
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

10
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
人口：225,926 人（-57）豊平 役所・豊平区関 施設区 連

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

※9月 1日現在（前月比）
世帯数：119,495 世帯（-28）

第６回
リンゴ並木

豊平区ラジオ広報番組

▲リンゴ並木（2021年）

豊平区役所から国道 36号
までの環状通の中央分離帯
にあるリンゴ並木。平岸発
展の基礎となったリンゴ園
をしのんで昭和49（1974）
年に植えられました。毎年
秋には真っ赤な実を付け、
収穫されたリンゴはプロス
ポーツチームなどに配られ
ています。地域に見守られ
て育った並木は、区のシン
ボルとして、多くの人々に
愛されています。秋あ

き
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詳しい取り組みはフリーマガジンP
ピ ッ ク
ICK A

ア ッ プ ル
PPLE

やホームページにも掲載しています
地域に密着した情報発信はもちろん、お弁当の無料宅配や子ども地域に密着した情報発信はもちろん、お弁当の無料宅配や子ども
たちへの学習支援も行っているたちへの学習支援も行っているＦＭアップルＦＭアップル。今月の特集は、平。今月の特集は、平
成9（1997）年の開局以来、平岸のスタジオから地域に根差し成9（1997）年の開局以来、平岸のスタジオから地域に根差し
た放送や活動を続けるコミュニティ放送局を紹介します。た放送や活動を続けるコミュニティ放送局を紹介します。

ご自宅や外出先で
家の窓際など、電波の届きやすい場所がおすすめです。 スマホアプリをダウンロードすれば、ラジオがなく

ても手軽に聞けます。

Mon Tue Wed Thu Fri
5 （再）ランチタイム・ポップ・クラシック6
7 （再）おじさんの

オールディーズだよ モーニング・アップル8
9

Ａ
ア ッ プ ル

ＰＰＬＥ　Ｐ
パ レ ー ド

ＡＲＡＤＥ10
11
12 ランチタイム・ポップ・クラシック13
14

Ａ
ア ッ プ ル

ｐｐｌｅ　Ｓ
ス マ イ ル

ｍｉｌｅ15
16
17 香るパラダイス ミュージックセレクション
18 スターダストレビュー

の星になるまで　他
おながわなう。
復幸 RADIO イランカラプテ 木曜アップル

中村信仁でナイト とびだせ！こえたま！

ＦＭ放送の周波数は76.5メガヘルツ

アプリのダウン
ロードはこちら▶

スマートフォンでも

S
エス

D
ディー

G
ジ ー

s
ズ

※達成に向けて取り組んでいます

※2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標

ほぼ全ての番組を自主制作・生放送でお届け！
さまざまな地域密着情報を日替わりで放送しています。

どんな番組を放送してるの？どんな番組を放送してるの？

MM
１０月の放送予定

毎週月曜日17時放送の「香るパラダイス」で
は札幌市や企業、学校などからゲストを迎えて
SDGs（持続可能な開発目標）の話題をお届け
しています。

コミュニティコミュニティ放送局放送局

…自社制作番組 …自社制作再放送 …他局制作番組 他

　　　　　

　
　
注
目
の

番組
はこちら

注
目
の

番組
はこちら
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放
送
中
！

FMアップル放送局長
塚
つか

本
もと

　薫
かおる

さん
FMアップル代表取締役
中
なか

目
のめ

　明
あき

德
のり

さん

ブラックアウト発生の際も、蓄
電池や発電機で機材の電源を確
保し、放送を続けました。ライ
フラインに関する情報を流すと
ともに、スタッフは地域を回っ
てリアルタイムで情報を収集。
炊き出しやガソリンスタンドの
給油状況など、コミュニティ放
送局ならではの、地域に密着し
た情報をお届けしました。

毎週木曜日15時、A
ア ッ プ ル

pple S
スマイル

mile内のコーナー「豊平イ
ンフォメーション」では、区内の行政やイベント情報
を、ゲストを交えて放送しています。放送予定は区ホー
ムページに掲載しています。

ＦＭアップルパーソナリティー
村
むら

形
かた

　潤
じゅん

さん

行政の情報をリスナーである
地域住民の皆さんに役立てて
もらえるよう、分かりやすく
気持ちの良いトークを心掛け
ています。施設のイベント情
報では、地元ゆえ普段なかな
か足を運ばない人でも、訪れ
るきっかけになるような楽し
い情報がいっぱいです！

検索豊平インフォメーション

軽快なテンポ、心地良いトーン軽快なテンポ、心地良いトーン
で情報を発信しています♪で情報を発信しています♪

ＦＭアップルキャラクター
なるこちゃん

区役所と連携して情報を発信しています区役所と連携して情報を発信しています

災害時も地域の大切な情報をお届けします災害時も地域の大切な情報をお届けします
特定の地域だけで聞くことができるコミュニティ放送は、災害時の身近な情報源として全国各地で
重要な役割を果たしています。平成30（2018）年9月6日に発生した北海道胆振東部地震の際も、
ＦＭアップルは震災発生当初から、きめ細やかな情報を放送しました。なお、区内の災害発生時に
おける非常放送について、区役所と協定も結んでいます。

札幌市から感謝状が
贈呈されました▶
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豊平区からのお知らせ 10月１１日

～

11月１０日

一日行政相談

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

エスポラーダ北海道公式戦ご招待
～豊平区民応援デー～

札幌市を本拠地とするフットサルクラブ「エスポラーダ
北海道」の名古屋オーシャンズ戦（A自由
席）にご招待します。
ss11月28日㈰14時キックオフ。13時開場。
q北海きたえーる（豊平5条11丁目）。
p区内在住の方。
n20組・40人。h

m11月5日㈮まで（当日消印有効）。往復はがきに観戦
　希望者（2人1組）の代表者の住所、氏名、年齢、電
　話番号、宛先（返信はがき）を記入の上、郵送にてお
　申し込みください。1組1通のみ有効。結果などは11
　月22日㈪までに返信はがきでお知らせします。
j〒063-0003西区山の手3条2丁目5-5
　　　　　「エスポラーダ北海道豊平区民応援デー係」
　　　　　エスポラーダ北海道b676-4730
※新型コロナウイルス感染症の影響により、急きょ無観
　客試合または開催延期となる場合があります。その際
　は、電話でお知らせします。
※応募者の個人情報は、（一社）エスポラーダ北海道ス
　ポーツクラブが適切に管理し、抽選および返信はがき
　の発送、または同クラブからの案内以外には利用され
　ません。

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、料理教室などを通じて食の大
切さを地域に伝えるボランティアを養成します。
ss11月1日㈪、8日㈪、15日㈪、29日㈪。9時30分～11
　時30分。11月10日㈬、22日㈪。13時30分～15時30分。
　全6回。
q保健センター2階講堂。
p区内在住で、講座修了後に豊平区食生活改善推進員と
　してボランティア活動ができる方。
n15人。hoテキスト代1,210円。
m10月11日㈪～21日㈭。b・c822-4111
　dtoyo-hc@city.sapporo.jp・直接窓口
,保健センター健康・子ども課b822-2472

市税の夜間納付相談

【中の島駅の答え】③和
【平岸駅の答え】③天神山緑地
【学園前駅の答え】①大

おお

川
かわ

政
まさ

澂
ずみ

当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせて
いただきます。ご応募ありがとうございました。
,区役所地域振興課地域活動担当係b822-2427

9月号でご案内したマラソンコー
スを巡るウオーキングイベント
で、各地下鉄駅に掲出したクイズ
の答えを発表します。

s10月28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

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。

選挙の期日前投票のお知らせ
令和3年中に衆議院議員総選挙（および最高裁判所裁
判官国民審査）が予定されています。選挙の際は下記
2カ所に期日前投票所を開設します。

会　場 期　間
区民センター2階大ホール

（平岸 6-10）
選挙公示日翌日～
投票日前日

東月寒地区センター1階ホール
（月寒東 3-18）

投票日 3日前～
投票日前日

投票所では、消毒液の設置や定期的な換気・消毒など
の感染症対策を徹底します。
,区選挙管理委員会事務局b822-2406

▲Ｅメール
　はこちら

©ESPOLADA
　HOKKAIDO
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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

会場 内容

月 寒 公 民 館
S
サ ル セ ー シ ョ ン

ALSATION®～音楽に合わせて体を動かそう～s10/27㈬～。全3回。10時～11時。n10人。f o1,000円。
あへあほ健康体操＆足裏マッサージs10/26㈫～。全4回。13時30分～14時30分。n15人。f o1,200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）。m10/13㈬～19㈫、
10時～17時。b

東 月 寒
地 区 セ ン タ ー

エクセル夜間講座 仕事で使う関数活用編s11/25㈭、30㈫、12/2㈭、7㈫、9㈭、14㈫。全6回。
18時30分～20時30分。p区内在住かお勤めの方。n8人。f o5,100円。
m11/9㈫～18㈭、9時～20時。直接窓口
親子わくわくビクスs10/21㈭。10時30分～11時30分。p3歳までのお子さんと保護者。n15組。f 
o無料。m10/14㈭～20㈬、9時～20時。b・c853-2012・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。

９月号の豊平２～３ページに掲載した地図と写真に誤りがありました。正しくは下記
のとおりです。お詫びして訂正いたします。

【区内マラソンコースの地図】

誤：平岸通から菊水・旭山公園通
　　に入って南大橋に至るルート
　　とし、南大橋を「南七条大橋」
　　と記載

正：平岸通から菊水・旭山公園通、
　　南７条・米里通を経て南七条 
　　大橋に至るルート（右図）

【南七条大橋の写真】

誤：南大橋の写真を南七条大橋として
　　掲載

正：南七条大橋の写真（下）

９月号の記事の訂正について

今月号のおすすめ講座
PICK UP EVENT
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夜間に停電が発生した場合、足元の状況が分からず、
段差を踏み外したり、ガラスの破片を踏んだりして、
けがをする危険があります。リビングや寝室などに
懐中電灯や足元灯を備えましょう。

災害時、避難情報や安否情報の確認を行うためのラジ
オやスマートフォン。停電が長引くと電池切れの恐れ
があります。予備の乾電池やモバイルバッテリーを準備
して、小まめに情報収集ができるようにしましょう。

停電したら電気器具のスイッチを切り、
電源プラグをコンセントから抜いておき
ましょう。また、屋外に避難するときは
ブレーカーを落としましょう。

停電時は暖房器具が使えなくなる場合があります。冬の札幌の
寒さは大変危険ですので、忘れずに準備しましょう。

携帯カイロ 毛布毛布 防寒シート

ましょう。

防寒シート

通電火災を
　　　防ぐには…停電後、再び通電したときに火災が発生する危険があります。

暖房器具の周りに可燃物があり、
火災が発生。

アイロンやドライヤーなどが
再稼働して、火災が発生。

スキーウエアなどの
防寒着

今月のテーマ

備えていますか？
停電対策

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5回第5回
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