
 

 

平岸地区住民を中心にウォーキン
グを年 9～10 回実施しています。 

市内各所の見所をウォーキングす
るため、口コミで参加者が増え、豊
平区全域から多くの区民が参加して
います。 
（活動内容は健康づくりカレンダー

をご覧ください。） 
●お問い合せ先 
・平岸まちづくりセンター  

011-811-9545 
・011-831-8741（入倉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

この「健康づくり応援通信」は、豊平区の健康

健康づくりに関する取り組みをしているグループの

豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！

「「「「ひめりんごヘルシー倶楽部ひめりんごヘルシー倶楽部ひめりんごヘルシー倶楽部ひめりんごヘルシー倶楽部」」」」    
（平成（平成（平成（平成 10101010 年年年年 9999 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    入倉入倉入倉入倉    正造さん正造さん正造さん正造さん    

 

 
気功・ヨガを学んで、一人ひとりの

健康づくりと地域の人々とのつなが
りを目指し、活動しています。 

 
活動日時：毎週（土）10：00～12：00 
場 所：豊平区民センター 
月会費 2,000 円 
●お問い合せ先 

011-854-2641（宮下） 
 

「豊平気功サークル」「豊平気功サークル」「豊平気功サークル」「豊平気功サークル」    
（平成（平成（平成（平成 20202020 年年年年 6666 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    宮下宮下宮下宮下    好子好子好子好子さんさんさんさん    

 

 

「高齢化社会」「病気の予防」「地域
の中で活動」をキーワードに、健康づ
くりに関心を持ちながら、ヨガ・気功
など楽しく活動を続けています。 

 
活動日時：毎週（木）10：00～11：30 
場 所：福住地区会館（福住 1-4） 
入会金 1,000 円 月会費 2,500 円 
●お問い合せ先  

011-852-5549（柿木
かきのき

） 

「福住気功サークル」「福住気功サークル」「福住気功サークル」「福住気功サークル」    
（平成（平成（平成（平成 10101010 年年年年 10101010 月設立）月設立）月設立）月設立）    

代表代表代表代表    柿木柿木柿木柿木    俊子俊子俊子俊子さんさんさんさん    

 

 

 
マンション住民の健康づくりとコ

ミュニティ形成を目指し活動してい
ます。ウォーキングや健康体操、健康
維持講座などに取り組んでいます。 
（活動内容については下記にお問い
合せください！） 
●お問い合せ先 

011-841-6166（相馬） 

「シャルム豊平「シャルム豊平「シャルム豊平「シャルム豊平ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    
の会の会の会の会」」」」（平成（平成（平成（平成 11119999 年年年年 4444 月設立）月設立）月設立）月設立）    

代表代表代表代表    相馬相馬相馬相馬    哲子哲子哲子哲子さんさんさんさん    

発行：豊平区健康・子ども課（平岸 6 条 10 丁目 ℡822－

健康づくり活動情報を発信するために発行します

みをしているグループの皆様にとって、参考になる情報を掲載しましたので

豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！

 

 

スポーツダンス（基本社交ダンス）
の基礎的学習と技術の向上を目指し、
会員相互の親睦と健康の増進を目指
します。 

 
活動日時：毎週（土）13：00～15：30 
場 所：豊平区民センター 
入会金 1,000 円 月会費 3,000 円  
 
●お問い合せ先  

011-851-9667（側
がわ

瀬
せ

） 
 

「月寒ニューサタデーダンス「月寒ニューサタデーダンス「月寒ニューサタデーダンス「月寒ニューサタデーダンス    
サークル」サークル」サークル」サークル」（平成（平成（平成（平成 19191919 年年年年 6666 月設立）月設立）月設立）月設立）    

代表代表代表代表    側瀬側瀬側瀬側瀬    宇太郎宇太郎宇太郎宇太郎さんさんさんさん    

 

 

 
豊平保健センター主催の「男性の料

理教室」参加者が立ち上げた自主活動
グループです。会の設立から 5年目を
迎え、料理の腕も上達しました！！ 

 
活動日時：毎月第 4（火） 

13：00～15：30 
場 所：豊平区民センター2階調理室 
●お問い合せ先 

011-853-8131（菅
すが

池
いけ

） 

 

「豊丁（ほうちょう）の会」「豊丁（ほうちょう）の会」「豊丁（ほうちょう）の会」「豊丁（ほうちょう）の会」    
（平成（平成（平成（平成 19191919 年年年年 1111 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    菅池菅池菅池菅池    敏弘敏弘敏弘敏弘さんさんさんさん    

 

 
一人ひとりが持っている“いのちの

花”を咲かせるような健康で笑顔のあ
る毎日のための講演会・学習会を開催
しています。今年度は
を開催します。（健康づくりカレンダ
ーをご覧ください。）
●お問い合せ先

011

 

 
健康づくりのために、ウォーキング

や温泉、旅行等楽しく活動していま
す。一緒に活動してみませんか？
（活動内容は健康づくりカレンダー

をご覧ください。）
年会費

●お問い合せ先
011

 

 
豊平保健センター主催の「男性の料

理教室」参加者が中心となり、立ち上
げた会です。おおむね 60 代以上の会
員で楽しく活動しています。 

新しい料理を覚えたいという意欲
の高い会です。 
活動日時：毎月第 2(火)（時間要確認） 
場 所：豊平区民センター2階調理室 
●お問い合せ先 

011-831-9801（佐藤） 

「俎（まないた）の会」「俎（まないた）の会」「俎（まないた）の会」「俎（まないた）の会」    
（平成（平成（平成（平成 20202020 年年年年 4444 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    佐藤佐藤佐藤佐藤    俊彦俊彦俊彦俊彦さんさんさんさん    

 

 

高齢者の健康づくりを目的に活動
しています。 

カラオケ・ボーリング・パークゴル
フ・川柳・マージャンなど様々な取り
組みを行っています。 
（活動月の前月に予定が決定します
ので、下記にお問い合わせください。） 
 
年会費 1,500 円 会員数 70 名 
●お問い合せ先 

011-831-4502（事務局 長屋
な が や

） 

いきいきクラブいきいきクラブいきいきクラブいきいきクラブ    
（平成（平成（平成（平成 13131313 年年年年 11111111 月月月月設立設立設立設立））））    

代表代表代表代表    八木八木八木八木    進さん進さん進さん進さん    
 

 

町内会女性部が中心となり、豊平地
区住民を対象に楽しく
やパークゴルフ
年で 10
（活動内容について
合せください
●お問い合せ先

011
 

「「「「LetLetLetLet

 

 
豊平保健センター主催の「

病予防
ち上げた会です。
実習、歩くスキーなど毎月
してい
（活動内容は健康づくりカレンダー

をご覧ください。）
●お問い合せ先

011

 

  
 
町内会女性部が中心となり、

区住民を対象に
に関する講演会
（活動内容について
合せください
●お問い合せ先

011

 

 

 

 

－2400） 

します。 

しましたので、ご活用ください。 

豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！豊平区内で自主的に健康づくりの活動をしているグループを紹介します！    

一人ひとりが持っている“いのちの
花”を咲かせるような健康で笑顔のあ
る毎日のための講演会・学習会を開催
しています。今年度は 10 月に講演会
を開催します。（健康づくりカレンダ
ーをご覧ください。） 
●お問い合せ先 

011-851-6675（小泊
ことまり

） 

「花すまいる」「花すまいる」「花すまいる」「花すまいる」    
（平成（平成（平成（平成 20202020 年年年年 4444 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    小泊小泊小泊小泊    祐子祐子祐子祐子さんさんさんさん    

健康づくりのために、ウォーキング
や温泉、旅行等楽しく活動していま
す。一緒に活動してみませんか？ 
（活動内容は健康づくりカレンダー

をご覧ください。） 
年会費 500 円 会員 19 名 

●お問い合せ先 
011-831-5572（青戸） 

「スターキングの会」「スターキングの会」「スターキングの会」「スターキングの会」    
（平成（平成（平成（平成 18181818 年年年年 4444 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    青戸青戸青戸青戸    百合子百合子百合子百合子さんさんさんさん    

町内会女性部が中心となり、豊平地
住民を対象に楽しくウォーキング

やパークゴルフなどをしています。今
10 周年を迎えました！！ 

活動内容については下記にお問い
合せください！） 
●お問い合せ先 

011-823-2779（石塚） 

LetLetLetLet’’’’ssss ウォーキングとよウォーキングとよウォーキングとよウォーキングとよ 14141414」」」」    
（平成（平成（平成（平成 13131313 年年年年 5555 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    石塚石塚石塚石塚    幸子幸子幸子幸子さんさんさんさん    

豊平保健センター主催の「生活習慣
病予防教室」参加者が中心となり、立
ち上げた会です。ウォーキング、調理
実習、歩くスキーなど毎月楽しく活動

います。 会員 23 名 
（活動内容は健康づくりカレンダー

をご覧ください。） 
●お問い合せ先 

011-856-8386（佐藤） 

「どんぐり」「どんぐり」「どんぐり」「どんぐり」    
（平成（平成（平成（平成 15151515 年年年年 4444 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    佐藤佐藤佐藤佐藤    キシキシキシキシさんさんさんさん    

町内会女性部が中心となり、豊平地
区住民を対象にウォーキングや健康
に関する講演会をしています。 

活動内容については下記にお問い
合せください！） 
●お問い合せ先  

011-821-2552（千葉） 

「アップル１８」「アップル１８」「アップル１８」「アップル１８」    
（平成（平成（平成（平成 22222222 年年年年 4444 月設立）月設立）月設立）月設立）    
代表代表代表代表    千葉千葉千葉千葉    玉枝玉枝玉枝玉枝    さんさんさんさん    



 

 

日 時間 講座・イベント

８８８８////２２２２

（火）（火）（火）（火）    
8：40～ 

萩の里自然公園ウォーキング萩の里自然公園ウォーキング萩の里自然公園ウォーキング萩の里自然公園ウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

４４４４（木）（木）（木）（木）    
10：00～
11：30 

気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ        会員限定 

○問 011-852-5549（福住気功サークル

６（土）６（土）６（土）６（土）    

10：00～

12：00 

気功気功気功気功        会員限定 

○問 011-854-2641（豊平気功サークル

13：00～
15：30 

ダンスダンスダンスダンス        会員限定 

○問 011-851-9667（月寒ニューサタデーダンスサークル

10101010（水）（水）（水）（水）    
12：00～

17：00 

カラオケカラオケカラオケカラオケ        参加料 700 円 

○問 011-813-7726（いきいきクラブ

11111111（木）（木）（木）（木）    
10：00～
11：30 

気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ        会員限定 

○問 011-852-5549（福住気功サークル

12121212（金）（金）（金）（金）    
13：00～

17：00 

マージャンマージャンマージャンマージャン        参加料 200 円

○問 011-811-4520（いきいきクラブ

13131313（土）（土）（土）（土）    

9：30～ 
調理実習調理実習調理実習調理実習        会員限定 

○問 011-831-9801（俎の会 佐藤）

10：00～
12：00 

気功気功気功気功        会員限定 

○問 011-854-2641（豊平気功サークル

17171717((((水水水水))))    
14：00～
16：00 

ボーリングボーリングボーリングボーリング        参加料 700 円

○問 011-831-4502（いきいきクラブ

18(18(18(18(木木木木))))    

9：30～ 

厚別川厚別川厚別川厚別川 8888 橋めぐり橋めぐり橋めぐり橋めぐり    水辺コース水辺コース水辺コース水辺コース
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊どなたでも参加できます。 

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

10：00～
11：30 

気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ        会員限定 

○問 011-852-5549（福住気功サークル

20(20(20(20(土土土土))))    

10：00～
12：00 

気功気功気功気功        会員限定 

○問 011-854-2641（豊平気功サークル

10：00～

14：00 

フリーマーケットフリーマーケットフリーマーケットフリーマーケット    

○問 011-813-4461（いきいきクラブ

13：00～

16：30 

川柳川柳川柳川柳        参加料 500 円  課題「公園」

○問 011-813-4461（いきいきクラブ

13：00～

15：30 

ダンスダンスダンスダンス        会員限定 

○問 011-851-9667（月寒ニューサタデーダンスサークル

23232323（火）（火）（火）（火）    
13：00～
15：00 

調理実習調理実習調理実習調理実習        会員限定 

○問 011-853-8131（豊丁の会 

24242424（水）（水）（水）（水）    10：45～ 

医療大学薬草園医療大学薬草園医療大学薬草園医療大学薬草園ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-856-8386（どんぐりの会

25252525（木）（木）（木）（木）    
10：00～

11：30 

気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ気功・ヨガ        会員限定 

○問 011-852-5549（福住気功サークル

26262626（金）（金）（金）（金）    
13：00～
17：00 

マージャンマージャンマージャンマージャン        参加料 200 円

○問 011-811-4520（いきいきクラブ

27272727（土）（土）（土）（土）    

10：00～

12：00 

気功気功気功気功        会員限定 

○問 011-854-2641（豊平気功サークル

13：00～

15：30 

ダンスダンスダンスダンス        会員限定 

○問 011-851-9667（月寒ニューサタデーダンスサークル

29292929（月）（月）（月）（月）    10：30～ 

円山登山円山登山円山登山円山登山    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

31313131（水）（水）（水）（水）    
9：00～ 

12：00 

パークゴルフパークゴルフパークゴルフパークゴルフ        参加料 実費

○問 011-841-5239（いきいきクラブ

 

 

 

 

 

イベントタイトル/主催者/お問合せ先 

萩の里自然公園ウォーキング萩の里自然公園ウォーキング萩の里自然公園ウォーキング萩の里自然公園ウォーキング（（（（1111 日散歩キップ利用）日散歩キップ利用）日散歩キップ利用）日散歩キップ利用）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

スターキングの会 青戸） 

福住気功サークル 柿木
かきのき

） 

豊平気功サークル 宮下） 

月寒ニューサタデーダンスサークル 側
がわ

瀬
せ

） 

  

いきいきクラブ 新庄）  

福住気功サークル 柿木
かきのき

） 

円  会員制（欠席届 10 日まで） 

いきいきクラブ 井上） 

佐藤） 

豊平気功サークル 宮下） 

円  

いきいきクラブ 長屋） 

水辺コース水辺コース水辺コース水辺コース    ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

 

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

福住気功サークル 柿木
かきのき

） 

豊平気功サークル 宮下） 

いきいきクラブ 八木） 

課題「公園」 

いきいきクラブ 八木） 

月寒ニューサタデーダンスサークル 側
がわ

瀬
せ

） 

 菅
すが

池
いけ

） 

ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング        
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

どんぐりの会 佐藤） 

福住気功サークル 柿木
かきのき

） 

円  会員制（欠席届 10 日まで）  

いきいきクラブ 井上） 

豊平気功サークル 宮下） 

月寒ニューサタデーダンスサークル 側
がわ

瀬
せ

） 

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

実費  

いきいきクラブ 白野） 

豊平区内の健康づくり自主活動

グループの皆さんからの情報をお

待ちしています。 

会場・集合場所など 

JRJRJRJR 札幌駅東改札口集合札幌駅東改札口集合札幌駅東改札口集合札幌駅東改札口集合    

福住地区会館福住地区会館福住地区会館福住地区会館    
（福住 1条 4丁目）    

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター1111 階階階階いこいいこいいこいいこい    
（平岸 6条 10 丁目） 

月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室    
（月寒中央通７） 

ゆらら（地下鉄澄川駅前）ゆらら（地下鉄澄川駅前）ゆらら（地下鉄澄川駅前）ゆらら（地下鉄澄川駅前）    
 

福住地区会館福住地区会館福住地区会館福住地区会館    
（福住 1条 4丁目） 

平岸四区会館平岸四区会館平岸四区会館平岸四区会館    
（平岸 4条 8丁目） 

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター    2222 階階階階    
調理実習室調理実習室調理実習室調理実習室（平岸 6条 10 丁目） 

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター1111 階階階階いこいいこいいこいいこい    
（平岸 6条 10 丁目） 

スガイディノススガイディノススガイディノススガイディノス    
（白石区南郷通り 1丁目） 

夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園（平岸 3条 7丁目） 

平岸以外の方は集合場所が変わり

ます。お問い合わせください。 

福住地区会館福住地区会館福住地区会館福住地区会館    
（福住 1条 4丁目） 

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター1111 階階階階いこいいこいいこいいこい    
（平岸 6条 10 丁目） 

スガイディノススガイディノススガイディノススガイディノス    
（白石区南郷通り 1丁目） 

豊平区老人福祉センター豊平区老人福祉センター豊平区老人福祉センター豊平区老人福祉センター    
（中の島 2条 3丁目） 

月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室    
（月寒中央通７） 

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター2222 階調理室階調理室階調理室階調理室    
（平岸 6条 10 丁目） 

JRJRJRJR 札幌駅北口札幌駅北口札幌駅北口札幌駅北口「「「「鐘の広場鐘の広場鐘の広場鐘の広場」」」」    

 

福住地区会館福住地区会館福住地区会館福住地区会館    
（福住 1条 4丁目） 

平岸四区会館平岸四区会館平岸四区会館平岸四区会館    
（平岸 4条 8丁目） 

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター1111 階いこい階いこい階いこい階いこい
（平岸 6条 10 丁目）    

月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室月寒公民館大研修室    
（月寒中央通７） 

地下鉄円山公園地下鉄円山公園地下鉄円山公園地下鉄円山公園駅駅駅駅改札口改札口改札口改札口    

七条橋パークゴルフ場七条橋パークゴルフ場七条橋パークゴルフ場七条橋パークゴルフ場    
（豊平川河川敷） 



 

 

日 時間 講座・イベント

９９９９////６６６６

（火）（火）（火）（火）    

10：10
～ 

定山渓温泉の散策路ウォーキング定山渓温泉の散策路ウォーキング定山渓温泉の散策路ウォーキング定山渓温泉の散策路ウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

14141414（水）（水）（水）（水）    
10：10

～ 

新川緑地ウォーキング新川緑地ウォーキング新川緑地ウォーキング新川緑地ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

16161616（金）（金）（金）（金）    9：30～ 

札幌最北の地藍の道・拓北あいの里札幌最北の地藍の道・拓北あいの里札幌最北の地藍の道・拓北あいの里札幌最北の地藍の道・拓北あいの里
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

17171717（土）（土）（土）（土）    
8：50～ 

（受付は 

8：20から） 

札幌ドーム札幌ドーム札幌ドーム札幌ドーム 10101010 周年とよひら健康ウォーク周年とよひら健康ウォーク周年とよひら健康ウォーク周年とよひら健康ウォーク
（ウォーキング・ノルディックウォーキング

定員 200 名（先着順） 参加料

申込 011-222-4894（札幌市コールセンター

○問 011-822-2400（豊平区地域振興課）

21212121（水）（水）（水）（水）    
10：30
～ 

創成川公園ウォーキング創成川公園ウォーキング創成川公園ウォーキング創成川公園ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-856-8386（どんぐりの会

26262626（月）（月）（月）（月）    9：30～ 

小樽天狗山ウォーキング小樽天狗山ウォーキング小樽天狗山ウォーキング小樽天狗山ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

10101010////２２２２

（日）（日）（日）（日）    

13：00
～ 

16：00 

健康フェアとよひら健康フェアとよひら健康フェアとよひら健康フェアとよひら（主催：とよひら福祉のまち推進センター、豊平区）参加無料

医師の講演会、体験コーナー（骨密度・肺年齢など）、食生活改善展などを行います。

○問 011-811-9435（豊平まちづくりセンター

５（水）５（水）５（水）５（水）    10：00

～ 
15：00 

西岡福住健康セミナー西岡福住健康セミナー西岡福住健康セミナー西岡福住健康セミナー（主催：西岡地区・福住地区町内会連合会女性部）参加無料

医師の講演会、測定コーナー（骨密度、血行度など）、食生活改善展などを行います。

○問 011-852-4687（西岡福住地区センター

８（木）８（木）８（木）８（木）    
14：00

～ 
15：30 

内藤いづみ氏内藤いづみ氏内藤いづみ氏内藤いづみ氏    講演会講演会講演会講演会 
テーマ：いのちのあいうえお～在宅ホスピスから学んだこと～

参加料 大人 1,000 円  大学生

○問 011-851-6675（花すまいる

11111111（火）（火）（火）（火）    
9：45～ 豊平峡ダムの紅葉ウォーキング豊平峡ダムの紅葉ウォーキング豊平峡ダムの紅葉ウォーキング豊平峡ダムの紅葉ウォーキング

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

12121212（水）（水）（水）（水）    
9：30～ 紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

15151515（土）（土）（土）（土）    
13：30
～ 

15：30 

豊平区自殺予防講演会豊平区自殺予防講演会豊平区自殺予防講演会豊平区自殺予防講演会    （

テーマ：自殺したらあかん！東尋坊の“ちょっと待ておじさん”からのメッセージ

講師：NPO 法人「心に響く文集・編集局」

代表理事 茂
しげ

 幸雄
ゆ き お

 氏、事務局長

主催 豊平区健康・子ども課、保健福祉課（

18181818（火）（火）（火）（火）    
9：45～ 野幌森林公園の紅葉ウォーキング野幌森林公園の紅葉ウォーキング野幌森林公園の紅葉ウォーキング野幌森林公園の紅葉ウォーキング

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

25252525（火）（火）（火）（火）    
10：30
～ 

西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

28282828（金）（金）（金）（金）    
9：30～ 北海道大学とイチョウ並木ウォーキング北海道大学とイチョウ並木ウォーキング北海道大学とイチョウ並木ウォーキング北海道大学とイチョウ並木ウォーキング

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

○問 011-811-9545（平岸まちづくりセンター）

011-831-8741（ひめりんごヘルシー倶楽部

31313131（月）（月）（月）（月）    
10：30
～ 

北大イチョウ並木ウォーキング北大イチョウ並木ウォーキング北大イチョウ並木ウォーキング北大イチョウ並木ウォーキング
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。

○問 011-831-5572（スターキングの会

11111111 月月月月 5555 日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東

（詳細は広報さっぽろ 10 月号） 

イベントタイトル/主催者/お問合せ先 

定山渓温泉の散策路ウォーキング定山渓温泉の散策路ウォーキング定山渓温泉の散策路ウォーキング定山渓温泉の散策路ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

札幌最北の地藍の道・拓北あいの里札幌最北の地藍の道・拓北あいの里札幌最北の地藍の道・拓北あいの里札幌最北の地藍の道・拓北あいの里ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング    （約（約（約（約 4444 ㎞㎞㎞㎞コース）コース）コース）コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

周年とよひら健康ウォーク周年とよひら健康ウォーク周年とよひら健康ウォーク周年とよひら健康ウォーク    
・ノルディックウォーキング・食育講座・お楽しみ抽選会を行います。） 

参加料 大人（中学生以上）500 円 小学生以下無料  

札幌市コールセンター）申込期間 8/22（月）～8/31（水） 

（豊平区地域振興課） 

    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費   

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（どんぐりの会 佐藤） 

    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

（主催：とよひら福祉のまち推進センター、豊平区）参加無料 

講演会、体験コーナー（骨密度・肺年齢など）、食生活改善展などを行います。 

豊平まちづくりセンター）、011-822-2400（豊平区健康・子ども課） 

（主催：西岡地区・福住地区町内会連合会女性部）参加無料 

医師の講演会、測定コーナー（骨密度、血行度など）、食生活改善展などを行います。 

西岡福住地区センター） 

テーマ：いのちのあいうえお～在宅ホスピスから学んだこと～ 

大学生 500 円  高校生以下無料 

花すまいる 小泊） 

豊平峡ダムの紅葉ウォーキング豊平峡ダムの紅葉ウォーキング豊平峡ダムの紅葉ウォーキング豊平峡ダムの紅葉ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約紅葉の桜山から藻南公園ウォーキング（約 6666 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費 

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

（4ページをご覧ください。） 

テーマ：自殺したらあかん！東尋坊の“ちょっと待ておじさん”からのメッセージ 

法人「心に響く文集・編集局」 

氏、事務局長 川越
かわごし

 みさ子 氏 

豊平区健康・子ども課、保健福祉課（011-822-2400）    入場無料 

野幌森林公園の紅葉ウォーキング野幌森林公園の紅葉ウォーキング野幌森林公園の紅葉ウォーキング野幌森林公園の紅葉ウォーキング（四季美コース）（四季美コース）（四季美コース）（四季美コース）    

持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング西岡水源地と紅桜公園の紅葉ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

北海道大学とイチョウ並木ウォーキング北海道大学とイチョウ並木ウォーキング北海道大学とイチョウ並木ウォーキング北海道大学とイチョウ並木ウォーキング    （約（約（約（約 4444 ㎞コース）㎞コース）㎞コース）㎞コース）    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費 

（平岸まちづくりセンター） 

（ひめりんごヘルシー倶楽部 入倉） 

北大イチョウ並木ウォーキング北大イチョウ並木ウォーキング北大イチョウ並木ウォーキング北大イチョウ並木ウォーキング    
持ち物～昼食・飲み物・敷物・交通費  雨天中止または延期 

＊参加希望の方は事前に下記までお問い合わせください。 

（スターキングの会 青戸） 

日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東日（土）健康フェア東月寒（仮称）を東月寒地区センター（月寒東 3333 条条条条 18181818 丁目）にて開催します。丁目）にて開催します。丁目）にて開催します。丁目）にて開催します。

 

会場・集合場所など 

地下鉄真駒内バス待合室地下鉄真駒内バス待合室地下鉄真駒内バス待合室地下鉄真駒内バス待合室    
 

JRJRJRJR 札幌札幌札幌札幌駅駅駅駅東改札口東改札口東改札口東改札口 
 

夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園（平岸 3条 7丁目） 

平岸以外の方は集合場所が変わり

ます。お問い合わせください。 

 

札幌ドーム西ゲート前会議室札幌ドーム西ゲート前会議室札幌ドーム西ゲート前会議室札幌ドーム西ゲート前会議室    
（羊が丘１） 

天候により内容の変更あります。 

さっぽろ地下街さっぽろ地下街さっぽろ地下街さっぽろ地下街オーロラタウンオーロラタウンオーロラタウンオーロラタウン    
「「「「小鳥の広場小鳥の広場小鳥の広場小鳥の広場」」」」    
 

JRJRJRJR 札幌札幌札幌札幌駅駅駅駅東改札口東改札口東改札口東改札口    
 

 

豊平会館豊平会館豊平会館豊平会館（豊平 6条 7丁目）    

西岡福住地区センター西岡福住地区センター西岡福住地区センター西岡福住地区センター    
（西岡 4条 9丁目） 

かでる２・７大ホールかでる２・７大ホールかでる２・７大ホールかでる２・７大ホール    
（中央区北 2条西 7丁目） 

地下鉄真駒内地下鉄真駒内地下鉄真駒内地下鉄真駒内駅駅駅駅バス待合室バス待合室バス待合室バス待合室    
 

夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園（平岸 3条 7丁目） 

平岸以外の方は集合場所が変わり

ます。お問い合わせください。 

豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター豊平区民センター2222 階大ホール階大ホール階大ホール階大ホール    
（平岸 6条 10 丁目） 

地下鉄新さっぽろ地下鉄新さっぽろ地下鉄新さっぽろ地下鉄新さっぽろ駅駅駅駅    
バスターミナル北レーンバスターミナル北レーンバスターミナル北レーンバスターミナル北レーン 10101010 番番番番    
 

西岡公園入口前西岡公園入口前西岡公園入口前西岡公園入口前    
（西岡 487 番地） 

夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園夕やけ公園（平岸 3条 7丁目） 

平岸以外の方は集合場所が変わり

ます。お問い合わせください。 

JRJRJRJR 札幌駅北口札幌駅北口札幌駅北口札幌駅北口「「「「鐘の広場鐘の広場鐘の広場鐘の広場」」」」    

丁目）にて開催します。丁目）にて開催します。丁目）にて開催します。丁目）にて開催します。    



●熱中症の予防法●熱中症の予防法●熱中症の予防法●熱中症の予防法    
・のどが渇く前に、水分をこまめに補給 
・体調不良の時には無理をしない 
・帽子で直射日光をさけ、風通しの良い服装を
・室内の風通しを良くしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●熱中症の初期症状●熱中症の初期症状●熱中症の初期症状●熱中症の初期症状        

・めまい、失神  

・筋肉痛や筋肉のけいれん  

・大量の発汗 

●熱中症の危険信号●熱中症の危険信号●熱中症の危険信号●熱中症の危険信号    

・高い体温 

・赤い、暑い、乾いた皮膚 

（全く汗をかかない、触るととても熱い）

・ズキンズキンとする頭痛  

・めまい、吐き気  

・意識障害 

（応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど）

 

 
ウォーキングはゆっくりとたくさんの酸素を体内に

取り込む「有酸素運動」です。生活習慣病の予防や心理
面の改善に効果的です。 

●肥満を防ぐ      ●血液の流れがよくなる

●脳を活性化する    ●ストレス解消

●糖尿病を防ぐ     ●足腰を強化する

●美肌を保つ      ●骨粗しょう症を防ぐ

●心肺機能が向上する 

 

 

テーマ      自殺自殺自殺自殺したらあかんしたらあかんしたらあかんしたらあかん
～東尋坊

とうじんぼう

の“ちょっと待ておじさん

 

日時：平成 23 年 10 月 15 日（土） 
13 時 30 分～15 時 30 分（受付

場所：区民センター2階 大ホール 
講師：NPO 法人「心に響く文集・編集局」

代表理事 茂
し げ

 幸雄
ゆ き お

 氏 
事務局長 川越

か わ ごし

 みさ子 氏 

定員 200 名（先着順）  入場無料

申込札幌市コールセンター011-222-4894

 

福井県東尋坊の断崖で１５０人もの自殺を食い止めてきた人情家「ちょっと待

ておじさん」茂さんの体当たりの日々と生還した人たちの人生ドラマを聴

せんか？ （詳しくは広報さっぽろ 9月号をご覧ください！）

 

・帽子で直射日光をさけ、風通しの良い服装を 

 

 

●通気性がよく柔らかい素材

●足の甲を圧迫しない程度の余裕がある

●指を広げられる余裕がつま先にある

●かかと部分を包み込み、足への衝撃を和らげる硬く

しっかりとしたつくり 

●底は着地のショックを吸収できるよう厚く、弾力性

があり滑らない素材 

●靴底の土ふまずの部分にクッションが入っている。

  

 

（応答が奇妙である、呼びかけに反応がないなど） 

～熱中症は、「高温多湿、風がない、日差しが強い」時に起きやすくなります。

ただし、屋内でも起こりますので、暑い室内も注意が必要です。～

●応急処置●応急処置●応急処置●応急処置    

①涼しい環境への避難①涼しい環境への避難①涼しい環境への避難①涼しい環境への避難    

 風通しの良い日陰やクーラーの効いている室内へ避難さ

せましょう。    

②脱衣と冷却②脱衣と冷却②脱衣と冷却②脱衣と冷却 

うちわや扇風機で扇ぐ、水をかけたり、氷のうで首

や脇の下、足の付け根を冷やしましょう。

②②②②水分・塩分の補給水分・塩分の補給水分・塩分の補給水分・塩分の補給    

応答が明瞭で意識がはっきりしている場合には、

冷たいスポーツドリンクなどを補給しましょう。

④医療機関へ運ぶ④医療機関へ運ぶ④医療機関へ運ぶ④医療機関へ運ぶ    

自力で水分摂取できない時は、病院へ運びましょう。

乳幼児や高齢者の方はご用心！乳幼児や高齢者の方はご用心！乳幼児や高齢者の方はご用心！乳幼児や高齢者の方はご用心！

体温調節機能がまだ十分に発達していない乳幼児や、血液

循環・体温調節機能が低下しやすい高齢者は特に

意が必要です。外出時は、アスファルトの照り返しで体温は

上昇します。特に自動車内は、夏場は数分で

ます。閉め切った部屋も危険です。十分に注意しましょう。

～ウォーキングは健康づくりに最適で、誰でも気軽にはじめ
られる運動です。あなたもはじめてみませんか？～

ウォーキングはゆっくりとたくさんの酸素を体内に
取り込む「有酸素運動」です。生活習慣病の予防や心理

●血液の流れがよくなる 

●ストレス解消 

●足腰を強化する 

●骨粗しょう症を防ぐ 

 

りんごりんごりんごりんご
  

昨年度
生によるりんご料理コンテスト」
を実施し、その応募作品をレシピ
集に収めました。

その中から豊平区内企業のご協
力によりレシピの一部が商品化・
販売されることになり、
中旬以降
 
（詳しくは広報さっぽろ
ご覧ください！）

    豊平区自殺予防講演会 

したらあかんしたらあかんしたらあかんしたらあかん！！！！    
ておじさん”からのメッセージ～ 

 
分（受付 13 時～） 

 
法人「心に響く文集・編集局」 

 

入場無料！ 

4894（9/16 から受付開始） 

福井県東尋坊の断崖で１５０人もの自殺を食い止めてきた人情家「ちょっと待

ておじさん」茂さんの体当たりの日々と生還した人たちの人生ドラマを聴いてみま

月号をご覧ください！） 

●通気性がよく柔らかい素材 

●足の甲を圧迫しない程度の余裕がある 

●指を広げられる余裕がつま先にある 

●かかと部分を包み込み、足への衝撃を和らげる硬く 

●底は着地のショックを吸収できるよう厚く、弾力性

●靴底の土ふまずの部分にクッションが入っている。 

～熱中症は、「高温多湿、風がない、日差しが強い」時に起きやすくなります。 

ただし、屋内でも起こりますので、暑い室内も注意が必要です。～ 

風通しの良い日陰やクーラーの効いている室内へ避難さ

うちわや扇風機で扇ぐ、水をかけたり、氷のうで首    

や脇の下、足の付け根を冷やしましょう。    

応答が明瞭で意識がはっきりしている場合には、    

冷たいスポーツドリンクなどを補給しましょう。    

自力で水分摂取できない時は、病院へ運びましょう。 

乳幼児や高齢者の方はご用心！乳幼児や高齢者の方はご用心！乳幼児や高齢者の方はご用心！乳幼児や高齢者の方はご用心！    

体温調節機能がまだ十分に発達していない乳幼児や、血液

循環・体温調節機能が低下しやすい高齢者は特に熱中症に注

意が必要です。外出時は、アスファルトの照り返しで体温は

特に自動車内は、夏場は数分で 50 度以上になり

ます。閉め切った部屋も危険です。十分に注意しましょう。 

～ウォーキングは健康づくりに最適で、誰でも気軽にはじめ 
られる運動です。あなたもはじめてみませんか？～  

 

        
りんごりんごりんごりんご料理新商品発表会料理新商品発表会料理新商品発表会料理新商品発表会        

昨年度、豊平区において、「小学
生によるりんご料理コンテスト」
を実施し、その応募作品をレシピ
集に収めました。 

その中から豊平区内企業のご協
力によりレシピの一部が商品化・
販売されることになり、今年 10 月
中旬以降に販売開始予定です！！ 

（詳しくは広報さっぽろ10月号を
ご覧ください！） 


