック前 ワッツ前
（希望ヶ（輪厚401
丘３） ‑4）
９：22 ９：32 ９：34 ９：36 ９：38
10：42 10：52 10：54 10：56 10：58
虹ヶ丘中 西の里第 西の里バ 西の里学 椴山バス
央バス停 ２団地バ ス停（西 校通バス 停（中川
（６丁目 ス停（西 の里東側）停（ロー 宅前）
の里北側）
ソン側）
側）
９：24 ９：27 ９：29 ９：30 ９：32
10：44 10：47 10：49 10：50 10：52
栄知自動 南の里12 不二家北 髪メイク うえはら
車向かい 号バス停 広島店前 サロン前 生花店前
側
跡（木川 （新富町 （稲穂町 （稲穂町
宅前） 西２） 西４） 西１）
９：31 ９：32 ９：34 ９：38 ９：39
10：51 10：52 10：54 10：58 10：59
北海道産 東部中学 市役所前 ★広葉交 ★松葉町
地直送セ 校入口Ｊ バス停 流センタ １丁目電
ンター前 Ｒバス停 （市役所 −バス停 話ボック
（広葉町 ス前（松
（藤井宅（稲穂通・ 側）
中学校側）
側）
葉町側）
前）
９：32 ９：35 ９：39 ９：44 ９：46
10：52 10：55 10：59 11：04 11：06

ふれあい
学習セン
ターバス
停（大曲
光側）
９：39
竹山高原温泉
10：59
竹樋宅前 ★大学競 栄町２丁 若葉町２
（中の沢 技場前バ 目バス停 丁目バス
93）
ス停（林（道銀側）停（若葉
側）
町側）
９：41
11：01
北の台バ
ス停（東
共栄側）

９：43
11：03
秀英予備
校前（中
央６）

９：39
10：59
住民セン
ターバス
停（泉町
側）
９：47
11：07
★山手町
６丁目バ
ス停（緑
陽町側）

９：43
11：03
★里見町
１丁目バ
ス停（高
台町側）
９：49
11：09

９：48
11：08

９：49
11：09
青葉町３
丁目バス
停（４丁
目側）
９：46
11：06
★高台町
４丁目バ
ス停（高
台町側）
９：50
11：10

９：51
11：11
南町３丁 高台町６
目バス停 丁目バス
（林側） 停（里見
町側）
９：48 ９：50
11：08 11：10

ਨઁਣ૽ਚ

イベントなどについてのお知らせ

２月
図書館 だより
開館時間
火〜木曜 ９時30 分〜 20 時
金〜日曜、祝日 ９時30
分〜18時

㈭ ㈮ ㈬

休館日
３・17
１日㈪・８日㈪・15日㈪・
22日㈪・26日㈮
４・18
＊26日㈮は図書整理日です。
５・19

㈬

日程

10・24
㈭
11・25
㈮

詳しくは、
北広島市図書館 検 索

夢プラザ
事業の中止

２月のＡＶサロン映画上映会、午後の朗読会は、新
型コロナウイルス感染症対策のため中止します。詳し
くは、図書館に問い合わせるか、市ホームページ「ま
ちの見どころ→施設」をご覧ください。

☎373 7667

12・26

移動図書館車 くまさん号
場所
時間
虹ヶ丘公園（虹ヶ丘７）
14時50分〜15時20分
サルビア公園（西の里北２） 15時30分〜16時00分
美咲き野会館（美咲き野２） 14時40分〜15時10分
たんぽぽ公園（山手町６） 15時30分〜16時00分
四里塚公園（大曲柏葉５） 15時30分〜16時00分
くじら公園（大曲並木３） 14時30分〜15時00分
大曲会館（大曲中央２）
15時15分〜16時00分
中央公民館（朝日町５）
14時50分〜15時20分
東共栄会館（東共栄２）
15時30分〜16時00分
わくわく公園（希望ヶ丘４） 14時15分〜14時45分
大曲小学校（大曲柏葉２） 15時00分〜15時30分

花ホールレター

Ⓖјќїђјјіі
Ⓖјќїђјјіі

新型コロナウイル
ス感染症対策のため、
２月に開催予定の悠
遊学園と夢プラザふ
れあいデーは中止し
ます。

問合せ
夢プラザ（☎370-7373)

芸術文化ホール（月曜休館・祝日を除く・☎372ｰ7667）

令和３年度

芸術文化を愛する方と花ホールを結ぶ、メンバーズクラ
ブです。
対象 18歳以上
登録期間 ４月１日〜令和４年３月31日
登録料 年額1,987円
特典
花ホールが指定する公演チケットを電話で先行予約
＊一部先行予約・割引がない公演があります。
一般販売価格から10％引きなど
＊チケット代などは、ゆうちょ銀行の口座からの引き落としに
なります。
申込み 申込用紙に記入し、直接か郵送で芸術文化ホール
＊申込用紙は、芸術文化ホールにあります。
＊４月から登録を希望する方は、３月12日までに申し込んでく
ださい。

⇀↩•
↊⇅•↞
₊

第277回

２月10 日

入場無料

開場 12時
開演 12時15分
芸術文化ホールホワイエ
♪トルコ行進曲
／モーツァルトほか

飯田萌優さん
（ピアノ）

宿田有希さん
（ピアノ）

花ホールスタッフの会では、ボランティアスタッフを募集しています

←これまでのロビーコ
ンサートの動画を見る
ことができます

コンサート情報は、 花ホール

検索
− 2021.2.1
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新型コロナウイルス感染症対策
のため︑開催予定のイベントなど
が︑中止や延期になる場合があり
ます︒詳しくは︑市ホームページ
をご覧になるか︑担当課や各施設
などに問い合わせてください︒

すくすく広場
時〜

時

１歳６カ月〜就学前の子と親

◆冬の散歩
対象
日時 ２ 月 日㈯

＊雪遊びの服装で 来 て く だ さ い ︒

︿稲穂保育園﹀
日㈬

日

２月

時〜

時〜

日㈮ ９時 分〜

室内でマット運動や︑遊具

日

分から

時

保健センター

赤ちゃんの成長に合った遊

問合せ 健康推進課（内線1214）

母子健康手帳・バスタオル

各回先着１組

ー内・☎

各開催日の３日前までに︑

８時 分〜

時 分・保健センタ

きたひろすくすくネット︵平日の

申込み

クを着用して来てください︒

＊自宅で検温し保護者の方はマス

持ち物

定員

学など

子育て支援センターあいあいの見

びや絵本の紹介︑体重測定︑地域

会場

分

先着３組

〜０９９

こどものもり︵共
〜６・☎

３カ月の子と親
時

日時 ２月８日㈪・
分から︑

日㈪

対象 市内にお住まいの生後１〜

事業・すくすくルーム

きたひろすくすくネット

６︶

栄町１丁目

会場・申込み

申込期限 ２月

定員

で遊ぶ

内容

時

内容

フッ素塗布

︿小規模保育園こどものもり﹀
日時 ２月

大曲はだかんぼ保

ふれあい

〜２５３７︶

子育て

３歳児健診

対象 １歳〜就園前の子と親
時

時

稲穂保育園︵☎

日時

離乳食の試食
エプロン・おしぼり

日㈬

内容

先着５組

対象 ０歳の子と親

定員

催 し

育園︵☎

会場・申込み

申込期限 ２月８日

に伝えてください︒

＊アレルギーがある方は︑申込時

持ち物

分

園庭や遊戯室で遊ぶ︑ひな
申込期限 ２月

飾りを作る

内容

日時 ２月

対象 ０歳〜就学前の子と親

乳児健診

︿大曲はだかんぼ保育園﹀

〜７７４５︶

定員 先着５組
〜５８３３︶

時〜

時

会場・申込み

◆共通事項

健診・フッ素塗布

会場・申込み 西 の 里 き ら き ら 保
育園︵☎

︿すずらん保育園 ﹀
日㈬

対象 ０ 歳〜就学 前 の 子 と 親
日時 ２ 月

日

内容 園庭や遊戯 室 で 遊 ぶ ︑ ひ な
飾りを作る
申込期限 ２ 月

︿西の里きらきら保育園﹀
◆ 育児相談

〜２２１５︶

市民参加

健康 福祉

すずらん保育園︵☎

会場・申込み

時〜 時

募 集

〜４３４９︶

15

図書館（☎373-7667）

対象 ０ 歳〜就学前の子の親
日㈬

テーマ﹁発

日時 ２ 月
内容

生 活

10

対象 １歳〜就学前（１歳未満でも歯が８本以上
生えている場合は可）
時間 10時〜11時30分
料金 5 0 0 円
持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ・フェイスタオ
ル・バスタオル
＊必ず歯を磨いて来てください。

17

30

375

★２月９日㈫ 夢プラザ
＊先着30人。前日までに申し込んでください。

398

19

12

11

対象 平成30年１月生まれ〜４歳未満
＊誕生月の翌月以降が対象です。
持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ・事前に送付し
ている問診票・目と耳のアンケート・採
尿済み容器・バスタオル

13

45

★２月17日㈬ 夢プラザ

１歳６カ月児健診
373
30

★２月24日㈬ 保健センター

15

10

45

★２月３日㈬ 保健センター
★２月10日㈬ 夢プラザ
11

12
11

12

10

10

10
20

16

10

10

13

対象 １歳６カ月〜２歳未満
持ち物 母子健康手帳・歯ブラシ・問診票・バス
タオル
14

達支援センターの
先生と話そう﹂

トピックス

372

対象 ３・６・10カ月児
持ち物 母子健康手帳・問診票・バスタオル
30

− 2021.2.1
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10

一度に集まる人数を分散させるため、２月の
乳児・１歳６カ月児・３歳児健診は、日時と
会場を指定し、対象者へ通知します。
376

10

17

◆２月６日㊏ 11時から／図書館
絵本「だれのあしあと」
工作「ゆきだるまをつくろう」ほか
◆２月13日㊏ 11時から／夢プラザ
紙芝居「ゆきだるまのぼたん」
大型絵本「おばけのてんぷら」ほか
◆２月20日㊏ 11時から／図書館
絵本「おやゆびさん」
絵本「わたしのおひなさま」ほか
17

子育てに役立つ情報を
お知らせします

市内にお住まいの方が対象です
申し込みが必要です
親子とも自宅で検温をして来
てください
保護者の方はマス
クを着用して来て
ください
12

375

ঊ֗̀
̳͑ͣ
すくすく広場を
利用する方へのお願い

ਨઁਣ૽ਚ

体育協会事業

30 21

︿小学生卓球教室﹀

日㈯・ 日㈰・ 日

11

20

対象 市内にお住まいの小学生

30

日時 ２ 月

㈫ ９ 時 分〜 時 分
︵全３回︶

12

会場 総合体育館

定員 先着 人

参加料 全３回９００円︵保険料︶

持ち物 室内用運動靴・ラケット

17

＊ ラケットがない方には貸します︒

〜０８０

372

申込み ２月２日〜 日に体育協

会︵総合体育館内・☎

時

14

８︶

23

︿冬季親子テニス教室﹀

21

対象 初心者の４歳〜小学３年の

子と保護者

日時 ２ 月 日㈰・ 日㈫

〜 時︵全２回︶

会場 総合体育館

定員 先着６組

参加料 全２回１２００円︵保険

料を含む︶

持ち物 室内用運動靴・タオル

17

＊用具は用意します︒

＊ 動きやすい服装で来てください︒

〜０８０

申込み ２月２日〜 日に体育協

会︵総合体育館内・☎

８︶

372

15

Ⓖјќї
Ⓖјќїђјјіі
јќїђјјіі
ђјјіі

23

ひろばDEもくてぃたいむ
子どもの遊び場や保護者の交流の場として「出張型ひろば」と「小学生ひろ
ば」を市内で開催しています。スタッフが木のおもちゃやゲームの遊び方を優
しく教えます。親子や友達同士で一緒に遊びに来ませんか。
出張型ひろば
木のおもちゃやゲームなどを使って遊びませんか。
対象 市内にお住まいの０歳〜就学
前の子と保護者
日程・会場
２月12日㈮＝西の里会館
２月18日㈭＝南ヶ丘会館
（大曲南ヶ丘４丁目13〜１）
時間 10時〜16時

＊会場内を消毒するため12時〜13時
30分は利用できません。
＊昼食は取れません。
＊新型コロナウイルス感染症対策の
ため、自宅で検温しマスクを着用し
て来てください。
＊時間内は出入り自由です。

小学生ひろば
夏休みや冬休みに開催しています。
開催日は広報紙でお知らせします。

対象 市内にお住まいの小学生
会場 西の里会館、南ヶ丘会館

気に入ったおもちゃ
や本が借りられるよ

こんな利用の仕方も
保護者向け講座への
参加
保護者同士で育児に
ついての情報交換

問合せ 子育て支援ワーカーズほっとまむ（☎090-3114-1596）

ट ⅅ
₊

分〜
時

▼ＮＰＯ法人北広島ＩＴネットワー

時

12

分程度です︒

30

15

ちょっとしたパソコン操作の疑問

日㈮

10

ク﹁パソコン相談﹂

２月

ＩＴステーション︵中

12

に答えます︒１人

日時

会場・問合せ

〜７９５５︶

時

ふく猫の会﹁交流会﹂

〜１・☎

376

＊直接︑会場に来てください︒

▼きたひろ

央６丁目

時〜

市内にお住まいで猫の保護活

日㈯

16

対象

２月

猫の保護の仕方

広葉交流センター

14

動に関心がある方

日時

内容

会場

13

11

イベントの中止
などについて
ふれあい通信でお
知らせした事業の
開催などについて
は、各団体に問い
合わせてください。

͏̜̞ͦ
原稿の受付期間
３月15日号は２月14日まで
４月１日号は２月１日〜２月28日
提出方法
直接 政策広報課
FAX 398‑4314
電子メール koho@city.kitahiroshi
ma.lg.jp（原稿は本文に直接入力）

広告

広告掲載を希望する方は、総合商研㈱（☎780-5703）へお問い合わせください。
− 2021.2.1

20

木場︵☎
〜７６４６〜４

＊直接︑会場に来てください︒
問合せ
▼手芸サロン﹁つるし飾り５周年展

５ ４９ ︶

時

分︵初日は

８

時から︑

日㈭〜３月４日㈭

ひな飾りなどのつるし飾りを展示

示会﹂

分〜

２月

します︒
日時
時

学生
転校を考えている高校生

高校進学を希望している中
入場料 ５ ００ 円︵小学生以下は保

子さん︵コンサートミストレス︶ほか

時から

分から︵開

֥ٛ༡ਬ
新小学１〜６年

▼広島スイミングクラブ
対象

〜１１１８︶

毎週土曜

中山︵☎

会場

日程

夏季＝市内のプール

▼札幌北広島クラッセホテル・北広

冬

季＝厚別温水プール︵札幌市厚別区

日㈯の

時

分から︑厚別

月額２０００円︑入会金２０

厚別中央２条６丁目３〜１︶
会費

市内にお住まいで︑乳がんや

対象

子育て

〜３

ふれあい

日までに住所・氏名・

文字

行︶です︒最大文字数の範囲

に掲載できません︒

回です︒催しと会員募集は同じ月

会員募集の掲載回数は６カ月に１

同じ記事は再度掲載できません︒

◆催しの掲載回数は月に１回で︑

りする場合があります︒

内でも表現を変更したり省略した

×

字︵団体名・事業名を含め

◆原稿の文章は１団体最大２２４

月前から１カ月前の前日までです︒

する号の発行日から数えて︑２カ

◆原稿の受付期間は︑掲載を希望

などは掲載できません︒

利や宗教︑政治を目的とする活動

同士の掲示板ではありません︒営

する通信欄です︒特定の方や会員

会員募集や行事を市民にお知らせ

◆﹁ふれあい通信﹂はサークルの

３９０９ ︶

記入し︑ファクスで渡辺︵☎・

２月

温水プールで体験説明会をします︒

＊３月
時

００ 円
時〜

皮膚移植などの手術後︑傷跡があり
日㈰

申込み

２月

＊当日︑楓楓の受付で広報を見たと

催 し

〜

振り仮名・年齢・性別・電話番号を

せん︒

８００ ︶

ホテル・北広島温泉楓楓︵☎

会場・問合せ

札幌北広島クラッセ

伝えてください︒入浴料はかかりま

日時

公衆浴場の利用に抵抗がある女性

っくり入浴を楽しみませんか︒

他人の目を気にすることなく︑ゆ

島温泉楓楓﹁ピンクリボンデー﹂

問合せ

護者同伴の場合だけ無料︶

対象

日㈯

時

回定期演

〜３８３５・☎

星槎国際高校北広島

学校説明会︑体験授業

２月

学校に代わる場所を探してる中学生

日時
内容
会場・申込み
キャンパス︵
〜８２０７︶

日㈰

芸術文化ホール

分︶

２月

▼北広島弦楽合奏団﹁第
奏会﹂
日時
時

40

時まで︶

市役所５階市民ギャラリー
場

健康 福祉

13

最終日は
会場
〜１９７６〜６
会場

森下 ︵ ☎

６６３ ︶
曲目

市民参加

15
15

問合せ
▼星槎国際高校北広島キャンパス・

モーツァルト﹁ディベルティ

星槎フリースクール﹁学校説明会﹂

メント K137
﹂︑アレンスキー﹁チャイ

コフスキーの主題による変奏曲﹂︑星
影のエール︑負けないでほか

市内唯一の通信制高校として星槎
道都大学内に開設しました︒フリー
島崎洋さん︵指揮︶澤田まさ

372

「アコギ弾き語り倶楽部」はアコースティックギター
の弾き語りを楽しむサークルです。
令和２年６月に結成され、現在50代から80代までの会
員18人が在籍。月２回、中央公民館で懐かしのフォーク
ソングや昭和歌謡を演奏しています。
会員の中には、始めたばかりの方や昔弾いていたがま
た始めたいと思い入会した方もいます。さまざまなレベ
ルの会員が集い技術を共有しながら活動しています。
１月10日に開催された「新春スペシャルライブ」では
会員がそれぞれ自慢の曲を演奏。マスクをしたままでし
たが４時間歌いきり、会場は大盛り上がりでした。
代表の天野さんは、
「ギターが好きな方
であればどなたでも
参加してください」
と話します。体験や
見学もできるので興
味がある方は、天野
さん（☎080-5202-8
新春スペシャルライブの様子
398）へ。

FAX
375

16

出演

募 集

12

25

30

373

10

13

14

スクールも併設しています︒

生 活

楽しんで演奏しています

28

13

FAX
899

090

080

28

15

25

16 17
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14

30

11

アコギ弾き語り
倶楽部

373

13

45

市内のサークルを紹介

広告

広告内容については、直接広告主にお問い合わせください。

球団担当者がチームの最新情報をお届けします

ۏέͼΗȜΒ

ཤࢩോঌ͈ྛႁ͞
̻͈͘ૂ༭ͬอಎ

新入団選手のプロ野球人生がスタート

2021（令和３年）.2.1
通巻1051号
発行：北広島市
編集：政策広報課・ＮＰＯ法人ひろがり

新入団選手が晴天の下で、プロ野球人生の第一歩を踏み出し
ました。１月９日、千葉県鎌ケ谷市の「ファイターズタウン鎌
ケ谷」で新人合同自主トレがスタート。栗山英樹監督たち首脳
陣が見守る中、全員が軽快な動きを披露しました。北海道出身
の伊藤大海投手は「プロ野球人という感じがしました」と気持
ちを新たにした様子でした。合同自主トレの練習メニューは日
を追うごとにハードになっています。
キャンプインは２月１日。
約１カ月間のキャンプで、プ
ロ野球の世界で戦える身体を
しっかりと作っていきます。
北海道日本ハムファイターズ
公式ホームページ
https://www.fighters.co.jp/

τϋΘȜ
内容

日時・会場
行政相談
新型コロナウイルス感染症対策
国の行政機関などの仕事（年 のため中止します。
金・道路・登記ほか）につい
ての苦情・意見など

〒 061-1192 北海道北広島市中央４丁目２番地１
☎ 011‑372‑3311（代）／ FAX 011‑398‑4314

人権相談
いじめ・体罰・差別問題・近
隣トラブルなど

問合せ

市民課
（内線2303）

２月12日㈮・25日㈭ 13時〜16時
法律相談
各回先着６人、要予約、相談 市役所
＊市役所２階市民課に来てくだ
時間約25分
さい。
弁護士による消費生活相談 ２月18日㈭ 15時〜17時30分
先着５人、要予約、相談時間 市役所４階消費生活センター
約30分
消費生活相談
平日 10時〜15時
悪質商法による被害、訪問・ 市役所４階消費生活センター
通信販売のトラブルなど

消費生活セン
ター
（内線4921）

ぽると出張相談会
仕事が見つからない、借金が
多い、家族がひきこもりなど

メール koho@city.kitahiroshima.lg.jp

きたひろしま
暮らしサポー
３月６日㈯ ８時45分〜12時 トセンターぽ
ぽると土曜相談会
仕事が見つからない、借金が きたひろしま暮らしサポートセ ると
多い、家族がひきこもりなど ンターぽると（栄町1‑5‑2 北広（☎887‑6480）
島エルフィンビル２階）
巡回子どもの権利相談
２月６日㈯ 10時〜16時30分
友人・親子関係など、子ども 大曲児童センター
の権利に関すること
＊12時〜13時45分は消毒のため
＊誰でも相談できます。
利用できません。
子ども家庭課
２月20日㈯ 10時〜16時30分 （内線2213）
輪厚児童センター
＊12時〜14時15分は消毒のため
利用できません。
＊本紙は資源保護のため再生紙を使用しています。

公式ＳＮＳ

Facebook
＠hokkaido.kitahiroshima

Twitter
＠City̲Kitahiro

Instagram
＠hokkaido̲kitahiroshima̲city
市ホームページ
https://www.city.kitahiroshima.
hokkaido.jp
きたひろ．ＴＶ
まちの魅力を動画で紹介
https://kitahiro.tv/
ＦＭメイプル 79.9ＭＨｚ
まちの話題をラジオで発信！
きたひろ再発見
毎週木曜 16時30分〜16時40分
市役所情報ＢＯＸ
毎週火〜土曜 11時55分〜12時、
16時55分〜17時
＊スマートフォンやパ
ソコンでも聴くことが
できます。
広報北広島を電子書籍で
Hokkaido ebooks
https://www.hokkaido-ebooks.jp/
北海道の広報まるごと検索くん
http://www.hokkaido-book.com/
koho/index.php

Αζγ͞ΩΕΰ
ࢩ༭ཤࢩോͬΙͿΛ·Ȋ
広報北広島は、スマートフォン
やパソコンから見ることができま
す。詳しくは、市ホームページ「市
役所ご案内→広報北広島」をご覧
ください。
問合せ 政策広報課（内線3411）

