
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

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（仮事務所）〔月寒東2-18〕
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

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　※9月 1日現在（前月比）
人口：224,422 人（+31）　世帯数：118,434 世帯（+70）

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

豊平区平岸4条10丁目の歩道橋から撮影豊平区平岸4条10丁目の歩道橋から撮影
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とよひらまちづくりパ－トナーとよひらまちづくりパ－トナー制度制度はは
今年今年で５で５年目年目をを迎迎えました。えました。

bb

豊平警備業防犯協会　事務局

山
やま

田
だ

　直
なお

人
と

さん

豊平警備業防犯協会豊平警備業防犯協会
（区内全域で活動）

東月寒地区町内会連合会　防犯パトロール部長

嶋
しま

田
だ

　勝
かつ

美
み

さん

　　　地域の声
地域の声

◀青色防犯パトロールの
打ち合わせを行う様子

▲区内各地で行っている交通安全街頭啓発

▲危険を発見した時、すぐに対応できる
よう、必ず2人以上で乗車します

安心して暮
らせるまちを目指して

まちづくりまちづくり
パートナーパートナーとともにとともに
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北海道新聞永田販売所　代表取締役

伴
ばん

野
の

　卓
たく

磨
ま

さん

▲平岸高台小学校での出前授業の様子

北海道胆振東部地震の際、北海道胆振東部地震の際、
公共施設やスーパーなどを公共施設やスーパーなどを
取材し新聞を作成。避難所取材し新聞を作成。避難所
などに配り、必要な情報をなどに配り、必要な情報を
発信しました発信しました

（平岸・南平岸で活動）
北海道新聞永田販売所北海道新聞永田販売所

　　　地域の声

イベントのイベントの
人手が足りないなぁ人手が足りないなぁ

研修会の講師を研修会の講師を
お願いしたいなぁお願いしたいなぁ 知識を生かしたい！知識を生かしたい！

区役所や
まちづくりセンターが
連携をサポート！

人材を生かしたい！人材を生かしたい！

６月にパートナー登録された６月にパートナー登録された

岡
おか

田
だ

　英
ひで

憲
のり

さん

家族葬 ディアネス豊平　館長

b

一緒一緒にまちづくり、にまちづくり、
しませんか？しませんか？

平岸高台小学校・のぞみ分校 島
しま

津
づ

　伸
のぶ

宏
ひろ

校長

のの声

▲イベントでも地域の歴史を魅力的に伝    
 えています

まちの人々のつながりを大切に

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　　　　　　　　　

　　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　　
　 
 新新し

いしい
仲間仲間がが増増

えています！えています！
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豊平区からのお知らせ １０月１１日

～

１１月１０日

s10月22日㈭10時～16時。
q区役所1階相談コーナー。
,区役所総務企画課b822-2407

一日行政相談
総務大臣から委嘱された行政相談委員が年金や福祉、道
路整備などの国政に関する要望・苦情をお受けします。

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

背骨コンディショニング体操体験会
背骨のゆがみを整えて全身の不調を改善する運動プログ
ラムの体験会です。
s10月23日㈮、30日㈮13時30分～15時。全２回。
q西岡福住地区センター（西岡４条９丁目）。
p区内に在住かお勤めの15歳以上の方（中学・高校生
　を除く）。
n10人。f

o1,500円。
m10月14日㈬～20日㈫にb・直接窓口。
,西岡福住地区センターb852-4687

区役所３階の「こそだてインフォメーションりんご
の森」では、保育士による子育て相談や子育ての情
報提供などで、皆さんの子育てを応援しています。

支援メニュー

サンデーサロン
子育て中の親子が自由に集
い、遊びの体験や他の親子と
の交流、情報交換などができ
ます。毎月１回第３日曜日に
開催しています。

s10月18日㈰10時～12時。
qちあふる・とよひら（月寒東１条４丁目）。w

p０歳から就学前までの子どもとその家族。これから親
　になる方。
　※現在は新型コロナウイルス感染症予防対策を行って
　開催しています。ご利用の際は、事前に
　ホームページなどでご確認ください。
,豊平区保育・子育て支援センター
　（ちあふる・とよひら）b851-2510

s平日８時45分～17時15分。
q区役所３階エレベーター横。
,保健センター健康・子ども課b822-2474

◆子育てに関する情報提供
◆手作りおもちゃの紹介
◆子育て相談（面談の他、電話相談b812-0874
　もお受けします）
◆子どもの預かり事業の説明および登録
　・札幌市ファミリー・サポート・センター事業
　・病後児デイサービス事業
◆絵本などの貸し出し

りんごの森の様子りんごの森の様子

子育て情報コーナー子育て情報コーナー

お子さんも一
緒に

ぜひ来てね！

お待ちしてい
ます！

QRコード
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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

生活に役立つ情報をお伝えする「こりんと
めーたんのワンポイント・アドバイス」。
今月は、区のシンボルで旬の「リンゴ」を使っ
た簡単料理をご紹介します。リンゴは食物繊
維やカリウムが豊富な食材です。日々の食卓
にリンゴを取り入れてみませんか？

 材料（２人分）
◆鶏ささみ肉……50g（約1本）
◆酒または水………小さじ1/2
◆リンゴ………25g（約1/8個）
◆セロリ………25g（約1/3本）
◆玉ネギ………25g（約1/8個）

　　●酢……………大さじ1強
　　●オリーブ油…大さじ1/2
　　●砂糖…………小さじ1/4
　　●塩……………ひとつまみ
　　●こしょう……………少々

マ
リ
ネ
液

1鶏ささみ肉を耐熱容器に入れ、酒ま
　たは水を振る。
2耐熱容器にラップをしてレンジ（500W）
　で、１分から１分30秒加熱する。
3粗熱が取れたら、鶏ささみ肉を食べや
　すい大きさにほぐす。
4リンゴは皮付きのまま２～３mmの薄
　切り、セロリは斜め切り、玉ネギは薄
　切りにする。
5マリネ液、3、4をポリ袋に入れて軽
　くもみ、冷蔵庫で２時間以上寝かせる。

1 人 分 の 栄 養 価

作り方

※区の管理栄養士が考案したレシピです。

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！

全市のイベント情報は…全市のイベント情報は…

,保健センター健康・子ども課b822-2472

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントな
どの予定が変更または中止となる場合があります。最
新の情報は各記事の問い合わせ先へご確認ください。

◆市街地でエゾシカを見つけたときの連絡先
　　　　　　　　　　　　　　北海道警察b110

エゾシカ出没に
ご注意ください！

　　　　今年、区内の住宅街にエゾシカが出没し
ています。エゾシカは臆病な動物で人を襲うこと
はありませんが、興奮すると暴れることがありま
す。騒いだりせずに、静かに見守ってください。
ほとんどの場合、夜になると山林に戻ります。

◆その他のお問い合わせ　
　　　　　　　  区役所総務企画課b822-2405

鶏ささみ肉の代わりに、
むね肉や市販のサラダチ
キンでもＯＫ！
味付けは酢や香味野菜で
工夫して、塩分控えめに。

　 今 し
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