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札幌市コールセンター
豊平区役所・保健センター〔平岸6-10〕
豊平区土木センター〔西岡3-1〕
まちづくりセンター
　豊平〔豊平6-7〕
　美園〔美園6-5〕
　月寒〔月寒中央通7〕
　平岸〔平岸2-7〕
　中の島〔中の島1-4〕
　西岡〔西岡4-5〕
　福住〔福住1-4〕
　東月寒〔月寒東3-17〕
　南平岸〔平岸2-14〕
ちあふる・とよひら〔月寒東1-4〕
南部市税事務所〔平岸5-8〕
　市税証明
　納税相談
　個人の市・道民税
　固定資産税（土地）
　固定資産税（家屋）
豊平消防署〔月寒東1-8〕
豊平・南清掃事務所〔南区真駒内602〕

b222-4894
b822-2400
b851-1681

b811-9435
b811-4119
b852-9288
b811-9545
b821-5841
b854-0357
b855-6615
b853-9191
b814-1440
b851-3945

b824-3912
b824-3913
b824-3914
b824-3917
b824-3918
b852-2100
b583-8613

豊平区民センター〔平岸6-10〕
月寒公民館〔月寒中央通7〕
西岡福住地区センター〔西岡4-9〕
東月寒地区センター〔月寒東3-18〕
豊平老人福祉センター〔中の島2-3〕
豊平区社会福祉協議会〔平岸6-10〕
月寒体育館〔月寒東1-8〕
どうぎんカーリングスタジアム〔月寒東1-9〕
豊平区体育館〔月寒東2-20〕
豊平公園温水プール〔美園6-1〕
平岸プール〔平岸5-14〕
札幌ドーム〔羊ケ丘1〕
さっぽろ羊ヶ丘展望台〔羊ケ丘1〕
豊平公園緑のセンター〔豊平5-13〕
月寒公園管理事務所〔美園11-8〕
西岡公園管理事務所〔西岡487〕
西岡図書館〔西岡3-6〕
さっぽろ天神山アートスタジオ〔平岸2-17〕
札幌市博物館活動センター〔平岸5-15〕
平岸霊園管理事務所〔平岸5-15〕

b812-7181
b851-0482
b852-4687
b853-2011
b811-5201
b815-2940
b851-1972
b853-4572
b855-0791
b813-6556
b832-7529
b850-1000
b851-3080
b811-6568
b818-3150
b582-0050
b852-8111
b820-2140
b374-5002
b831-6980

詳しくは、 施設名 検索

豊平区ラジオ広報番組「豊平インフォメーション」
FMアップル76.5MHz　毎週木曜日15時～

豊平区ホームページ「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/

【編集】
豊平区役所市民部総務企画課広聴係
〒062-8612
豊平区平岸6条10丁目
b 822-2407　c 813-3603

スマートフォンアプリスマートフォンアプリ
「iさっぽろ」「iさっぽろ」
【対応OS】
　Android版：　OS5.0以上
　　　iPhone版：iOS8.0以上

さっぽろ子育てアプリさっぽろ子育てアプリ
【対応OS】
　Android版：　OS4.4以上
　　iPhone版：iOS8.0以上

【豊平区役所・豊平区関連施設のお問い合わせ先】 豊平区の人口・世帯数　※4月1日現在（前月比）
人口：222,120人（+157）　世帯数：115,624世帯（+574）
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➡

月 にに みみよようう!!ててっっ行行寒公園
新緑のすがすがしい季節となりました。新緑のすがすがしい季節となりました。
昭和36年（1961年）に開園した月寒公園は、約7年間におよぶ再整備工事により、昭和36年（1961年）に開園した月寒公園は、約7年間におよぶ再整備工事により、
バリアフリー設備が充実し、遊具や園路、スポーツ施設などもリニューアルしました。バリアフリー設備が充実し、遊具や園路、スポーツ施設などもリニューアルしました。
自然豊かで誰もが楽しめる月寒公園にお出掛けしてみませんか？自然豊かで誰もが楽しめる月寒公園にお出掛けしてみませんか？

【詳細】月寒公園管理事務所（美園11-8）　【詳細】月寒公園管理事務所（美園11-8）　bb818-3150　818-3150　aa tsukisamu-park.jp tsukisamu-park.jp

パークゴルフ場【有料】パークゴルフ場【有料】

コンパクトな敷地に上級者でも楽しめる変化に
富んだ18ホールのコースが完成。レンタル（有
料）のクラブとボールを利用すれば、初心者
同士やご家族でも気軽にチャレンジできます。

月寒の丘月寒の丘

眺めの良い丘にあるのは、大小２種類のロング
すべり台！
40メートルの長さ
を誇る大きな滑り台
は迫力満点！
“うゎ～っ‼”とい
う子どもたちの歓声
が響き渡ります。

森のあそびば森のあそびば

見ているだけでも
ワクワクするよう
なカラフルな遊具
は、子どもたちに
大人気！上ったり、
滑ったり、つり橋
を渡ったり…、思
う存分伸び伸びと遊べます。

利用期間：（今年度）11月4日まで《冬期間閉鎖》
定 休 日：  月曜日（月曜日が祝休日の場合は翌平日）

※天候などの理由で休止あり
利用時間：  9時～（終了時刻は時期によって異なります）
利用料金：  【1回券】大人（高校生以上）300円、小・中学生150円、65歳以上（免許証

など年齢が確認できるものを提示）210円。
　　　　　※回数券、午前・午後券、一日券、ファミリーパックなど各種割引料金あり。
　　　　　※小学生以上が利用できます。小・中学生は保護者の同伴が必要です。
,パークゴルフ受付棟　b813-1362

利用期間：  （今年度）11月4日まで《冬期間閉鎖》
利用時間：7時～20時
利用料金：1時間640円/面
照 明 料：30分120円/面
,運動施設受付　b813-1361

水はけの良い人工
芝のコートに生ま
れ変わりました。
ナイター照明が
あるので、仕事
帰りにも仲間と
ラリーが楽しめます。

テニスコート【有料】テニスコート【有料】
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➡

月寒公園へのアクセス

ボート池・ボート乗り場・ボート池・ボート乗り場・

貸しボート【有料】貸しボート【有料】

乗り場もボートも一新。ボートに乗り
ながら、池に飛来したカモなどの野鳥
の観察が間近で楽しめます。
水辺に咲き誇る色鮮やかなアジサイが、
今年も初夏の訪れを感じさせてくれる
でしょう。

公共交通機関
の利用がオス
スメだよ

地下鉄
●東豊線「美園駅」………坂下駐車場入口まで徒歩約5分
●東豊線「月寒中央駅」…こどもひろばまで徒歩約9分

中央バス
● 「美園11条7丁目」（83、白30）………テニスコートまで徒歩約5分
● 「豊平区役所」（79、83、89、平50）…高台野球場まで徒歩約3分
● 「豊平区役所」（白30） …………………高台野球場まで徒歩約9分
じょうてつバス
● 「豊平区役所前」（南65）…高台野球場まで徒歩約7分

＝自家用車をご利用の方へ＝
※土・日・祝日は駐車場が大変混み
　合いますので、できるだけ公共交
　通機関をご利用ください。
※近隣住民の迷惑となりますので、
　公園周辺の住宅地での路上駐車
　はご遠慮ください。

パークライフセンターパークライフセンター

開館時間：9時～17時
休 館 日：火曜日（12月～3月は火・水曜日）

利用期間：（今年度）10月14日まで
《冬期間閉鎖》

定 休 日：  火曜日
※天候などの理由で休止あり

利用時間：10時～17時（16時30分受付終了）
利用料金：  1そう 30分 320円

（大人3人まで乗船可）

管理事務所が併設されたパークライフセ
ンターは、公園を訪れる皆さんの憩いの
空間。館内には売店や自動販売機、休憩
スペースがあり、遊びや散歩、スポーツ
の合間など、どなたでも気軽に利用でき
ます。また、授乳室やキッズスペースも
あるので、赤ちゃん連れでも安心です。
運動施設の予約も館内で行っています。

月寒神社月寒神社
月寒小学校月寒小学校

再整備工事で園路の勾配が緩くなり、車いすやベビー
カーでのお散歩もしやすくなりました。歩き疲れたら、
森のところどころに
あるあずまや

4 4 4 4

やベン
チで一休み。ミズナ
ラの大径木など自然
林が残るエリアもあ
り、木々に囲まれな
がら、ゆっくりと散
策を楽しみ、季節を
堪能しませんか？

散策の森・くつろぎの森・歴史の森散策の森・くつろぎの森・歴史の森

３つの森を散策してみよう！３つの森を散策してみよう！

月寒公園管理事務所
　武
たけ

田
だ

　可
か

奈
な

子
こ

　さん

公園のパンフレットが新しく
できました！パークライフセン
ターで配布しています。ご来
園の際はぜひお立ち寄りくだ
さい。

くつろぎの森の様子くつろぎの森の様子

園内には地域の
歴史を物語る石碑
がいくつもあるよ。
散歩しながら、石
碑を探すのも楽し
いよ！
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➡

豊平区からのお知らせ ５月１１日

～

６月１０日

ジャパンラグビートップリーグのパナソニックワイルド
ナイツ対トヨタ自動車ヴェルブリッツ戦に、区内在住の
ペア100組200人を無料でご招待します。9月に開催す
る「ラグビーワールドカップ2019TM日本大会」に向けて、
試合の熱気や迫力を間近に感じて盛り上がろう！
●小学生の参加者には特典があります！
①オリジナルラグビーＴシャツプレゼント
②豊平区オリジナル観戦ガイドブックプレゼント
③花道キッズとして選手入場時にハイタッチ（希望者）
s6月2日㈰集合：12時。
　　　　　試合：13時～15時終了予定。
q札幌ドーム（羊ケ丘1番地）。
m5月7日㈫～22日㈬。
　b（平日9時～17時）・c・a h

j区役所地域振興課
　　　　　b822-2427　c822-9357
　　　　　awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/
　　　　　　 furemachi/sports_project.html

豊平区民ラグビー観戦デー

とよひらＫ
キ ッ ズ

ｉｄｓチアダンス体験会
レバンガ北海道専属ダンスチーム「パシスタスピリッツ」
と一緒に、チアダンスを体験しよう！
s6月22日㈯10時～12時。
q豊平区民センター2階大ホール。
p区内在住の小学生。
n50人。h

o無料。
m5月24日㈮～6月6日㈭。b（平日9時～17時）・c・a
j区役所地域振興課b822-2427　c822-9357
　　　　　awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/
　　　　　　furemachi/sports_project.html

区内の福祉事業所で作られた雑貨・お菓子などの販売や
東京パラリンピックの正式種目になっている「ボッチャ」
の体験コーナーなど、どなたでも楽しめるお祭りです。

とよひらフェスティバル２０１９

s5月18日㈯11時～15時。10時30分開場。
q豊平区民センター2階大ホール他。
o無料。w

,自立支援協議会豊平区地域部会事務局
　（区役所保健福祉課）b822-2459

市税の夜間納付相談
s毎週木曜日20時まで。
q,南部市税事務所納税課（2階）b824-3913

豊平区食生活改善推進員養成講座
栄養や健康の知識を学び、親子料理教室などを通して
食の大切さを地域に伝える食のボランティア「食生活
改善推進員」を養成する講座です。
s全6回（1コース）。下表のとおり。
p区内在住の方。
n30人。f

oテキスト代1,188円。
m5月13日㈪～23日㈭。
　b（平日9時～17時）・c・d

j保健センター健康・子ども課
　　　　　b822-2472　c822-4111
　　　　　メールアドレスはQRコード参照

QRコード

花苗スポンサーを募集しています！
～とよひらHANA-LAND事業～

●花苗スポンサーになるとどうなるの？
　口数に応じて、地域イベントで配布するオリジナ
　ル啓発品などでお名前をご紹介します。
o1口（植樹ます1マス）3,000円。
m5月31日㈮必着。
　区役所や区内まちづくりセンターなどで配布、ま
　たは区ホームページに掲載する申込書に必要事項
　を記入の上、下記へ郵送かファクスで。7

j〒062-8612
　　　　　とよひらHANA-LAND推進協議会事務局
　　　　　（区役所地域振興課内）
　　　　　b822-2427　c822-9357
　　　　　awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/
　　　　　　hanaland/sponser.html

「とよひらH
は な

ANA-L
ラ ン ド

AND事業」は、地域の皆さま
と花を通じたふれあいの場を作り、豊平区を美しく
飾っていく活動です。この活動をさらに盛り上げる
ため、「花苗スポンサー」を募集しています。ご協
力よろしくお願いします。
●花苗スポンサーとは？
　植樹ます1マスを1口として支援を受け
　付け、寄せられた支援金は、花苗の購
　入などの植花活動に活用します。

回数 日時 時間 会場
① 5/30㈭

9時15分～12時15分② 6/3㈪
③ 6/10㈪
④ 6/20㈭ 9時30分～13時30分
⑤ 6/27㈭

9時15分～12時15分
⑥ 7/1㈪

豊平保健センター

豊平保健センター

豊平区民センター
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➡

お知らせの
見　方

s＝日時　q＝会場　p＝対象　n＝定員　o＝費用　m＝申込　,＝問い合わせ先
b＝電話　c＝ファクス　d＝Ｅメール　a＝ホームページ　7＝詳細の確認が必要
f＝先着順　h＝申込多数の場合は抽選　w＝当日、直接会場へ

①行事名　②住所（郵便番号）　③氏名（ふりがな）・年齢　④連絡先（電話番号・ファクス番
号・メールアドレスなど）　⑤学校名・学年（児童・生徒のみ）　⑥返信先（往復はがきの場合）

申し込み時
の必要事項

各施設のイベント・講座のお知らせ情報は、
「地上デジタルテレビ（STV・5チャンネル）
のデータ放送」や、スマートフォンアプリ
「i
アイ

さっぽろ」「さっぽろ子育てアプリ」など
で配信しています。ぜひご覧ください！

会場 内容

豊平保健センター

心をつなぐ絵本の世界s5/27㈪10時～11時30分。p生後2カ月から就学前のお子さんと保護者。
託児有。n20組。f o無料。m5/13㈪～。b（平日9時～）
j保健センター健康・子ども課b822-2474
両親教室s5/31㈮19時～20時30分。p出産予定日が今年の7月～9月で初めてお子さんを迎える
区内在住の夫婦。n60組。f o無料。m5/21㈫～。b

j市コールセンターb222-4894

ちあふる・とよひら
ベビーマッサージs6/12㈬10時30分～11時15分。p1歳未満のお子さんと保護者。n10組。
f o無料。m5/29㈬～。b（平日9時～）
j保健センター健康・子ども課b822-2474

豊平区民センター

自然ウオッチング2019春s5/27㈪～。全4回。10時～12時。q豊平公園他。n16人。f 
o3,000円。
パークゴルフ入門講座s5/28㈫～。全4回。9時30分～11時30分。q月寒公園パークゴルフ場他。
n20人。f o2,800円（コース代などは別途）。
手打ちそば入門講座s6/8㈯。10時～13時。n20人。f o2,500円。
【以下共通】p15歳以上の方（中学・高校生を除く）。m5/13㈪～。b・直接窓口

月 寒 公 民 館

Enjoy！チアダンスs5/27㈪～。全3回。15時30分～17時。p区内在住の4歳～小学6年生。
n15人。f o無料。
健康マージャン講座（女性限定）s5/28㈫～。全6回。13時30分～15時30分。p区内在住かお
勤めの15歳以上の女性（中学・高校生を除く）。n20人。f o4,000円。
心と体の調子をととのえる健美操講座s6/5㈬～。全3回。14時～15時30分。p区内在住かお
勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n10人。f o1,000円。
スマホ・タブレット講座s6/14㈮～。全6回。13時30分～15時30分。p区内在住かお勤めの15
歳以上の方（中学・高校生を除く）。n20人。f o4,500円。
【以下共通】m5/15㈬～。b・直接窓口

西岡福住地区センターはじめての手品講座s6/7㈮～。全3回。10時～12時。p区内在住かお勤めの15歳以上の方（中
学・高校生を除く）。n10人。f o2,300円。m5/24㈮～。b・直接窓口

東月寒地区センター
第2回パソコン夜間講座「エクセル実務」s6/11㈫～。全6回。18時30分～20時30分。p区内
在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n10人。f o5,050円。
m5/30㈭～。直接窓口

※区内の公園・図書館・体育館といった各施設では、展示会・講習会・運動教室など、さまざまなイベントを開催しています。
　詳細はホームページなどでご確認ください（主な施設のお問い合わせ先は、区民のページの表紙下部に掲載しています）。

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座

エンジョイ
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こ
り
めの

防災まめ知
識

第 1 回第 1回

備蓄品
救急セット・常備薬

現金・貴重品

カセットコンロ

ガスボンベや
やかんも一緒
に用意しま
しょう。

ランタン

リビング・キッチン・トイ
レ用に少なくとも３個ある
と良いでしょう。

携帯ラジオ・懐中電灯

電池の使用期限の確認や
予備の電池も忘れずに。

クーラーボックス

非常食・飲料水非常食 飲料水

非常食や飲料水（1人1日3㍑）は、
最低 3日分用意しましょう。

ティッシュペーパー・
ウエットティッシュ

食料品の備蓄はローリングストック法で！
少し多めに買っておき、食べた分だけ買い
足していく「ローリングストック法」を取
り入れると、賞味期限を気にする必要がな
くなり、食料品を有効活用できます。

非常持出品・備蓄品共通非常持出品・備蓄品共通

家庭の状況に応じて冬の寒さに備えて
乳幼児や介護が必要
な方がいる場合、ペッ
トを飼っている場合
などには、家庭の状況
にあった必需品を用
意しておきましょう。

ペットの餌 紙おむつ最低気温がマイナ
ス10℃を下回る札
幌の冬には、寒さ
をしのぐ準備が必
要です。

毛布
携帯カイロ

ポータブル
ストーブ

非常持出品

寝袋

や
緒
ま

粉ミルク粉 ク
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