
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　※6月 1日現在（前月比）
人口：222,817 人（+126）　世帯数：116,224 世帯（+36）
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民生委員・児童委員は、住民の生活上のさまざまな相談に応じ、
利用できる福祉サービスなどの情報提供を行うほか、適切な相
談窓口を紹介したり、関係機関につないだりしています。
主任児童委員は、子育てや児童福祉を専門的に担当し、子育て
世帯をサポートしています。

民生委員・児童委員は、地域のことをよく知り、
福祉やボランティア活動に理解と熱意のある人が
地域からの推薦を受け、厚生労働大臣から委嘱さ
れます。
豊平区では300人余りが活動しており、このう
ち20人は、子どもの支援に特化して活動する主
任児童委員です。

民生委員・児童委員はどんな人？

どんな活動をしているの？

民生委員・民生委員・
一番身近な一番身近な

中の島地区主任児童委員
宮
みや

本
もと

　洋
よう

子
こ

さん

地域の皆さん 各関係機関

安心してご相談ください！
民生委員・児童委員には、相談する人の秘密を守ることが法律で義務付けられています。
お聞きした情報は、札幌市と民生委員・児童委員が厳重に保管し、相談者ご本人の福祉に関する目的以外には利
用しません。
なお、お住まいの地区の民生委員・児童委員が分からないときは、保健福祉課へお問い合わせください。
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児童委員は、児童委員は、
相談員です！相談員です！

b c

南平岸地区民生委員・児童委員

高
たか

橋
はし

　宣
のり

男
お

さん

豊平区民生委員児童委員協議会
濱
はま

田
だ

　繫
しげ

光
みつ

　会長

民生委員・児童委員の訪問・調査にご協力ください
札幌市では、66歳を迎える方や66歳以上で転入された方などを対象に民生委員・児童委員がご
自宅を訪問し、その役割や活動内容をお知らせしています。
また、札幌市の依頼により、ご協力いただける範囲で、お体や世帯の状況、緊急時の連絡先など
をお伺いする調査を行っています。
万が一に備えるための調査ですので、ご理解をお願いします。
なお、訪問や調査を希望されない場合は、保健福祉課までご連絡をお願いいたします。

➡2019─❼─広報さっぽろ2019─❼─広報さっぽろ 33豊平豊平



豊平区からのお知らせ 7月１１日

～

8月１０日

北海道日本ハムファイターズ公式戦
にご招待！　～豊平区民応援デー～

「北海道日本ハムファイターズ」では、
9月6日㈮18時から札幌ドームで行われ
るオリックス・バファローズ戦（C指定
席）に区内在住の方1,000組2,000人
をご招待します。
7月15日㈷まで。スマートフォンや携帯電話の場合は、
　右下のQRコードから、パソコンの場合は（www.
　fi ghters.co.jp/expansion/invitation/2019/form.html)か
　ら、球団ホームページへアクセスし、申し込みフォーム
　に所定事項を入力してください。はがきでの応募は受
　け付けておりませんのでご注意ください。h

©H.N.F.

とよひらｋ
キ ッ ズ

ｉｄｓ
スポーツクライミング体験会

s7月28日㈰10時～16時。
qカナモトホール
　（札幌市民ホール。中央区北1条西1丁目）。
o無料。w

,区役所地域振興課b822-2427
　awww.city.sapporo.jp/toyohira/machi/
　　 furemachi/concert.html

豊平区内の小・中学校、高校、大学などの団体、約1,000
人が出演し、合唱や吹奏楽などを披露します。ぜひご
来場ください。

s7月30日㈫10時～12時。
q豊平区体育館（月寒東2条20丁目）。
pフットサル初心者で区内在住の小学1～3年生
　（保護者の同伴が必要）。
n30人。h　o無料。
m7月18日㈭まで。b（平日9時～17時）・a

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

来年開催される東京オリンピックの正式競技にも採
用され、関心が高まっているスポーツクライミング
を体験しよう！クライミングウォールを使用し基礎
から指導します。未経験でも大丈夫！ぜひご参加く
ださい。

※応募者の個人情報は、株式会社北海道日本ハムファ
　イターズが適切に管理し、本件を含む
　チケット関連のDM・アンケートなど
　による案内以外には利用されません。
,北海道日本ハムファイターズ
　お客様センターb0570-005-586          QRコード

その他当選者の方で別の席種を希望される場合は、試
　　　合日当日に、札幌ドーム場内前売券売場にて座
　　　席変更を受け付けます（有料・席数に制限あり）。

「エスポラーダ北海道」の選手からフット
サルを教えてもらおう！女子チーム「イル
ネーヴェ」の選手も来るよ！参加者プレゼ
ントとして、8月24日㈯のエスポラーダ北
海道公式戦（会場：北海きたえーる）にペ
ア（大人1人、子ども1人）でご招待します！

第27回とよひらフラワーコンサート

とよひらジュニアフットサル体験会

s8月25日㈰10時～12時。
q北海道立総合体育センター「北海きたえーる」
　サブアリーナ（豊平5条11丁目）。
p区内在住の小学生。
n40人。h　o無料。
m7月25日㈭～8月1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

m

　①安心安全を乗せて走る！
バス会社のお仕事　

　②おいしくたのしく！
　       レストランのヒミツを学ぼう！

バスの整備や車内アナウンスなどを体験して学ぼう！
s7月31日㈬9時30分～12時。
q北海道中央バス株式会社西岡営業所（西岡491番地）。
n15人。h

接客や調理などにチャレンジしてみよう！
s8月8日㈭9時～11時30分。
qびっくりドンキー西岡店（西岡4条4丁目）。
n10人。h

【以下①②共通】
p区内在住の小学4～6年生。o無料。m7月18日㈭まで。b（平日9時～17時）・a

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

連携協力/HTB北海道テレビ
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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

s8月7日㈬13時30分～15時30分。
q保健センター2階講堂。
p区内在住のパーキンソン病療養者と家族。
n30人。f　o無料。
m7月11日㈭～8月2日㈮。
    b（平日8時45分～17時15分）・c

j保健センター健康・子ども課
　　　　　b822-2472  c822-4111　

介護者同士の交流会の他、おいしく栄養バランスが良
い食事の簡単な作り方を、管理栄養士が実演します。

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座

会場 内容

ちあふる・とよひら
子育て講座「歯磨きのコツ教えます」s8/23㈮10時30分～11時30分。
p1歳3カ月未満のお子さんと保護者。n12組。f o無料。m8/9㈮～。b（平日9時～）
j保健センター健康・子ども課b822-2474

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）。

実技を交えて分かりやすく説明します。患者会の紹介
や、参加者同士の情報交換も行います。

s7月30日㈫13時～15時。
q保健センター2階講堂。
p区内で認知症の方を在宅介護している男性。
o無料。
m7月11日㈭～22日㈪。
    b（平日8時45分～17時15分）・c

j区役所保健福祉課
　　　　　b822-2461   c833-4096

パーキンソン病療養者の
在宅リハビリ研修会

豊平区男性介護者のつどい
（ケア友の会）

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

市税の夜間納付相談

月 寒 公 民 館

ストレッチ・リズム体操（女性限定）s7/26㈮10時～11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  o500円。

万華鏡を作ろうs7/29㈪10時～12時。p区内在住の小学1～3年生。n20人。f o無料。

ラジオを作ろうs8/1㈭13時～15時30分。p区内在住の小学4～6年生。n20人。f o1,000円。

【以下共通】　m7/12㈮～18㈭。b・直接窓口

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！
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※天候などの影響により、変更または中止となる場合があります。※天候などの影響により、変更または中止となる場合があります。

地区 お祭り名（会場） 開催日時 開始時刻

月寒 フェスタつきさっぷ
（つきさっぷ中央公園　月寒中央通7丁目）

7/13㈯
7/14㈰ 12時

平岸 平岸郷土芸能祭
（夕やけ公園　平岸3条7丁目） 7/20㈯ 11時

南平岸 なんぴら100円商店街＆夏まつり
（ひよっこ公園＆特設会場　平岸3条14丁目）

7/20㈯ 11時
7/21㈰ 10時

西岡 にしおか夏まつり
（札幌大学第2駐車場　西岡3条7丁目） 7/21㈰ 11時

美園 みその子ども夏まつり・みその夏まつり
（美園中央公園　美園6条5丁目） 7/28㈰ 10時

東月寒 東月寒地区ふれあい夏まつり
（東月寒地区センター　月寒東3条18丁目） 8/17㈯ 11時45分

豊平 鉄一が里とよひらふれあいまつり
（豊陵公園　豊平6条3丁目） 8/25㈰ 14時

福住 福住連合まつり
（福住ふれあい公園　福住2条7丁目） 8/25㈰ 10時

中の島 なかのしまオータムフェスタ
（中の島かわら公園　中の島2条3丁目） 9/21㈯ 10時

豊平豊平

参議院議員通常選挙の期日前投票のお知らせ

期日前投票所（豊平区民センター2階大ホール）

参議院議員の任期満了に伴う選挙が予定されています。豊平区では、下記の2会場に期日前投票所を開設する予定です。
投票期間は、自宅に郵送される「投票所案内はがき」をご確認ください。

白石区方面

面
方
区
央
中

清田区方面

通 状
環

豊平区役所
駐車場

陵陽中学校

中央バス
「豊平区役所」

じょうてつバス
「豊平区役所前」

N

園
公
寒
月

豊平区民センター
（平岸6条10丁目）

南65

白30

中央バス
「豊平区役所」
79 83 89 平50

ケ

駐車場が大変混雑します。公共交通機関をご利用ください。

,豊平区選挙管理委員会事務局b822-2406
第2期日前投票所（東月寒地区センター1階ホール）

駐車場は2カ所あります。
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東月寒
まちづくり
センター

N 東月寒地区センター
（月寒東3条18丁目5-1）

東月寒中学校

通
寒
月
東

北野通

臨時駐車場
（とんつき憩いの広場） 園

公
川
田
吉

白石区方面

面
方
区
田
清

駐車場

中央バス
「東月寒まちづくり
センター」　　 
真105

中央バス
「月寒東3条18」
64 月64 福51 福99
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