
編集　豊平区役所市民部総務企画課広聴係 b822-2407 c813-3603

問い合わせ先が
分からないときは・・・

b222-4894（8時～ 21時・年中無休）札幌市コールセンター c

221-4894　　info4894@city.sapporo.jp

豊平区役所
豊平保健センター b822-2400（代表） 〒062-8612 豊平区平岸 6条 10丁目 1-1開庁時間：8時 45分～ 17時 15分（土・日曜、祝・休日、年末年始を除く）

「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/

「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～

※市外局番はすべて011

t o y o h i r a ２０２１
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豊平区民のページ

と よ ひ ら

 豊平区ホームページ 　豊平区ラジオ広報番組
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豊平区の人口・世帯数
国勢調査の実施に伴い、速報値が公表されるまでの間は掲載を見合わせます。豊平 役所・豊平区関 施設区 連

▲ヤマメの稚魚放流の様子（2019年）

中の島地区を流れる精進川
は、より自然な姿に近い川
となるように改修され、美
しい景観が保たれていま
す。地域では、子どもたち
がこの川と触れ合えるよう
に、1998年（平成 10年）
からヤマメの稚魚の放流を
行っており、これまで約
37,000 匹を放ってきまし
た。成長しサクラマスと
なって戻ってくるように、
願いを込めて見送ります。
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大きくなって
帰ってきてね！

第２回
精 進 川

豊平区土木センター〔西岡 3-1〕 b851-1681
豊平消防署〔月寒東 1-8〕 b852-2100
南部市税事務所〔平岸 5-8〕
　市税証明 b824-3912
納税相談 b824-3913
個人の市・道民税 b824-3914
固定資産税（土地） b824-3917
固定資産税（家屋） b824-3918

豊平区保育・子育て支援センター
（ちあふる・とよひら）〔月寒東 1-4〕 b851-3945

まちづくりセンター
　豊平〔豊平 6-7〕 b811-9435
　美園〔美園 6-5〕 b811-4119
　月寒〔月寒中央通 7〕b852-9288
　平岸〔平岸 2-7〕 b811-9545
　中の島〔中の島1-4〕 b821-5841
　西岡〔西岡 4-5〕 b854-0357
　福住〔福住 1-4〕 b855-6615
　東月寒〔月寒東3-17〕 b853-9191
　南平岸〔平岸2-14〕 b814-1440

豊平・南清掃事務所〔南区真駒内 602〕 b583-8613
豊平区社会福祉協議会〔平岸 6-10〕 b815-2940
豊平老人福祉センター〔中の島 2-3〕 b811-5201
豊平区民センター〔平岸 6-10〕 b812-7181
月寒公民館〔月寒中央通 7〕 b851-0482
西岡福住地区センター〔西岡 4-9〕 b852-4687
東月寒地区センター〔月寒東 3-18〕 b853-2011
豊平区体育館〔月寒東 2-20〕 b855-0791
豊平公園温水プール〔美園 6-1〕 b813-6556
西岡図書館〔西岡 3-6〕 b852-8111
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▲ 2007年、ノルディックスキーの
　世界選手権の様子

▲ 2019年、ラグビーのワールド2019年、ラグビーのワールド
　カップの様子　カップの様子

▲2017年、冬季アジア札幌大会開会式の様子冬季アジア札幌大会開会式の様子

2001年の開業以来、札幌市民はもちろん、国内外含め多くの観客の笑顔を生み出してくれた札幌ドーム。
今年6月2日、開業から20周年を迎えます。
多くの感動的な場面を見せてくれた感謝とともに、これまで開催された大きなイベントを振り返りながら、
豊平区との関わりについて紹介します。これからもたくさんの心震える瞬間の舞台となることを願って・・・。

2002年、サッカーのワールド
カップ開催を契機に建設された
札幌ドーム。サッカーと野球、
２つのプロチームの本拠地と
なっている世界でも数少ないス
タジアムです。
多くのスポーツイベントが開催
される他、国内外のアーティス
トたちのコンサート会場として
も利用され、ドームの空間を利
用したダイナミックな演出で
ファンを楽しませています。
同じ場所とは思えないほど、催
しによってさまざまな姿に変化
し、多彩に展開される大空間。
2017 年冬季アジア札幌大会
では開会式の舞台となり、さ
まざまな国の選手が集結。感
動の幕開けを彩りました。
2019 年には、まだ記憶に新
しいラグビーのワールドカッ
プが行われ、ついに来場者が
5,000万人を突破。
これからも私たちを夢中にさせ
続けてほしいですね。

世
界
を
魅
了
す
る

日
本
最
北
の
全
天
候
型
ド
ー
ム

札幌ド
ームと私たち
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これまで数多くの感動を届けて
きた札幌ドームと豊平区との関
わりについて紹介します。

◀◀
詳しく知りたい詳しく知りたい
方は、HPをご方は、HPをご
確認ください。確認ください。

札幌ドームでは、20周年を札幌ドームでは、20周年を
記念し、特別サイトを開設記念し、特別サイトを開設
しています！しています！

▲パラバドミントンを楽しむ様子

▲ラグビー体験コーナーの様子

▲ウインタースポーツに挑戦！

スポーツバイキング
区民の健康増進やスポーツへの関心を高めるこ
とを目的に、2014年から豊平区と株式会社札
幌ドームの共催で開催されているイベント。普
段はめったに入れない屋内アリーナで、多くの
来場者がさまざまな競技を楽しんでいます。

▲地下鉄東豊線福住駅構内の様子

構内はスポーツチームの選手
の写真が飾られ、降り立つ人
たちの気持ちも高揚します。

おもてなし事業

▲消防車について説明を受ける様子

▲広い駐車場を車いすで移動する様子

セーフティフェスタセーフティフェスタ
地域の子どもたちに「安全」を学んでもら
うことを目的に、東月寒まちづくり協議会
「童夢（どーむ）」が2011年から行ってい
ます。札幌ドームの駐車場で行われ、救命
講習や災害用伝言ダイヤルの操作などを教
えてもらいながら実際に体験しています。

東月寒童夢（どーむ）東月寒童夢（どーむ）

試合当日、福住駅構内で外国人の観客へ折り紙の手裏剣を
手渡した他、翌日は月寒少年消防クラブと福住地区の皆さ
んが札幌ドーム周辺のごみを拾いました。

▲歩道での清掃活動▲当日の福住駅構内の様子

●2019年、ラグビーのワールドカップでは

●2017年、冬季アジア札幌大会では
来場者や地域住民が安心し
て雪道を歩けるようにと、
福住地区、東月寒地区の皆
さんが周辺での砂まきを行
いました。

▲砂まきの様子
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豊平区からのお知らせ 6月１１日

～

7月１０日

国民健康保険料の夜間・休日納付相談
s休日：6月27日㈰9時～14時30分。
　夜間：6月24日㈭19時30分まで。
q,区役所保険年金課b822-2510

区民センター図書室　休室のお知らせ

蔵書一斉点検のため、6月11日㈮～17日㈭は休室しま
す。期間中の本の返却は3階図書室ドア横の返却ポス
トへ。
,区民センター図書室b811-1030

キツネは春から夏にかけて、日中でも住宅街に出没
します。キツネはエキノコックス症に感染している
恐れがあることから以下のポイントに気を付けて、
感染を防ぎましょう。

キツネに気を付けましょう

・キツネに触れない、近づかない。
・キツネに餌を与えない。
・帰宅後にはしっかり手を洗う。
・家庭菜園の野菜や山菜などは、　　　　　　　
　よく洗うか、加熱して食べる。
・川の水、沢水などの生水を飲まない。
・ごみ捨てルールを必ず守り、餌にならないよう
　にごみステーションをしっかり管理する。
・物置などはしっかり戸締まりをする。

エキノコックス症に感染しないために

,保健センター健康・子ども課b822-2478

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

　　 　　

あんしんコールのご案内
専用の受信センターにつながる通報機
器をご自宅に設置し、下記３つのサー
ビスを利用できる「あんしんコール事
業」を行っています。

p主に1人暮らしで、心身に不安を持つ高齢の方や
　重度の身体障がいのある方。
o月額900円。
　区役所保健福祉課へ直接申込。
   詳細については下記へお問い合わせください。

健康相談健康相談 お元気コールお元気コール
24時間
相談受付

定期的にお電
話で体調確認

急病時などの
緊急対応

,市コールセンターb222-4894

高齢者 身体障がい者

緊急通報緊急通報

ウイルスは目鼻口から侵
入します。鼻も隠しま
しょう。

新型コロナウイルス新型コロナウイルス

ポ イ ン ト感染予防の感染予防の

予防しているつもりが、誰もがついうっかり
してしまいがち・・・。もう一度、自分の行
動を見直してみましょう。

大声で話すと口から飛
ひ

沫
まつ

が飛び散りやすくなりま
す。大声は控えましょう。

×マスクから鼻を出す

×いつのまにか大声

m
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東月寒交番

東月寒中学校

東月寒
地区センター

東
月
寒
通

北野通
至清田区→

東月寒
まちづくり
センター

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

会場 内容

豊平区民センター
ファミリーヒストリーの調べ方s7/2㈮、7/5㈪、7/8㈭。全3回。13時30分～15時30分。
p15歳以上の方（中学・高校生を除く）。n10人。f o2,500円。
m6/11㈮～（9時～17時）。b

西 岡 福 住
地 区 セ ン タ ー

体軸トレーニングs7/5㈪～8/2㈪。全4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）。n15人。f o3,000円。
m6/21㈪～。b・直接窓口
ゆかた着付け教室s6/26㈯。10時～11時30分。p区内在住かお勤めの15歳以上の方（中学生を除く）。
n6人。f o600円。m6/14㈪～。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！

新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更または中止となる場合があります。また、イベント・講座
によってはマスク着用が必須のものがあります。詳しくは、各記事の問い合わせ先へご確認ください。

【所在地】月寒東3条17丁目15-30
【電話番号】b853-9191
【開所時間】8時45分～17時15分
　　　　　※土・日曜、祝・休日、
　　　　　年末年始を除く

このコーナーでは、区内にある9つのまちづくりセンターを紹介していきます。

東月寒まちづくりセンター
今月は…

東月寒ってこんなところ！

まちづくりセンターは、地域の「まちづ
くり活動」の拠点です。お気軽にお越し
ください！

（例えば……）
町内会に参加したいけ
どどうすればいいか分
からない、札幌市の手
続きでどこに行けばい
いか知りたい　など

地域課題や市政に関する相談ができますＡ.

市の事業や地域イベ
ントのお知らせの
他、ごみカレンダー
や各種申請用紙など
も配布しています。

役立つ情報を提供していますＡ.

Ｑ.Ｑ.まちづくりセンターでできることは？
まちセン

こんにちは！
から

第第22回回

PICK UP EVENT
今月号のおすすめ講座
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３日分

ローリングストックとは、普段よく食べている食
品を多めに買い置きしておき、古いものから食べ、
食べた分を買い足すことで、常に一定量の食品を
備蓄しておくことをいいます。誰もが気軽に始め
ることができ、賞味期限切れによる廃棄も抑えら
れるエコな備蓄方法です。

電気やガス、水道が止まることを想定して、そのまま
食べられる食品や簡単な調理で食べられる食品がおす
すめです。

■不足しがちな栄養素を考えて

■日頃からよく食べている好きなものを

■心の栄養にお菓子も

そこで取り組
みたい！新し

い備蓄法

普段からスムーズに消費と買い足しができるよう、あ
る程度分類して取り出しやすいケースに収納し、見え
る化すると便利です。家族みんなで収納場所を確認し
ておきましょう。

災害時でもおいしい好きな食品を食べたいもので
す。無理せず、日頃食べている食品の中から、ある
程度賞味期限の長いものを選ぶといいでしょう。

災害時、ストレスのかかる生
活にお菓子があると、ホッと
一息つけます。

タンパク質 ビタミン

ミネラル

食物繊維

札幌市では災害時に備え、各家庭で水や食料品を最低３
日分用意することをお願いしています。

ローリングスト
ック

災害時の調理用にカセットコン
ロ、カセットボンベ、ラップ、
アルミホイル、耐熱ポリ袋、キッ
チンペーパー、紙コップ、紙皿、
使い捨てスプーンなども一緒に
準備しておきましょう。

あると便利なグッズ

こりめと一緒にこりめと一緒に

学学
まなまな

ぼうぼう災災
さいさい

！！！！

第4回第4回

今月のテーマ

普段の暮らしから
防災対策
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