
豊平区の人口・世帯数　   ※ 10月１日現在（前月比）　
人口：226,323人（-27）　世帯数：121,587世帯（+77）

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）

※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

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

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

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」

2022─　─広報さっぽろ

　　　　　編集　豊平区役所
　　市民部総務企画課広聴係

　　  b822-2407 c813-3603

11

羊ケ丘通
の延長

羊ケ丘通
の延長

（1984
年）

（1984
年）

b222-4894（8時～ 21時・年中無休）c

221-4894　　info4894@city.sapporo.jp
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オレオレ詐欺では、あらかじめ子や孫を装い「電話番号が変わった
から登録して」と連絡し、後日、金銭を要求する事例も。「これは
新しい詐欺かな？」と疑うことがとても重要です。

だまされるかもしれないと思っている人の方が、不審な連絡がある
と、すぐ誰かに相談するなどの行動をします。日ごろから対処法を
考えておくことが大切です。
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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

11 月 11 12 10日 日月～

くらし

募集

男性介護者のつどい
（ケア友の会）

男性介護者同士の交流を図る会です。
s12月5日㈪13時30分～15時10分。
q保健センター 2階講堂。
p区内で認知症の方を在宅介護して
　いる男性。n15 人。o無料。
m11 月 17 日㈭～ 28 日㈪
（受付時間：8時 45分～17時 15分）。
b・c。

※申し込みの際に介護状況について
　電話でお聞きする場合があります。
　申し込み多数の場合、参加をお断
　りすることがあります。
j区役所保健福祉課

b822-2461 c833-4096

s12 月 4 日㈰ 9時～ 13 時。
p市内在住の方。
n 40 人。f o 300 円。
m11 月 20 日㈰～ 24 日㈭。
9時～ 20 時。直接窓口。
1 人 3 人分まで申込可。

※競技中を含め、マスク着用が必要です。
q, 東月寒地区センターb853-2011

第 21 回東月寒地区センター
卓球大会

冬季オリンピック・パラリン
ピック競技となっているス
ポーツを体験しよう！

スピードスケート・カーリスピードスケート・カーリ
ング体験コーナーング体験コーナー

パラスポーツ・ユニバーサ
ルスポーツ体験コーナー

各種運動教室なども開催！

カーリング

ポ バポ バ

ググググググ

スピードスケート

ボッチャ

パパ
ルルル

どど

ャ

アンプティサッカー

日時：11月19日㈯10時～16時　会場：札幌ドーム日時：11月19日㈯10時～16時　会場：札幌ドーム（羊ケ丘1番地）（羊ケ丘1番地）

・札幌ドームの駐車場を利用で
　きます（普通車 500 円、大型　　
　車 1,000 円）。羊ケ丘通から
　ご入場ください。
・イベントの様子を撮影した写
　真を広報目的などで使用する
　場合がありますので、あらか
　じめご了承の上ご参加くださ
　い。
・人工芝保護のため、運動靴で
　お越しください（ハイヒール
　などでは入場できません）。

◆
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
。
◆

「サッカー教室」「野球教室」「かけっこ
教室」「チアリーディング教室」「運動遊
び・シナプソロジー®」
それぞれ15～30分程度の教室です。定
員や開催時間は、札幌ドームのホーム
ページなどでご確認ください。
受付は当日、直接会場で行います。f

i区役所地域振興課b822-2427
　　　札幌ドームb850-1000（9時～17時30分、休館日を除く）
　　　ksdome-event.jp/sportsviking/

ボッチャ、アンプティサッカー、
ゴールボール、フライングディ
スク、モルック、車いすテニス
などにチャレンジ！
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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

s11 月 19 日㈯。
10 時 30 分～ 11 時 30 分。

p小学校2年生までのお子さんと保
　護者。
q,月寒公民館b851-0482

洋服選びが楽しくなる！
大人の服塾

s12 月 2 日㈮～ 16 日㈮。
13 時 30 分～ 15 時 30 分。

　全 3回。
p区内在住か通勤の 15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n10 人。f o 2,000 円。
m11 月 17 日㈭～23日（水・祝）。
10 時～ 17 時。b。

q,月寒公民館b851-0482

エスポラーダ北海道
区民応援デー

r対フウガドールすみだ戦。
s12 月 10 日㈯ 13 時キックオフ
　（11 時開場）。
q北海きたえーる（豊平5条11丁目）。
m11 月 25 日㈮（当日消印有効）ま
    でに、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、日中連絡が取れる電話番号、
　宛先（返信はがき）を記入の上、
　下記へ郵送してください。
※1組につき 1通のみ有効。h

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」　b676-4730
※新型コロナウイルス感染症の影響
　により、急きょリモートマッチ（無
　観客試合）または開催延期となる
　場合があります。
※応募者の個人情報は、一般社団法
　人エスポラーダ北海道スポーツク
　ラブが適切に管理し、抽選や返信
　はがきの送付、案内以外には利用
　されません。

手作り年賀状講座

年賀状作りで使えるゴム印を彫刻
刀を使って作ります。

おすすめ講座

第３弾

パソコン夜間講座
ワード＆エクセル中級

s11 月 24 日㈭～ 12 月13 日㈫。
18時30分～20時30分。全6回。

p区内在住か通勤の 15歳以上の方
　（中学・高校生を除く）。
n10 人。f o 5,100 円。
m11 月 11 日㈮～ 18 日㈮。
9時～ 20 時。直接窓口。

q, 東月寒地区センターb853-2011

s11 月 18 日㈮～ 25 日㈮。
13時30分～15時30分。全2回。

p市内在住か通勤の 15歳以上の方　　
　（中学・高校生を除く）。
n10 人。f o 1,500 円。
m11 月 11 日㈮～ 17 日㈭。
9時～ 17 時。b・直接窓口。

q, 西岡福住地区センターb852-4687

ワードは文書作成の基礎、エクセ
ルは表作成や関数のしくみなどを
学びます。

絵本の読み聞かせ

フットサルクラブ「エス
ポラーダ北海道」のホー
ムゲームに、区内在住の
方 20 組 40 人（スタンド
自由席）をご招待。©ESPOLADA HOKKAIDO

①② ③ ④ ⑤

親子わくわくビクス
音楽に合わせ、親子でリズム体操

s 12 月 15 日㈭。
10 時 30 分～ 11 時 30 分。

p 3 歳までのお子さんと保護者。
n15 組。f o無料。
m 12 月 8 日㈭～ 14 日㈬。
　 9 時～ 20 時。b・直接窓口。
q, 東月寒地区センターb853-2011
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豊平豊平

豊平区イベント
ウオッチング

地域みんなで健康づくり
東月寒地区にて、「第10回健康フェア東月寒」
が3年ぶりに開催され、多くの地域の皆さん
が訪れました。来場者は、自身の骨密度や血
管年齢などの測定や介護予防に役立つ「サッ
ポロスマイル体操」などを体験。健康づくり
のために用意されたさまざまなプログラム
に、熱心に取り組んでいました。

区役所前の環状通（道道89号札幌環状線）の
中央分離帯にある「リンゴ並木」から収穫され
たリンゴ40個を、北海道日本ハムファイターズ
に贈呈しました。「こりん」と「めーたん」から
マスコットキャラクターの「フレップ」と「ポ
リー」に手渡され、チームに届けられました。

豊平区のリンゴで
ファイターズにエールを

楽しく防災を学びました
月寒公園で、子ども向け防災イベント「イザ！
カエルキャラバン！」が開催され、地域の子ど
もや保護者ら約100人が参加しました。“水消火
器で的当てゲーム”や“毛布で担架タイムトライ
アル”など、ゲーム要素を取り入れた防災プロ
グラムを実施。子どもたちは楽しみながら、防
災知識を身に付けることができました。

豊平豊平 66 2022─2022─1111─広報さっぽろ─広報さっぽろ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.54667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 133
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 133
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.48120
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005b00275e83583130553063307d308d005700450042003200270020306b57fa3065304f005d0020005b00275e83583130553063307d308d00570045004200270020306b57fa3065304f005d0020005b00275e83583130553063307d308d4e0b724800270020306b57fa3065304f005d00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030d530a130a430eb3092002000410064006f006200650020005000440046002030c930ad30e530e130f330c83068305730664fdd5b583059308b58345408306e521d671f8a2d5b9a3067305930024fdd5b585f8c306b00200049006c006c007500730074007200610074006f0072002030677de896c63059308b5834540830010049006e00440065007300690067006e0020306a3069306e30ec30a430a230a630c830a230d730ea30b130fc30b730e730f330674f7f75283059308b583454083001307e305f306f30d530a130a430eb306e75289014304c4e0d660e306a58345408306b306f30013053306e8a2d5b9a30929078629e30573066304f3060305530443002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 400
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B00D89AE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


