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　　　　　編集　豊平区役所
　　市民部総務企画課広聴係

　　  b822-2407 c813-3603

豊平区の人口・世帯数　   ※９月１日現在（前月比）　
人口：226,350人（-9 ）　世帯数：121,510世帯（+60）

問い合わせ先が
分からないときは・・・ 札幌市コールセンター

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）

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

※市外局番はすべて 011

TOYOHIRA
豊平区民のページ

「夢ひらく　花ひらく　とよひらく」
www.city.sapporo.jp/toyohira/ホームページ

国勢調査の確定値に
基づく推計人口

令和４年

「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～豊平区ラジオ広報番組

とよひら

札幌市公文書館所蔵

区制50周年記念「あの日あの時」

区制50周年記念「あの日あの時」
地下鉄東豊線延伸
地下鉄東豊線延伸（1994年）（1994年）

b222-4894（8時～ 21時・年中無休）c

221-4894　　info4894@city.sapporo.jp
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読者アンケートで掲載のご要望が多い「公園特集」。その声にお応えし、
今月は天神山緑地をピックアップ！秋の紅葉はもちろん、自然や見ど
ころ、施設について紹介します。

樹齢200年を超え北海道最古ともいわ
れる名木。開拓時代に移住した先人が
盆栽として道内に持ち込んだものをこ
の地に植え替えたと言われています。
昭和44（1969）年に当時の原

はら

田
だ

与
よ

作
さく

札幌市長によって「天
てん

神
じん

藤
ふじ

」と名付け
られました。藤棚に広がる枝から垂れ
下がる花房は美しく、甘い香りが周囲
を包み込みます。例年、5月下旬～6
月上旬に見頃を迎えます。

サクラ、シラカバ、ツツジなど、多くの木々に囲まれた解放感の
ある広場です。頂上付近の展望スペースからは、藻岩山や札幌市
街など見応えのある景観を望むことができます。10月中～下旬
には紅葉が見頃を迎え、緑地内が赤や黄色に美しく染まります。

南平岸地区にある天神山に広が
る緑地で、開拓初期の豊かな自
然を今なお残しています。
気軽に緑に触れ合うことができ
る地域の憩いの場として、区民
に親しまれています。

P

P
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地下鉄
●南北線「南平岸駅」…西出口より徒歩約11分
●南北線「澄川駅」……西出口または北出口より徒歩約10分

じょうてつバス
● 「平岸1条16丁目」（環56）…徒歩約1分

＝自家用車をご利用の方へ＝
※土・日・祝日は駐車場が大変
　混み合いますので、公共交通
　機関をご利用ください。
※近隣住民の迷惑となります
　ので、公園周辺での路上駐車
　はご遠慮ください。

札幌軟石をはじめ、
日高石、壮瞥石など
北海道生まれの材料
が使われており、北
海道・札幌の気候や
風土に合うように設
計。平成2（1990）
年に完成しました。

平成26（2014）年にオープンした文化芸術
施設です。国内外からさまざまなアーティス
トが来札し、ここに滞在しながら作品作りや
調査・研究を行っており、館内で展示やトー
クイベントなどが行われることもあります。

自家用車
●駐車場25台（冬期間閉鎖）

かつて平岸が北海道で最初のリンゴ
園が誕生した土地であったことを伝
えるべく建てられました。平岸林檎
園記念歌碑には石

いし

川
かわ

啄
たく

木
ぼく

の短歌が、
久
く

保
ぼ

栄
さかえ

文学碑には久保栄が実際に
リンゴ園を取材して書いた『林檎園
日記』の一部が刻まれています。

N

P

P

無料休憩所として開放している１階の
スペースは、アートに関する本や楽器
などもあり、どなたでも気軽にご利用
いただけます。サークル活動や会議な
どに利用できる貸室もあります。

平岸小学校

精
進
川

南
北
線

平岸霊園

天神山緑地
国道
45
3号

平
岸
通

南平岸交番 南
平
岸
駅

南
平
岸
駅

澄
川
駅

澄
川
駅

白石・藻岩通

精進河畔公園

8時45分～21時
毎週月曜日（月曜日が祝休日
の場合はその翌平日）、年末
年始（12月29日～1月3日）
b011-820-2140
a tenjinyamastudio.jp/
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44

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

一日行政相談

10 月 11 11 10日 日月～

くらし

今月は個人住民税《普通徴収
分》（第3期）を納める月です。
納期限は10月31日㈪10月31日㈪です。

西岡図書館
蔵書一斉点検休館

休館期間
10月 15日㈯～ 26日㈬。
蔵書一斉点検のため休館します。期
間中の図書の返却は、返却ポストを
ご利用ください。また CD や DVD
は他の図書館か図書室のカウンター
へお返しください。
,西岡図書館b852-8111

s10 月 20 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、福祉や道路整備などの国政に
関する要望・苦情をお受けします。

11月19日㈯開催(予定)

,区役所地域振興課b822-2427
acity.sapporo.jp/toyohira/machi/furemachi/  
    sports_project.html

第２弾

各種スポーツ（障がい者スポーツを含む）の体験コーナー、運動
教室などが札幌ドームで楽しめます！詳しい内容は、広報さっぽ
ろ11月号や、豊平区ホームページで順次公開していきます。

３年ぶり！
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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）

お
知
ら
せ

の
見
方

申
込
時
の

必
要
事
項

超初心者卓球教室

s 10 月 20 日㈭～ 11 月 17 日㈭。
　※ 11 月３日（木・祝）は休み。
　 10 時～ 12 時。全 4回。
p 市内在住か通勤の 15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n 10 人。f o 3,000 円。
m 10 月 11 日㈫～ 18 日㈫。
9時～ 17 時。b・直接窓口。

q, 西岡福住地区センターb852-4687

はじめてのヨガ

s 11 月 8 日㈫～ 12 月 13 日㈫。
　 ※ 11 月 29 日㈫は休み。
　 14 時～ 15 時 30 分。全 5回。
p 15 歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n 20 人。f o 3,500 円。
m 10 月 24 日㈪～ 30 日㈰。
9時～ 17 時。b。

q, 区民センターb812-7181

インバウンド対応
英会話講座

s 10 月 21 日㈮～ 11 月 25 日㈮。
14 時～ 15 時 30 分。全 6回。

p 市内在住か通勤の 15歳以上の方　　
　（中学・高校生を除く）。
n 10 人。f o 4,500 円。
m 10 月 12 日㈬～ 19 日㈬。
9時～ 17 時。b・直接窓口。

q, 西岡福住地区センター b852-4687

おなか健康教室　　
「健腸長寿」

s10 月 25 日㈫。10時～ 11時。
p 18 歳以上の方。
n 20 人。f o無料。
m 10 月 11 日㈫～ 16 日㈰。
9時～ 17 時。b。

q,区民センターb812-7181

腸の働きの大切さを
分かりやすくお伝え
します。

親子わくわくビクス
音楽に合わせ、親子でリズム体操

s ①10月20日㈭②11月17日㈭。
ともに10時30分～11時30分。

p 3 歳までのお子さんと保護者。
n 各 15 組。f o無料。
m① 10 月 13 日 ㈭ ～ 19 日 ㈬。
　 ② 11 月 10 日㈭～ 16 日㈬。
　 9 時～ 20 時。b・直接窓口。
q, 東月寒地区センターb853-2011

食品ロスを減らして　
整理収納で簡単節約

s 11月 22日㈫～ 12月 13日㈫。　　
10時～ 12時。全 4回。

p 15 歳以上の方
   （中学・高校生を除く）。
n 20 人。f o 3,200 円。
m 11 月 7 日㈪～ 13 日㈰。
9時～ 17 時。b。

q,区民センターb812-7181

s

文化祭

s 10月15日㈯。9時30分～14時。
    10月16日㈰。9時30分～12時。　　
　※日曜日は作品展示のみ。
q, 西岡福住地区センターb852-4687

楽しくラリーを続けられることを
目指して練習します。

全国通訳案内士の講師が外国人観
光客との会話のツボを教えます。

■西岡福住地区センター

合唱や演奏の発表、展示された作
品を楽しめます。

s 10 月 22 日㈯。10時～ 15時。
10月 23日㈰。9時～14時30分。

q,月寒公民館b851-0482

■月寒公民館

おすすめ講座 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ので、ご了承ください。
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豊平豊平

クイズの答えを探しにクイズの答えを探しに
ウオーキング！ウオーキング！ クイズの答えを応募！えをクイズの答えクイズの答えを

T
サ ー モ ス

HERMOS真空断熱スープジャー0.5ℓ0.5ℓ

マップでルートを確認マップでルートを確認マップを手に入れるップをを手に入れプをを手 入れ手 入れををプップを手に入れ

第3弾

応募期間 応募期間 10月1日（土）～10月31日（月）10月1日（土）～10月31日（月）
対　　象 対　　象 区内在住の方区内在住の方
応募方法 応募方法 上記クイズに挑戦し、下記記載事項を記入上記クイズに挑戦し、下記記載事項を記入
　　　　 の上、　　　　 の上、a、はがき（当日消印有効）、、はがき（当日消印有効）、c
　　　　 のいずれかでご応募ください。　　　　 のいずれかでご応募ください。
記載事項 記載事項 ①クイズの答え2つ②郵便番号③住所④氏名①クイズの答え2つ②郵便番号③住所④氏名
　　　    ⑤年齢⑥電話番号⑦保護者氏名（申込者が　　　    ⑤年齢⑥電話番号⑦保護者氏名（申込者が
            中学生以下の場合）⑧このイベント情報の            中学生以下の場合）⑧このイベント情報の
　　　　 入手先（広報、チラシなど）⑨感想など　　　　 入手先（広報、チラシなど）⑨感想など
応募および応募および 〒062-8612（住所不要）〒062-8612（住所不要）
問合せ先 問合せ先 豊平区役所地域振興課地域活動担当係豊平区役所地域振興課地域活動担当係
　　　　 　　　　 b822-2427（平日8:45～17:15）822-2427（平日8:45～17:15）
　　　　 　　　　 c822-9357822-9357

前月号に引き続き、「てくてくとよひら」第３弾です！今月は月寒・平和公
園ルートをご紹介！周辺の見どころなどに関するクイズを出題します。クイ
ズに挑戦し、答えを応募すると正解者の中から、抽選で50人にプレゼント
が当たります。ぜひ、チャレンジしてください！

Ｂ賞：4人Ｂ賞：4人

ペットボトルカバー
Ｃ賞：45人Ｃ賞：45人

スマートウオッチ「Fitbit Versa3」
Ａ賞：1人Ａ賞：1人

抽選で50人にプレゼント！抽選で50人にプレゼント！

クイズクイズ
つきさっぷ郷土資料館前に
はポプラ並木群があり、美
しい景観を生み出していま
す。では現在、この場所に
あるポプラの木は何本で
しょうか？

▲HPはこちらから▲HPはこちらから

ウオーキング＆クイズにチャレンジウオーキング＆クイズにチャレンジ

月寒
・平
和公
園ル
ート

今月
は・
・

今月
は・
・

※賞および色は選べません。※賞および色は選べません。

Q.1Q.1 Q.2Q.2
月寒児童会館が建っている
場所には、明治43年から昭
和31年まで、別の建物があ
りました。それは次のうち
どれでしょうか？

※抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。※抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。

【交通機関】【交通機関】
中央バス　　「月寒東2条2丁目」下車61

※ルートまでの詳しい交通機関は下記コードからHPでご確認ください。

アップルスマイル大使アップルスマイル大使
藤藤
ふじもとふじもと

本本　那那
な なな な

菜菜さん　　　　さん　　　　藤藤
ふじもとふじもと

本本　奈奈
なな

千千
ちち

さんさん
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