
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

【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　※12月 1日現在（前月比）
人口：223,229 人（-139）　世帯数：116,788 世帯（-64）

本年も安心して健やかに暮らせる豊平区を目指し、区民の皆さまと本年も安心して健やかに暮らせる豊平区を目指し、区民の皆さまと
力を合わせて、笑顔と活気に満ちたまちづくりを進めてまいります力を合わせて、笑顔と活気に満ちたまちづくりを進めてまいります
皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

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〕

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

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〕
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〕
西岡図書館〔西岡 3-6〕

b824-3912
b824-3913
b824-3914
b824-3917
b824-3918
b852-2100
b583-8613
b812-7181
b851-0482
b852-4687
b853-2011
b811-5201
b815-2940
b852-8111

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〕
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〕

b851-1972
b853-4572
b855-0791
b813-6556
b832-7529
b850-1000
b851-3080
b811-6568
b818-3150
b582-0050
b820-2140
b374-5002
b831-6980
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２０２０２０２０
新春新春
とよひらクイズとよひらクイズ

b

「少年よ、大志を抱
け！」の言葉で有名
だよ。

昨年も平岸会場で華
麗な演舞を披露し、
多くの観客を魅了し
たね！

昨年は、ラグビーの
ワールドカップで多
くの外国人が訪れた
よ！

旧陸軍が作った水道
施設なんだ。ここで
水
3

を取
3

り入れていた
んだよ。

地域の人たちが清掃
活動を行って、この
川の環境を大切に
守っているんだ。

いろいろな職業の人
の話を聞いて、将来
の“夢”を広げよう！
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★対象★対象　

★応募方法★応募方法

★宛先・詳細★宛先・詳細

c a

★当選発表★当選発表

（はがきの裏面・ファクス）（はがきの裏面・ファクス）

⑴
⑵

⑶

応募方法応募方法

  ★応募の締め切り★応募の締め切り　

正解者の中から抽選で50人の方に・・・

プレゼント！！
こりんとめーたんの特製バッグ

ちょっとした　   
買い物にも♪

豊平橋の近くに石碑
も建っているね。

収穫した果実はプロ
スポーツチームなどに
贈呈して、区の魅力を
ＰＲしているんだ！

広報さっぽろ豊平区
版 2019 年 12 月 号
で紹介したよ！

リンゴの歴史を後世に
伝える石川啄木の歌を
刻んだ記念歌碑もある
よ！

ヒント：豊平区の魅力を発見するのが得意なんだよ。ヒント：豊平区の魅力を発見するのが得意なんだよ。

応募キーワード

➓

➓
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豊平区からのお知らせ 1 月 １日

～

2月１０日

く

レバンガ北海道では、北海道立総合体育センター「北海きたえーる」で行われるシーホース三河戦
（自由席）に区内在住の方200人（各日100人）をご招待します。
s2月8日㈯15時5分試合開始（12時10分一般開場）。
　2月9日㈰15時5分試合開始（12時10分一般開場）。
m1月10日㈮当日消印有効。往復はがき（観戦希望日と右上の必要事項を記載）。h 

※往復はがきは1人につき1通必要。また、1人1通のみ応募可能（複数応募の場合は全て無効）。
j〒004-0041 厚別区大谷地東2丁目5-60　レバンガ北海道 豊平区民応援デー係b555-9090
※応募者の個人情報は、株式会社レバンガ北海道が適切に管理し、本件を含むご案内以外には利用されません。

豊平区の魅力がたくさん詰まったオリジナルカルタの
「魅力発見 ほ～！ へ～！ カルタ」を使った、小学生の
チーム対抗（3人1組）カルタ大会を開催します！
今大会から、チーム単位だけでなく、個人（1～2人）
でも参加（大会当日に合同チームを編成）できます。
優勝目指して頑張ろう！
s2月24日㉁10時～15時（終了時刻は予定）。
q北海道立総合体育センター「北海きたえーる」柔道室
　（豊平5条11丁目）
p区内在住の小学生（引率者が必要）。
n32チーム（96人）。h　
o無料。
m1月31日㈮まで。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/karuta.html

氷上の格闘技、アイスホッケーに挑戦しよう！未経験で
も大丈夫。ぜひご参加ください。
s2月15日㈯10時～12時。
q月寒体育館（月寒東1条8丁目）。
p区内在住の小学3～6年生。
n30人。h　
o無料。
m1月15日㈬～29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

川に雪を捨てると、詰まってあふれる原因となります。
川への雪捨ては絶対にやめましょう。
★雪堆積場の開設情報★
区内の雪堆積場の開設情報は、区
役所や土木センターなどで配布し
ている「雪堆積場ガイド」や「市
ホームページ（www.city.sapporo.
jp/kensetsu/yuki/)」、または「市コールセンター
（b222-4894）」でご確認ください。
なお、一時閉鎖などの緊急情報については、ラジオ局
「FMアップル（周波数76.5MHz）」でいち早くお知らせ
します。,豊平区土木センターb851-1681

レバンガ北海道公式戦にご招待！～豊平区民応援デー～

とよひらＫ
キ ッ ズ

ｉｄｓ
アイスホッケー体験会

川への雪捨てはやめましょう！

第3回「ほ～！ へ～！ カルタ大会」

【12月号の訂正】
広報さっぽろ豊平区版 2019 年 12 月号の豊平区からの
お知らせに掲載しました「げんき雪んこまつり（1/9㈭）」
の会場は、中の島小学校グラウンド（中の島2条 1丁目）
のみとなります（室内に遊びのコーナーはありません）。
おわびして訂正します。
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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！

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「はじめてのトイレトレーニング」s1/28㈫①9時45分～10時30分②10時45分～
11時30分。p1歳6カ月から就学前のお子さんと保護者。n各8組。f o無料。m1/14㈫～。
b（平日9時～17時）
子育て講座「いやだいやだのお年頃」s2/20㈭10時30分～11時15分。p1歳6カ月から2歳6カ
月のお子さんと保護者。n12組。f o無料。m2/6㈭～。b（平日9時～17時）
【以下共通】j保健センター健康・子ども課b822-2474

豊平区民センターは、保全改修工事に伴い貸室業務を休
止していますが、再開予定の4月1日㈬以降の貸室予約
を、2月1日㈯から順次受け付けます。
なお、4月1日㈬以降の大ホールの予約は、令和元年12
月28日㈯から受け付けています。
,豊平区民センターb812-7181

月寒公民館図書室は、蔵書一斉点検（特別整理）のため、
1月25日㈯～2月2日㈰は休室します。
期間中の本の返却は、1階事務室窓口で受け付けます。
,月寒公民館b851-0482

所得税の確定申告が始まります。
詳しくは、本誌全市版18ページをご覧ください。

s毎週木曜日20時まで（1月2日を除く）。
q,南部市税事務所納税課（2階）b824-3913

s休日：1月26日㈰9時～14時30分。
　夜間：1月28日㈫19時30分まで。
q,区役所保険年金課b822-2510

豊平区民センター
貸室予約再開のお知らせ

月寒公民館図書室　休室のお知らせ

国民健康保険料の夜間・休日納付相談
市税の夜間納付相談

税申告のお知らせ

月 寒 公 民 館

脳活ウォーキングs1/30㈭～。全4回。10時～11時30分。n15人。f o2,000円。
スマホ入門講座s1/31㈮～。全6回。9時30分～11時30分。n16人。f o4,500円。
バレンタインのお菓子作り講座s2/5㈬～。全3回。10時～13時30分。n16人。f o5,000円。
【以下共通】
p区内在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生を除く）。m1/15㈬～。b・直接窓口

東月寒地区センター
パソコン夜間講座「ワード＆エクセル」s2/4㈫～。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。m1/23㈭～。
直接窓口
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みりょく的なとりくみ

歴史を伝える歴史を伝える
出前授業出前授業

㈱ほんま㈱ほんま

みりょく的なひと

㈱ほんま　代表取締役社長
本
ほん

間
ま

　幹
みき

英
ふさ

さん

㈱ほんま　月寒あんぱん本舗　月寒総本店
q月寒中央通8丁目1-10

本間社長に出前授業についてお話を聞きました！

　私は月寒で生まれ育ったのですが、身近な地域の歴史やアンパン道路について、
学校の授業で学んだことが無かったので、もっと子どもたちに地元にゆかりのある
話を知ってほしいと思い、出前授業を始めました。

活動を始めたきっかけを教えてください！活動を始めたきっかけを教えてください！

　出前授業では、和菓子作りでの道産食材の活用など、地産地消や食育に関する話
もしていますが、どの子も真剣な表情で、興味を持って聞いてくれます。「こんな
歴史があったなんて知らなかった」「これからも月寒あんぱんを
作り続けてほしい」というメッセージが励みになっています。

活動の原動力はなんですか？活動の原動力はなんですか？

　現在は月寒地区を中心に活動していますが、依頼があればいろい
ろな小中学校へ出向き、地区の魅力を伝えていきたいと思います。
これからも豊平区の歴史の一部として「月寒あんぱん」伝統の味を
後世につなげていきます。

今後の抱負を聞かせてください！今後の抱負を聞かせてください！

　　明治39年（1906年）に月寒で
創業した『㈱ほんま』は、「とよひ
らまちづくりパートナー※」の活
動として、本間幹英社長による『歴
史を伝える出前授業』を行ってい
ます。　
※まちづくり活動に意欲のある企業・団
体などに、地域のパートナーとして活動
してもらう取り組みです。

　

出前授業ではどんな話をしているのかな…？

■月寒あんぱんの歴史■ ■■アンパン道路の由来■アンパン道路の由来■

出出

▲昭和17年ころの工場内風景
　（㈱ほんま提供）

▲現在の「月寒あんぱん」

話を聞きました！話を聞きました！

環状通

白石藻岩通

豊平
区役所

月寒公園

平岸小学校

月
寒
あ
ん
ぱ
ん
本
舗 

月
寒
総
本
店

国
道
36
号

国
道
453
号

羊
ケ
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通
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鉄
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南
平
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駅

アンパン道路

国国国
道道道
44533
号号

南
平
岸
駅

通通
岸小学校校

アンパン道路記念碑▶

▶
記
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板
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