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a 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

◇　趣味・教養　◇ a

a a

《題名》プラザ・エンジョイスクール 《題名》帯広市民大学講座「人生100年時代を楽し

『2019年度後期講座』受講生募集 む！舞台芸術で養うソーゾーリョク！？

《内容》10月～4月に開催する講座の受講生を募集 即興演劇で培うヘンシンリョク？！」

します。 《内容》左藤 慶 氏

《日時》10月～4月まで（日時は各講座で異なる） （演出家・劇作家・俳優・研修講師）

《会場》とかちプラザ 《日時》10/9（水）18：30～20：00

《対象》高校生以上の方 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室

《定員》各講座 先着20名～40名 《定員》先着150名

《費用》5回講座：4,000円、10回講座：8,000円、 《申込》前日までに申込

20回講座：16,000円 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

《備考》詳しくは、とかちプラザ、市庁舎1階総合 a

案内、コミセンなどに配置のパンフレット a

か市ホームページでご確認ください。 《題名》帯広市民大学講座

★10/9（水）10：00～11：00のみ、 「海外で働くことで、見えるもの

西帯広コミセン（西23条南2丁目）分校分 ～アフリカの村で稲作を広める？！～」

を西帯広コミセンでも受け付けます。 《内容》古茂田 紫乃 氏

※パンフレットに折り込みの郵便振替用 （JICA海外協力隊元ザンビア隊員）

紙でのお申込みも可能です。 《日時》10/11（金）14：30～16：00

※とかちプラザでの開催講座のみ、託児 《会場》とかちプラザ 3階 会議室304

可能です。詳しくは、とかちプラザまで。 《定員》先着50名

《申込》10/9（水）～10/23（水）　10:00～21:30 《申込》前日までに申込

《問合》とかちプラザ2階事務室☎22-7890 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

a a

a a

《題名》帯広市民大学講座 《題名》ソーセージ作り体験

「豆腐に学ぶ、“食”のこと」 （プレーンほか全3種、約700グラム）

《内容》貴戸 武利 氏（中田食品 代表取締役）を 《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施して

講師に、食品会社の経営者の視点から、 います。自分で作ったソーセージをその

食の大切さ・楽しさを学びます。豆乳の 日に持ち帰って食べられます。

試飲プログラムもあります。 《日時》①10/13（日）10：00～14：00

《日時》10/1(火)18：30～20：00 ②11/10（日）10：00～14：00 

《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室 ③ 1/12（日）10：00～14：00

《定員》先着150名 《会場》帯広市畜産物加工研修センター

《申込》前日までに申込 《定員》各10人（先着順）

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 《費用》2,200円

a 《備考》持物：エプロン、ハンカチ、三角巾 

a また、昼食や飲み物は各自ご用意いただ

《題名》帯広市民大学講座【東洋大学】 くか、カウベルハウスをご利用ください。

「外国人観光客誘致と身体障害者補助犬 《申込》①10/4（金）②11/1（金）③12/27（金）

のいい関係」  までに電話申込

《内容》島川 崇 氏（東洋大学 国際観光学部国際 《問合》帯広市畜産物加工研修センター☎60-2514

観光学科教授） a
《日時》10/4（金）18：30～20：00 a
《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室 《題名》チーズ作り体験
《定員》先着150名 （ゴーダチーズ、約１キログラム）
《申込》前日までに申込 《内容》地場産の生乳を使った加工体験を2日間日
《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 程で実施しています。自分で作ったチー

a ズを持ち帰る事ができます。熟成したら

a 食べられます。

《題名》森の音楽会 《日時》①10/19(土）、10/20（日）

《内容》秋の森で行う、市内小中高校生、社会人 ②11/2（土）、11/3 （日）
バンドによる吹奏楽の野外演奏会です。 ③12/21(土）、12/22（日）
木のカスタネット作り体験もあります。 各講座土曜日：10：00～16：00

《日時》10/6（日）10：00～12：00 　　　日曜日：10：00～10：30

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《会場》帯広市畜産物加工研修センター

《備考》雨天時は10/12（土）に延期 《定員》各10人（先着順）
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《費用》3,000円 a

《備考》持物：エプロン、ハンカチ、三角巾 a

また、昼食や飲み物は各自ご用意いただ 《題名》パソコン講座
くか、カウベルハウスをご利用ください。 「パソコンの基本操作～エクセル編～」

《申込》①10/11（金）②10/25（金）③12/13（金） 《内容》エクセルの基本操作を南商の

までに電話申込 教員から学ぶことができる学校

《問合》帯広市畜産物加工研修センター☎60-2514 開放講座の参加者を募集します。

a 《日時》10/23(水)～10/25(金)18:30～20:30
a 《会場》帯広南商業高等学校

《題名》第８回ゆったり語りに耳を傾けるひととき 《対象》市内在住の18歳以上（学生を除く）で
《内容》語りたい方々、聴きたい方々が集い、日 全日程に参加できる方

本や世界の昔話、創作話など様々なジャ 《定員》20人（応募多数の場合は抽選）
ンルの「おはなし」の世界に親しみま 《費用》200円（資料代です）
す。 《申込》10/11（金）必着　9:00～17:00  

《日時》10/20（日）13：30～15：30 往復はがきの往信の裏面に住所、氏名
《会場》図書館　1階多目的視聴覚室 （フリガナ付）、性別、年齢、郵便番号
《対象》1部　語りに関心のある幼児、児童 を記入 返信の表面に住所、氏名を記入 

2部　中学生以上大人 〒080-2471帯広市西21条南5丁目36番地1
《定員》80名 帯広南商業高等学校へ郵送してください。 
《備考》＜北海道昔話大学共催＞ ※はがきは1人1枚での応募
《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700 《問合》学校教育部 南商業高等学校☎34-5852

a a

a a
《題名》草木染め教室3ヶ月コース 《題名》か・ら・だ♪ナビ健康講座「正しく知ろ

《内容》全3回の講習で草木染めを学びます。 う！乳がんのこと」参加者募集！

《日時》1回目　10/21（月）　10:00～11:30 《内容》帯広第一病院の職員の方を講師に迎え、
2回目　11/11（月）　10:00～11:30 「乳がん」について学ぶ講座を開催しま
3回目　12/2 （月）　10:00～11:30 す。

《会場》帯広市都市農村交流センター 《日時》10/24(木)13:30～15:00
「サラダ館」　　　　　　　　　　　　 《会場》図書館 1階多目的視聴覚室

《定員》10名（抽選） 《定員》先着30名

《費用》6,600円（材料費込） 《申込》来館または電話にて申込 

《備考》持ち物：筆記用具・エプロン・ゴム手 10/8（火）～10/20（日）
（厚手）・輪ゴム10本・割り箸5膳・ビ 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
ニール袋・広口の空き瓶（コーヒー等） a

《申込》10/14（月）までに、往復ハガキの往信の a

裏に、希望教室名、郵便番号、住所、氏 《題名》帯広市民大学講座【ちくだい教養人間講

名、年齢、電話番号を、返信の表に郵便 座2019】「フランスへのまなざし～近代

番号、住所、氏名を書いて、 日本における文学・技術・法学の受容～」

帯広市西22条南6丁目6番地2「サラダ館」 《内容》あらゆる分野で関係を築いてきた日本と

宛てに郵送又は持参してください。 フランス。近代化への道を歩み出した日

《問合》農政部 農政課☎59-2323 本がフランスの文学、技術、法学をどの

a ように見つめ、受容したのかを

a 全3回の講座でふりかえります。

《題名》認知症サポーター養成講座の開催 《日時》1回目：10/25（金）、2回目：11/1（金）

《内容》認知症について正しく理解し、地域で認 3回目：11月 8日（金）

知症の人とその家族を見守る応援者を養 各講座18：30～20：00

成します。  認知症の症状などの基本的 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室

な知識や認知症の方への接し方などを学 《定員》先着150名

びます。  講座受講後は認知症サポー 《申込》前日までに申込

ターの証として、オレンジリングを差し 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

上げます。 a

《日時》10/23(水)　10:00～11:30 a

《会場》緑西コミュニティセンター（西17南4） 《題名》童謡百年物語

《対象》帯広市民または帯広市内の学校、会社に 《内容》童謡の知られざる歴史や、唱歌との大き

通っている方 な違い、さらには「かなりや」「ゆりか

《定員》先着30名 ごのうた」「七つの子」などの名曲の逸

《申込》10/21（月）までに申込 8:45～17:30 話と共に、北原白秋、野口雨情、山田耕

《問合》保健福祉部 高齢者福祉課☎65-4145 筰らの生涯を、歌と映像と朗読を交え
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て、分かりやすくお話します。この機会 ラム十勝の関係機関における研究成果や

にぜひ、魅力あふれる童謡の世界を満喫 現在進行中のプロジェクトの紹介を通し

してください。 て、遺伝子データが農と食にどのように

《日時》10/26(土)13:30～15:30 貢献しているのかを学びます。

《会場》図書館 1階多目的視聴覚室 《日時》10/30（水）13：30～16：40

《備考》＜童謡・唱歌研究会共催、 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室

第73回読書週間関連事業＞ 《定員》先着160名

《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700 《申込》前日までに申込

a 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

a a

《題名》おかえり、栞の場所はここだよ！ a

《内容》第73回読書週間の標語「おかえり、栞の 《題名》１日飼育係

場所で待ってるよ」に合わせ、簡単に見 《内容》飼育係の仕事を体験するイベントです。

て・触れて・作って楽しむ栞の交流ス 一日を通して動物のお世話をするほか、

ペースを設置します。 動物舎の整備やイベントのお手伝いなど

《日時》10/27（日）～11/9（土） も行います。

《会場》図書館　1階エントランスホール 《日時》11/2(土) 10:00～15:15

《備考》＜第73回読書週間関連事業＞ 《会場》おびひろ動物園

《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700 《対象》13歳以上（中学生以上）

a 《定員》4名（抽選）

《申込》郵送の場合は郵便はがきに氏名・ふりが

《題名》ハッピーハロウィーン！ な・学年・性別・郵便番号・住所・電話

動物たちに秋の味覚のプレゼント 番号・保護者氏名、緊急時連絡先を明記

《内容》ハロウィーンに際し、飼育動物にかぼ の上ご応募ください。 宛先　〒080-0846

ちゃなどの特別メニューを給餌します。 帯広市緑ヶ丘２番地　おびひろ動物園

対象動物と開催予定時間は、インドゾウ 「１日飼育係」宛 もしくは動物園ホーム

11：30、エゾシカ13：30、ニホンザル ページの応募フォームからご応募いただ

14：00、ホッキョクグマ14：30です。動 けます。 応募期間　10/3～10/17

物の体調や天候などによって変更になる 《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437

場合がありますので、当日、 a

正門、南門の掲示板 a

または公式ブログのスポット 《題名》【後期】図書交換会

ガイド予定表をご確認ください。 《内容》ご家庭で読み終わった本、眠っている本

《日時》10/27(日) をお持ちください。交換方法は、文庫本

《会場》おびひろ動物園 （○○文庫と記載されているもの）は文

《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437 庫本と同数交換、その他の本はジャンル

を問わず同数交換ができます。

a 《日時》11/4（月・祝）10：00～15：00

《題名》ソーセージ作り体験（約250グラム） 《会場》図書館　1階多目的視聴覚室

《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施して 《備考》＜帯広図書館友の会共催、第73回読書週

います。自分で作ったソーセージをその 間関連事業＞

日に持ち帰って食べられます。 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
《日時》10/27（日）10：00～14：00 a

《会場》帯広市畜産物加工研修センター a

《定員》各20人（先着順） 《題名》プラザ・エンジョイスクール　
《費用》1,000円 わかりやすいパソコン　
《備考》持物：エプロン、ハンカチ、三角巾 11月講座の受講生を募集

また、昼食や飲み物は各自ご用意いた 《内容》●初心者の為のワード①（毎週火・木）

だくか、カウベルハウスをご利用くだ 午前  

さい。 ●私にもできるエクセル2019（毎週②

《申込》10/18（金）までに電話申込 火・木）午後  ●ワードとエクセ

《問合》帯広市畜産物加工研修センター☎60-2514 ル②（毎週火・木）夜間  ●ワード・エ

クセル②（毎週水・金）午前  ●私にも

a できるワード2019②（毎週水・金）午後 

《題名》帯広市民大学講座 ●ワード・エクセル・パワーポイント＋

【スクラム十勝シンポジウム2019】 ネット基礎力向上②（毎週水・金）夜間 

「食と農に貢献する遺伝子データの活用」 《日時》11/6(水)～11/21(木)　各講座5回 
《内容》近年、農業分野でも様々な場面で活用さ ・午前の部　10：00～12：00  

れている遺伝子解析技術について、スク ・午後の部　13：30～15：30  
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・夜間の部　18：30～20：30 《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437

《会場》とかちプラザ 4階 コンピュータールーム a

《対象》高校生以上の方 a

《定員》各コース 先着20名 《題名》帯広市民大学講座

《費用》5回コース　4,000円（テキスト代別途） 「明治の食育～ヨーグルトのひみつ～」

《申込》10/2（水）～10/23（水）　10:00～21:30 《内容》有江 泰彦 氏 （株式会社明治 北日本支

《問合》とかちプラザ2階事務室☎22-7890 社札幌オフィス　企画管理部　コミュニ

a ケーション課　参与）を講師に、世界中

a で伝統的に食され、健康との関係も注目

《題名》わくわく巣箱観察会 されているヨーグルトについて、盛りだ

《内容》森にかけた巣箱の観察と清掃、利用状況 くさんな内容でお伝えします。

の記録を行います。 《日時》11/21（木）　18：30～20：00

《日時》11月9日（土）10：00～12：00 《会場》とかちプラザ 4階 講習室402

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《定員》先着70名

《定員》15人 《申込》前日までに申込

《備考》小学生以下は保護者同伴 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

《申込》10/25（金）～開催前日までに電話申込 a

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 a

a 《題名》帯広市民大学講座【釧路高専公開講座共催】

a 「情熱の人　与謝野晶子の文学」

《題名》秋の裏側探検隊 《内容》小田島　本有　氏（釧路工業高等専門学

《内容》閉園中の動物園で、動物たちはどのよう 校創造工学科一般教育部門　教授）を講

に過ごしているのでしょうか。そして、 師に、お嬢様育ちだった鳳晶子が、与謝

味覚の秋を動物たちは何を食べて過ごし 野鉄幹と出会い次々と話題作を発表作を

ているのでしょうか。 発表していった経緯や、その逞しい精神

《日時》11/9(土) 14:00～15:30 力に注目しつつ、その文学世界を辿りま

《会場》おびひろ動物園 す。

《対象》なし（小学生以下は保護者同伴） 《日時》11/23（土祝）13：00～15：00

《定員》45名（抽選） 《会場》とかちプラザ 4階 講習室402

《申込》郵送の場合は郵便はがきに参加者全員の 《定員》先着70名

氏名・ふりがな・年齢、代表者氏名・郵 《申込》前日までに申込

便番号・住所・電話番号、緊急時連絡先 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

を明記の上ご応募ください。 a

〒080-0846　帯広市緑ヶ丘２番地 おびひ a

ろ動物園「秋の裏側探検隊」宛 《題名》１日飼育係

もしくは動物園ホームページの応募フォ 《内容》飼育係の仕事を体験するイベントです。

ームからご応募いただけます。 一日を通して動物のお世話をするほか、

応募期間　10/10～10/24 動物舎の整備やイベントのお手伝いなど

《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437 も行います。

a 《日時》12/14(土) 10:00～15:15

a 《会場》おびひろ動物園

《題名》おびzoo寺子屋＜エゾタヌキ編＞ 《対象》13歳以上（中学生以上）

《内容》動物の生態について、飼育員のガイドを 《定員》4名（抽選）

聞きながら、実際に見たり、触ったり、 《申込》郵送の場合は郵便はがきに氏名・ふりが

においを嗅いだりなど、体験をしながら な・学年・性別・郵便番号・住所・電話

学びます。 番号・保護者氏名、緊急時連絡先を明記

《日時》11/17(日) 13:30～14:30 の上ご応募ください。 

《会場》おびひろ動物園 宛先　〒080-0846　帯広市緑ヶ丘２番地

《対象》なし（小学生以下は保護者同伴） 　おびひろ動物園「１日飼育係」宛

《定員》15名（抽選）  もしくは動物園ホームページの応募

《申込》郵送の場合は郵便はがきに参加者全員の フォームからご応募いただけます。

氏名・ふりがな・年齢、代表者氏名・郵  応募期間　11/14～11/28

便番号・住所・電話番号、緊急時連絡先 《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437

を明記の上ご応募ください。 a

宛先〒080-0846　帯広市緑ヶ丘２番地　 ◇　レジャー　◇
おびひろ動物園「おびzoo寺子屋」宛 a
もしくは動物園ホームページの応募 《題名》第64回岩内仙峡もみじまつり

フォームからご応募いただけます。 《内容》美しい紅葉の中で、秋の味覚と自然を満

応募期間　10/17～10/31 喫できるイベントです。歌謡ショーや農
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産品販売、動物ふれあいコーナーなどを 《費用》300円
開設予定です。 《備考》小学生以下は保護者同伴

《日時》10/13（日）10:00～14:00 《申込》11/26（火）～ 開催前日までに電話申込

《会場》岩内仙峡付近 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
（雨天時は川西農業者研修センター）

《問合》岩内仙峡まつり実行委員会☎22-8600 ◇　子ども・子育て　◇
a a

a 《題名》君も名作家♪　「とかちジュニア文芸」

《題名》はぐくーむ秋まつり 第１０号　作品募集

《内容》まき割りや間伐体験、たき火パンづく 《内容》小説・戯曲・童話・詩・短歌・俳句の作
り、落ち葉のプールなど、多彩なプログ 品を募集します。入選作品は「とかち
ラムで丸一日森の体験を満喫できる、 ジュニア文芸」第１０号に掲載し、表彰
年に一度の大イベントです。 します。 また、あわせて、表紙絵の募集

《日時》10/14（月・祝）10：00～15：00 も行います。テーマは「読書」です。

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《日時》8/1(木)～10/10(木)

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《会場》図書館

a 《対象》帯広市、十勝の小学生、中学生、

a 高校生、勤労者など１８歳以下の方

《題名》まき割り体験 《申込》図書館に設置及びホームページに掲載し

《内容》時間内の好きな時間に来て、まき割り ている応募要項をご覧いただき、図書館
や、まきを使った焼きイモ作り ３階事務室まで直接お持ちいただくか、
などを体験します。 郵送してください。

《日時》11/17（日）9：30～12：00 ※10月10日（木）必着

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700

《備考》小学生以下は保護者同伴 a

《申込》10/25（金）～開催前日までに電話申込 a

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《題名》親子囲碁入門教室

a 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、

a 考える遊びの楽しさを体験するととも

《題名》森deものづくり（リース作り） に、囲碁を通じて友達の輪を広げます。

《内容》森の回廊＠十勝と共に、森の木に巻き付 《日時》10/6(日)　10:00～12:00
いたつるを取る作業を行い、つる材を活 《会場》帯広市児童会館
用してリース飾りを作ります。 《対象》小・中学生 とその保護者

《日時》11/24（日）9：30～12：00 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

《会場》帯広の森・はぐくーむ a

《定員》15人 a

《費用》100円 《題名》「あつまれ♪秋のスペシャルおはなし会」

《備考》小学生以下は保護者同伴  ◆児童会館

《申込》10/25（金）～開催前日までに電話申込 《内容》『帯広図書館友の会　おひさま』のみな

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 さまによる絵本や紙芝居のよみきかせ、

a エプロンシアターなどで、楽しく本と触

a れ合います。

《題名》森deものづくり（クリスマス飾りづくり） 《日時》10/6（日）11：00～11：30

《内容》森で間伐体験を行い、切った木でクリス 《会場》児童会館　２階もっくんひろば
マス飾りなどを作ります。 《備考》＜社会教育施設連携事業＞

《日時》12/7（土）9：30～12：00 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700

《会場》帯広の森・はぐくーむ a

《定員》15人

《備考》小学生以下は保護者同伴 《題名》親と子のエンジョイ将棋

《申込》11/26（火）～開催前日までに電話申込 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 将棋を通じて友達の輪を広げます。

《日時》10/12(土)　10:00～12:00

《会場》帯広市児童会館

《題名》森deものづくり（ミニ門松づくり） 《対象》小・中学生 とその保護者

《内容》森で間伐体験を行い、切ったシラカバの 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
木で小さな門松を作ります。

《日時》12月14日（土）9：30～12：00

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《題名》赤十字幼児安全法支援員養成講習会

《定員》15人 《内容》こどもに起こりやすい事故の予防と手当
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及びこどもの病気への対応 《題名》星の観察会「天王星と秋の星座をみよう

《日時》10/12(土)～10/13(日)　9:15～17:30 ～アイスジャイアントをみよう！～」

《会場》帯広市グリーンプラザ 《内容》プラネタリウムにて星空解説をした後、

《対象》15歳以上の方 ※2日間の受講が必須です 天文台にある天体望遠鏡で季節ごとに見

《定員》先着20名 える天体を観察します。

《費用》1,800円 《日時》10/25(金)　星空解説：①18：45～

《備考》大判ハンカチ、ストッキング、筆記用具 ②19：15～（各回約15分間）、

持参のうえ動きやすい服装で参加して下 天体観察：18：45～随時（20：30終了）

さい。 《会場》帯広市児童会館

《申込》10/11（金）まで（8:45～17:30） 《備考》天候不良の場合はプラネタリウムにて星

《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146 空解説のみ実施します。

a 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

a a

《題名》きらきら人形劇場 a

《内容》小学校低学年向けの人形劇を開催しま 《題名》親と子のふれあいコンサート

す。 出演予定　くれよん、わら 「みなみの風コンサート」

《日時》10/19(土)　14:00～15:00 《内容》乳幼児がいるご家庭でも気軽にコンサー

《会場》帯広市児童会館 2階 実習室 トを楽しんでもらおうと「子どもと文化

《対象》幼児、小学校低学年 とその保護者 を楽しむ市民の会」の市民ボランティア

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 が主体となり開催。吹奏楽やチアリー

a ディングなど、小さい子どもも楽しめる

内容。

《題名》第48期秋季地域子ども会 《日時》10/26(土)　10:00～11:00

リーダー宿泊研修会 《会場》帯広北高等学校　体育館

《内容》子ども会リーダーとしての基本を学び、 《対象》就学前の乳幼児とその家族、地域の方

違う学校の仲間と交流を深める研修会で 《問合》こども未来部 子育て支援課☎25-9700

す。9月中に開催要項を市内各小学校と各 a

町内会へ送付しました。青連協事務局 a

（帯広市役所3階青少年課）までお申し込 《題名》親子おもしろ教室「フクロウのかん笛」

みください。 《内容》空き缶にストローを固定して笛をつく

《日時》Ａコース：10/19（土）～10/20（日） り、かわいいフクロウの形に仕上げま

Ｂコース：10/26（土）～10/27（日） す。

《会場》児童会館 《日時》10/26(土)　9:30～11:30

《対象》小学校4・5年生 《会場》帯広市児童会館

《定員》各コース70名（男女35名ずつ）　 《対象》幼児、小・中学生 とその保護者

※部屋の都合により多少の前後あり 《定員》先着50名

《費用》2,500円 《備考》工作を完成させるのに30分程かかります

《申込》10/4（金）までに、町内会の青少年委員 ので、11時までに会場にお入りくださ

を通すか、学校から配布された申込用紙 い。

で青少年課窓口提出、またはFAX 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

（電話申込は不可） a

《問合》こども未来部 青少年課☎65-4162 a

a 《題名》とかち帯広空港ハロウィンフェスティバル

a 《内容》空港でオバケを見つけて合言葉を言お

《題名》親子科学実験教室 う。ハロウィン縁日や抽選会、子ども仮

「宝石・化石ミニ発掘体験」 装コンテスト大会などを実施します。

《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業とし 《日時》10/27（日） 10:00～15:00

て、子どもも大人も楽しめるおもしろい 《会場》とかち帯広空港（ターミナルビル内）

実験、楽しい科学遊びを行います。今回 《対象》幼児・小学生とその保護者等

は、宝石や化石の発掘を体験します。何 《備考》当日受付が必要で人数制限がある

が発掘できるか、お楽しみです。 イベントがあります。

《日時》10/20（日）　13：30～14：30（1回目） 《問合》帯広空港ターミナルビル株式会社☎:64-5678

14：40～15：40（2回目） a
《会場》児童会館 2階地学実験室 a

(申込必要なし　直接お越し下さい) 《題名》プラザわくわく教室　特別企画

《対象》幼児・小中学生とその保護者 「ハロウィン」

※高学年未満は保護者同伴 《内容》かわいい衣装を作って、みんなで仮装し

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 ておやつをもらいにとかちプラザ館内を

歩こう！
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《日時》10/27（日）10：15～11：30

《会場》とかちプラザ５階　軽運動室

《対象》1歳6か月～未就学児 《題名》リズムエクササイズおやこ

《定員》50名 《内容》親子でコミュニケーションをとり、色々

《費用》参加幼児１人につき800円 な動きをすることで基礎体力・持久力・

《備考》保護者及び対象年齢未満の参加者は無料 柔軟性バランス能力向上・精神安定をは

《申込》お電話でお申し込みください かります。

《問合》とかちプラザ☎22-7890 《日時》11/1(金)～12/6(金)16：00～17：00 

a 金曜日の全6回

a 《会場》帯広の森体育館 第3体育室

《題名》小学生(低学年)運動教室 《対象》年少児と保護者

《内容》多種多様な動きをすることで基礎体力 《定員》20組

（筋力・持久力・バランス能力）の向上 《費用》1組3,000円

を目指します。 《備考》体育館シューズ・動きやすい服装・飲料水

《日時》10/30(水)～12/18(水) 16：00～17：00 《申込》10/15(火)までにお申し込み下さい。

水曜日の全8回 《問合》帯広の森体育館☎48-8912

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 a

《対象》小学１・２年生 a

《定員》15名 《題名》森の寺子屋～木の巻～

《費用》4,000円 《内容》まき割りやたき火で焼きイモ作りなどに

《備考》体育館シューズ・動きやすい服装・飲料水 挑戦します。

《申込》10/14(月)までにお申し込み下さい。 《日時》11/2（土）10：00～15：00

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《会場》帯広の森・はぐくーむ

a 《対象》小学生

a 《定員》15人

《題名》キッズコーディネーション 《費用》300円

《内容》様々な運動の基礎となる７つの能力（リ 《申込》開催日の前日までに電話申込
ズム・バランス・連結・反応・変換・定 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
位・識別）を鍛えることで、脳から身体 a
へスムーズに伝える運動をあそびを通し a
て楽しく身につけます。 《題名》親と子のふれあいコンサート

《日時》10/30(水)～12/18(水)16：00～17：00 水 「にしの風コンサート」
曜日の全8回 《内容》乳幼児がいるご家庭でも気軽にコンサー

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 トを楽しんでもらおうと「子どもと文化

《対象》年中・年長児 を楽しむ市民の会」の市民ボランティア

《定員》30名 が主体となり開催。吹奏楽や人形劇な

《費用》4,000円 ど、小さい子どもも楽しめる内容。

《備考》体育館シューズ・動きやすい服装・飲料水 《日時》11/2(土)　10:00～11:00

《申込》10/14(月)までにお申し込み下さい。 《会場》帯広市立西陵中学校　体育館

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《対象》就学前の乳幼児とその家族、地域の方

a 《問合》こども未来部 子育て支援課☎25-9700

a a

《題名》ちびっこスケート教室（2回目） a

《内容》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者を対 《題名》「あつまれ♪秋のスペシャルおはなし会」
象としたスケート教室です。帯広スケー  ◆図書館
ト連盟指導者による基礎を中心とした教 《内容》『帯広図書館友の会　おひさま』のみな
室です。 さまによる絵本や紙芝居のよみきかせ、

《日時》10/30（水）～11/27（水）17:10～18:00 エプロンシアターなどで、楽しく本と触
月・水・土曜日の全10回 れ合います。

《会場》帯広の森第二アイスアリーナ 《日時》11/3（日・祝）11：00～11：30

《対象》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者 《会場》図書館　１階多目的視聴覚室

《定員》70名（抽選） 《備考》＜第73回読書週間事業、社会教育施設連

《費用》5,000円 携事業＞

《備考》持物：スケート靴、手袋、帽子 ※申し込 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
み方法の詳細は、各施設もしくは帯広市

文化スポーツ振興財団ホームページをご

確認ください。

《申込》10/14（月）までにお申込ください。

《問合》帯広の森アイスアリーナ☎48-6256 a
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《題名》帯広市民大学講座【こども課連携】 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、
「魅力がいっぱい！保育の仕事 考える遊びの楽しさを体験するととも
～保育職場就労支援セミナー～」 に、囲碁を通じて友達の輪を広げます。

《内容》保育所の１日、こどもの感染症、食事と 《日時》11/10(日)　10:00～12:00
栄養等、保育の基本を学べるセミナー。 《会場》帯広市児童会館
セミナー後、市内各保育施設への就労に 《対象》小・中学生 とその保護者
ついて直接相談できる合同職場説明会を 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
行います。保育に興味のある方も大歓迎 a
です！ a

《日時》11/6（水）　9：00～11：00　（合同職場 《題名》きらきら人形劇場
説明会はセミナー後12：00まで） 《内容》人形劇を開催します。 

《会場》帯広市保健福祉センター（東8南13） 出演予定　ありんこ、とうきび座

《定員》先着50名 《日時》11/17(日)　14:00～15:00

《申込》10/31（水）までに電話申込 《会場》帯広市児童会館 2階 実習室

《問合》こども未来部 こども課☎65-4158　 《対象》幼児、小学校低学年 とその保護者
担当：星野 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

a a

a a

《題名》キッズスポーツ教室 《題名》親子科学実験教室

《内容》幼稚園・保育園の年中・年長を対象とし 「化学電池で音を鳴らそう」

た教室です。マット基本運動・縄跳び・ 《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業とし

鉄棒・跳び箱等を重点的に楽しみながら て、子どもも大人も楽しめるおもしろい

行ないます。 実験、楽しい科学遊びを行います。

《日時》11/7(木)～12/5(木)15：30～16：30 木曜 今回は、レモン電池や備長炭電池を作り、

日の全4回 ブザーやオルゴールを鳴らします。

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《日時》11/17（日） 13：30～14：30（1回目）、

《対象》年中・年長児 　　　　　　14：40～15：40（2回目）

《定員》25名 《会場》児童会館 地下化学実験室

《費用》2,000円 (申込必要なし　直接お越し下さい)

《備考》体育館シューズ・動きやすい服装・飲料水 《対象》幼児・小中学生とその保護者 

《申込》10/22(火)までにお申し込み下さい。 ※高学年未満は保護者同伴

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《問合》こども未来部　児童会館☎24-2434

a a

a a

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《題名》親子おもしろ教室

《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、 「牛乳パックの動物タンバリン」
将棋を通じて友達の輪を広げます。 《内容》牛乳パックに動物の絵を貼り、絵にあわ

《日時》11/9(土)　10:00～12:00 せて切り取り、ペットボトルのふたを

《会場》帯広市児童会館 使って動物タンバリンを作ります。

《対象》小・中学生 とその保護者 《日時》11/23(土)　9:30～11:30

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 《会場》帯広市児童会館

a 《対象》幼児、小・中学生 とその保護者

a 《定員》先着50名

《題名》あそびの森のあしあとづくり 《備考》工作を完成させるのに30分程かかります

《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに ので、11時までに会場にお入りくださ
、馬と一緒に行う森づくりや い。
木こり体験など、楽しみながら 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
森にふれあいます。 a

《日時》11/10（日）10：00～15：00 a

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《題名》冬の親子陶芸教室

《定員》30人 《内容》親子で楽しみながら手軽に陶芸体験がで

《費用》100円 きます。

《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》11/30(土)、12/1(日)、12/7(土)　10：00

《申込》10/25（金）～開催前日までに電話申込 ～12：00

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《会場》百年記念館　1号室

《対象》4歳～中学生とその保護者

a 《定員》各日20組40名

a 《費用》1組2名1,200円、1組3名1,500円

《題名》親子囲碁入門教室 《申込》11/1(金)～11/15(金)までに往復はがきにて
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《問合》百年記念館☎24-5352 《対象》小・中学生 とその保護者

a 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

《題名》あそびの森のあしあとづくり

《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、薪 《題名》親子科学実験教室

ストーブで暖をとりつつ、つる切り、 「フズリナのキーホルダー作り」

リース作りなど、楽しみながら森にふれ 《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業とし

あいます。 て、子どもも大人も楽しめるおもしろい

《日時》12月1日（日）10：00～15：00 実験、楽しい科学遊びを行います。今回

《会場》帯広の森・はぐくーむ は、岩石のでき方や化石のでき方を学

《定員》30人 び、フズリナ化石のキーホルダーを作り

《費用》100円 ます。

《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》12/15（日）　13：30～14：30（1回

《申込》10/25（金）～開催前日までに電話申込 目）、14：40～15：40（2回目）

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《会場》児童会館 2階地学実験室

a (申込必要なし　直接お越し下さい)

a 《対象》幼児・小中学生とその保護者 

《題名》ちびっこスケート教室 ※高学年未満は保護者同伴

《内容》小学1年生から6年生の初心者を対象とし 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

ています。帯広スケート連盟指導者によ a

る基礎を中心とした教室です。 a

《日時》12/2（月）～12/6（金）17：00～18：00 《題名》もっくん教室「紙皿クリスマスリース」

月曜～金曜日の連続5回 《内容》紙皿に折り紙をはり、クリスマスリース

《会場》明治北海道十勝オーバル を作ります

《対象》小学1～6年生 《日時》12/18(水)　10:00～11:30

《定員》120名（抽選） 《会場》帯広市児童会館

《費用》2,500円 《対象》幼児 とその保護者

《備考》持物：スケート靴、手袋、ニットの帽子 《定員》先着30名

※申し込み方法の詳細は、各施設もしく 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

は帯広市文化スポーツ振興財団ホーム a

ページをご確認ください。 a

《申込》11/11（月）までにお申込ください。 《題名》きらきら人形劇場

《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000 《内容》人形劇を開催します。 出演予定　もぐ

a ら、みみず

a 《日時》12/21(土)　14:00～15:00

《題名》もっくん教室「おべんとう」 《会場》帯広市児童会館 2階 実習室

《内容》折り紙を丸めておべんとうを作ります 《対象》幼児、小学校低学年 とその保護者

《日時》12/4(水)　10:00～11:30 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

《会場》帯広市児童会館 a

《対象》幼児 とその保護者 a

《定員》先着30名 《題名》親子おもしろ教室「ティッシュペーパー

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 でカードを作ろう」

a 《内容》身近なティッシュペーパーとペットボト

a ルなどを使って紙すきをします。素敵な

《題名》親子囲碁入門教室 クリスマスカードや年賀状を作りましょ

《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、 う。

考える遊びの楽しさを体験するととも 《日時》12/21(土)　9:30～11:30

に、囲碁を通じて友達の輪を広げます。 《会場》帯広市児童会館

《日時》12/8(日)　10:00～12:00 《対象》幼児、小・中学生 とその保護者

《会場》帯広市児童会館 《定員》先着50名

《対象》小・中学生 とその保護者 《備考》工作を完成させるのに30分程かかります

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 ので、11時までに会場にお入りくださ

a い。

a 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

《題名》親と子のエンジョイ将棋

《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、

将棋を通じて友達の輪を広げます。

《日時》12/14(土)　10:00～12:00

《会場》帯広市児童会館
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◇　健康・スポーツ　◇ れやすさ、肩こりを解消する効果も期

a 待。身体の調子を整え、柔軟で引き締

《題名》Pink Ribbon in おびひろ まった体を作を目指します。

《内容》市内の医療機関や企業、団体等と連携 《日時》10/24（木）～12/12（木）

し、乳がんの予防、早期発見、早期治療 10：00～11：00 木曜日の全8回

の重要性について広く周知啓発します。 《会場》帯広市総合体育館

《日時》10/1～10/31 《対象》16歳以上の方

《会場》帯広市役所及び市内の各関係機関 《定員》20名（抽選）

《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721 《費用》4,000円

a 《備考》持物：ヨガマット、飲料水、スポーツタ

a オル、館内での履物（スリッパ等） 

《題名》からだスッキリ講座 ※申し込み方法の詳細は、各施設もし

「水中ウォーキング編」 くは帯広市文化スポーツ振興財団ホーム

《内容》市内小学校プールで水中ウォーキング法 ページをご確認ください。

を学びます。 《申込》10/8（火）までに申込

《日時》10/17(木)　19:00～19:40 《問合》帯広市総合体育館（☎22-7828）

《会場》啓西小学校プール(柏林台中町４) a

《対象》18歳以上の市民 a

《定員》20人 《題名》ビギナーズエクササイズ（３回目）

《備考》持物：水着、水泳帽、タオル 《内容》有酸素運動と目的別筋力トレーニングを

《申込》10/16（水）まで（8：45～17：30） 行い、体力向上と健康の増進を目的とす

《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721 る。

a 《日時》10/24（木）～12/12（木）

a 11：15～12：15 木曜日の全8回

《題名》健康づくり教室「運動初心者コース」 《会場》帯広市総合体育館

（男性限定） 《対象》16歳以上の方

《内容》マシンを中心とした実践運動を行いバラ 《定員》30名（抽選）

ンスのとれた食事についても学びます。 《費用》4,000円

日頃あまり体を動かす機会がない方、運 《備考》持物：エクササイズマット、飲料水、運

動習慣をつけるきっかけづくりがほしい 動靴、スポーツタオル ※申し込み方法の

方にお勧めです。 詳細は、各施設もしくは帯広市文化ス

《日時》10/18(金)、1/17(金)　14:00～15:30（全 ポーツ振興財団ホームページをご確認く

２回） ださい。

《会場》帯広市保健福祉センター 《申込》10/8（火）までに申込

《対象》１８歳以上の市民（男性）両日参加でき 《問合》帯広市総合体育館（☎22-7828）

る方 a

《定員》20人 a

《備考》持物：室内用運動靴、タオル、水分 《題名》50歳からの健康体操（2回目）

《申込》10/17（木）まで（8:45～17:30） 《内容》姿勢筋を鍛えることで足腰の筋力の衰え

《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721 からくる「ロコモ」を予防。高齢者や運

a 動経験の少ない方が参加しやすいエクサ

a サイズの教室です。

《題名》第３５回いい歯の日　帯広市民公開講座 《日時》10/24（木）～12/12（木）

《内容》多数のテレビで紹介された「あいうべ体 13：00～14：00 木曜日の全8回

操」考案者の今井一彰医師を講師に迎 《会場》帯広市総合体育館

え、「知られざる生活習慣病、口呼吸を 《対象》50歳以上の方

やめて万病を治す！」をテーマに、わか 《定員》30名（抽選）

りやすくすぐに実行できるお話をしてい 《費用》4,000円

ただきます。 《備考》持物：エクササイズマット、飲料水、運

《日時》10/20(日)　10:00～12:00 動靴、スポーツタオル ※申し込み方法の

《会場》十勝農協連ビル大会議室　(西3条南7丁目) 詳細は、各施設もしくは帯広市文化ス

《対象》市民 ポーツ振興財団ホームページをご確認く

《定員》230名（先着） ださい。

《申込》10/18（金）までに電話にて申込 《申込》10/8（火）までに申込

《問合》十勝歯科医師会☎25-2172（9：00～17：00） 《問合》帯広市総合体育館（☎22-7828）

a a

a

《題名》ピラティス（２回目）

《内容》骨盤のゆがみを改善し、姿勢の悪さや疲
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《題名》からだスッキリ講座 《費用》1,000円

「健康度アップ教室編」 《備考》持物：フィギュアスケート靴,手袋,帽子

《内容》血管年齢測定や地域の健康課題に関する ※申し込み方法の詳細は、各施設もし

講話、室内運動を行います。 くは帯広市文化スポーツ振興財団ホーム

《日時》10/24(木)　10:00～11:45 ページをご確認ください。

《会場》鉄南コミセン（西2南24） 《申込》10/15（火）までに申込

《対象》18歳以上の市民 《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401

《定員》30人 a

《備考》持物：室内用運動靴、タオル、水分 a

《申込》10/23（水）まで（8:45～17:30） 《題名》「フードバレーとかち」　

《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721 “２０歳からのバランスご飯教室”

a 《内容》『鶏肉のハニーマスタードマリネ』

『レモン蒸しパン』など、減塩でも
《題名》市長と語る！地区懇談会　 おいしく、栄養バランスの調った

「みんなでつくる　おびひろの健康」 メニューをつくります。
《内容》「健康」について、市長と意見交換をす 《日時》10/26(土)　10:00～13:30

る地区懇談会を、３会場で開催します。 《会場》帯広市保健福祉センター 調理実習室

歩くことの健康効果や、帯広市民の死因 《対象》２０歳～４０歳代の帯広市民

第一位となっている「がん」の状況、市 《定員》先着２０名

の健康事業や各種検診などを紹介するほ 《申込》10/18（金）まで（8:45～17:30）

か、簡単な運動も行います。 ・畜大会場 《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721

のみ、懇談会終了後希望者は、体操教室 a

体験（先着40人）を受けることができま a

す。（要申し込み） ・川西、大正会場で 《題名》ナイトヨガ（2回目）

は、血糖値・血圧・血管年齢測定が受け 《内容》呼吸法の練習や、ストレッチ効果で心と

られます。（申し込み不要） 体の緊張をほぐし、簡単瞑想法でストレ

《日時》【畜大会場】10/23(水)　懇談会10:30 スを解消していくことを目的としたエク

　～11:30　体操教室体験11:45～12:30 ササイズ。

【川西会場】10/25(金)　10:30～11:30 《日時》10/29（火）～12/17（火）火曜日の全8回

【大正会場】11/22(金)　10:30～11:30 Ａコース　18：45～19：45 

《会場》帯広畜産大学体育館、川西農業者研修セ Ｂコース　20：00～21：00

ンター、大正農業者トレーニングセンター 《会場》帯広市総合体育館

《定員》なし（畜大会場体操教室体験は先着40人） 《対象》16歳以上の方

《備考》畜大会場は手話通訳、川西・大正会場は 《定員》各15名（抽選）

託児を用意しています。畜大会場体操教 《費用》4,000円

室体験参加希望者は、動きやすい服装 《備考》持物：ヨガマット、飲料水、スポーツタ

で、室内用運動靴と飲み物を持参してく オル、館内での履物（スリッパ等） 

ださい。　※体操教室のみの参加は不可 ※申し込み方法の詳細は、各施設もし

《申込》懇談会のみの参加は申し込み不要です。 くは帯広市文化スポーツ振興財団ホー

体操教室参加希望者は10月21日㈪、託児希 ムページをご確認ください。

望者は開催日の一週間前までに、電話また 《申込》10/15（火）までに申込

は申し込みフォームから申し込みください。 《問合》帯広市総合体育館☎22-7828

a

　　　←体操教室申込 a

《題名》５０歳からの水泳教室（2回目）

　　　　　　託児申込→ 《内容》５０歳以上の初心者を対象とした水泳教

室です。回数が１６回と長期なのでじっ

《問合》政策推進部 広報広聴課☎65-4109 くりと取り組めます。

《日時》10/30（水）～3/25（水）水曜日の全16回

12:00～12:50　

《題名》フィギュアスケート初心者教室 《会場》帯広の森市民プール

《内容》初心者等にフィギュアスケートを体験し 《対象》50歳以上の方

てもらい、フィギュアスケートへの関心 《定員》20名（抽選）

を高めることを目的に開催する。 《費用》8,000円

《日時》10/26（土）17：00～18：30 《備考》持物：水着・水泳帽子・バスタオル

10/27（日）17：00～18：00　（全2回）  ※申し込み方法の詳細は、各施設も

《会場》帯広の森スポーツセンター しくは帯広市文化スポーツ振興財団ホ

《対象》４歳以上の初心者の方 ームページをご確認ください。

《定員》20名（抽選） 《申込》10/7（月）までに申込
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《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《日時》11/14(木)　10:30～12:00

a 《会場》帯広市図書館(西2南14)

a 《対象》１８歳以上の市民

《題名》チャレンジ☆スイミング（2回目） 《定員》４０人

《内容》よりレベルアップを目的にした水泳教室 《申込》11/13（水）まで（8:45～17:30）

です。 《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721

平・バタの習得にチャレンジします。 a

《日時》11/1（金）～2/21（金）金曜日の全12回 a
19:00～19:50　 《題名》ボディメンテナンスヨガ＆ピラティス

《会場》帯広の森市民プール 《内容》代謝アップ・ストレス軽減や筋肉の緊張

《対象》16歳以上の方 をほぐし副交感神経にリラックス効果を

《定員》20名（抽選） 生み出し、さらに、筋肉のバランスを整

《費用》6,000円 え、姿勢を正し・骨盤のゆがみも改善を

《備考》持物：水着・水泳帽子・バスタオル 図る教室です。

※申し込み方法の詳細は、各施設もしく 《日時》11/15(金)～12/20(金)金曜日の全６回

は帯広市文化スポーツ振興財団ホームペ 10：30～11：30

ージをご確認ください。 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《申込》10/21（月）までに申込 《対象》１６歳以上の人

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《定員》25名

a 《費用》3,000円

a 《備考》持物：運動靴、動きやすい服装、タオ

《題名》フィギュアスケート教室 ル、飲料水、ヨガマット（1回につき50円

《内容》フィギュアスケート初心者教室参加後に でレンタルもございます。）

競技を続けたい方や一定以上の滑走技術 《申込》10/21(月)までに申込

を有する方を対象とした教室でフィギュ 《問合》帯広の森体育館（☎48-8912）

アスケート競技の普及・振興を目的とす a

る。 a

《日時》11/4（月）～11/29（金） 《題名》からだスッキリ講座

月・金曜日の全８回 19:00～20:00 《内容》「帯広は糖尿病の人が多い？！」をテー

《会場》帯広の森スポーツセンター マに講話と、室内運動を行います。

《対象》４歳以上の補助無しで滑走出来る方 《日時》11/16(土)10:00～11:30

《定員》20名（抽選） 《会場》帯広市保健福祉センター

《費用》4,000円 《対象》18歳以上の市民

《備考》持物：フィギュアスケート靴,手袋,帽子 《定員》30人

※申し込み方法の詳細は、各施設もし 《備考》持物：室内用運動靴、タオル、水分

くは帯広市文化スポーツ振興財団ホーム 《申込》10/21(月)～11/15(金) 8:45～17:30

ページをご確認ください。 《問合》保健福祉部　健康推進課　☎25-9721

《申込》10/28（月）までに申込 a

《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401 a

a 《題名》からだスッキリ講座

a 「健康度アップ教室編」

《題名》帯広市民大学講座「学んで予防！身近な 《内容》血管年齢測定や地域の健康課題に関する

のに意外と知らない“フレイル”」 講話、室内運動を行います。

《内容》田口　あきほ　氏 （健康運動指導士）を 《日時》11/28(木)10:00～11:45

講師に、前半はフレイルについての講 《会場》西帯広コミセン(西23南2)

演、後半はストレッチ・軽運動を実践 《対象》18歳以上の市民

し、自身の健康について見つめ直しま 《定員》30人

す。 《備考》持物：室内用運動靴、タオル、水分

《日時》11/12（火）【講演】13：30～14：30　 《申込》10/21(月)～11/27(水) 8:45～17:30

【実技】14：30～16：00 《問合》保健福祉部　健康推進課　☎25-9721

《会場》とかちプラザ 1階 大集会室 a

《定員》先着30名 a

《申込》前日までに申込 《題名》Let's エンジョイ♪エクササイズ！！

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 （3回目）

a 《内容》音楽に合わせて身体を動かすエアロビク

a ス・リズムウォーク・簡単なボディー

《題名》糖尿病予防講座 ヒーリング（ピラティス）等を取り入れ

《内容》血糖値の急上昇を防ぐ食事や運動につい た運動不足の解消を図る教室です。

ての講座です。 《日時》12/2（月）～2/17（月）13：00～14：00 
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毎週月曜日（祝日を除く）全10回 《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法と様々な

《会場》帯広の森体育館　第2体育室 ポーズを学び、身体の柔軟性を高めま

《対象》16歳以上の人 す。リラクゼーション効果も期待できま

《定員》25名 す。

《費用》5,000円 《日時》12/19（木）～2/27（木）木曜日の全10回

《備考》持物：運動靴、動きやすい服装、タオ 20：00～21：00

ル、飲料水、エクササイズマット（1回に 《会場》明治北海道十勝オーバル

つき50円でレンタルもございます。） 《対象》16歳以上の方

《申込》11/11（月）までに申込 《定員》25名（抽選）

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《費用》5,000円

a 《備考》持物：ヨガマット(有料レンタル \50/1回

a 毎）、運動着、タオル、飲料水 

《題名》指導者・保護者のための ※申し込み方法の詳細は、各施設もし

メンタルトレーニング練習会 くは帯広市文化スポーツ振興財団ホー

《内容》競技スポーツの訓練の中で、意志・意 ムページをご確認ください。

欲・決断力などの精神力を強化するト 《申込》10/20（日）～12/2（月）までに申込

レーニングの講習会です。 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000

《日時》12/7（土）19：00～21：00 a

《会場》帯広の森体育館 a

《対象》指導者・保護者・監督・コーチ等興味の 《題名》からだスッキリ講座

ある方 《内容》健康に関する講話と室内運動を行います。

《定員》30名 《日時》12/19(木)10:00～11:30

《費用》1,500円 《会場》帯広市保健福祉センター

《備考》持物：筆記用具・上履き 《対象》18歳以上の市民

《申込》11/19（火）までに申込 《定員》30人

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《備考》持ち物：室内用運動靴、タオル、水分

a 《申込》11/20(水)～12/18(水)8:45～17:30

a 《問合》保健福祉部　健康推進課　☎25-9721

《題名》実力を発揮するための a
メンタルトレーニング講習会 a

《内容》競技スポーツの訓練の中で、意志・意 《題名》からだスッキリ講座

欲・決断力などの精神力を強化するト 「健康度アップ教室編」

レーニングの講習会です。 《内容》血管年齢測定や地域の健康課題に関する

《日時》12/8（日）9：00～18：00 講話、室内運動を行います。

《会場》帯広の森体育館 《日時》12/26(木)10:00～11:45

《対象》中学生以上・親子・指導者・保護者等興 《会場》川西農業者研修センター

味のある方 《対象》18歳以上の市民

《定員》180名 《定員》30人

《費用》高校生　500円、一般（大学生以上） 《備考》持物：室内用運動靴、タオル、水分

1,000円 《申込》11/20(水)～12/25(水)8:45～17:30

《備考》持物：動きやすい服装、筆記用具、上履 《問合》保健福祉部　健康推進課　☎25-9721

き、昼食 a

《申込》11/19（火）までに申込 a

《問合》帯広の森体育館（☎48-8912） ◇　歴史、文化、芸術　◇
a a

a 《題名》北斎展　師と弟子たち

《題名》健康づくり教室「ダイエットコース」 《内容》「冨嶽三十六景」シリーズや『北斎漫

《内容》正しい知識と運動実践でリバウンドしな 画』をはじめ、役者絵、美人画、妖怪
いダイエットの方法を学びます。 絵、洋風画など膨大な数の作品を遺した

《日時》12/11(水) ,3/11(水) 10:00～11:30 葛飾北斎（1760-1849）。多くの絵師たち

《会場》帯広市保健福祉センター に影響を与え、世界的な人気を誇る北斎

《対象》18歳以上の市民（両日参加できる方） 芸術の神髄に迫ります。

《定員》２０人 《日時》11/24(日)まで（9:30～17:00）

《備考》持物：室内用運動靴、タオル、水分 入場は16：30まで 休館日：毎週月曜日

《申込》11/20(水)～12/10(火)8:45～17:30 （10/14、11/4は開館）、10/15の火曜日

《問合》保健福祉部　健康推進課　☎25-9721 《会場》北海道立帯広美術館

a 《費用》観覧料：一般1,100円、高大生600円、

a 　　　　中学生300円、小学生以下無料

《題名》ヨガ④ 《備考》【関連事業】○特別展セミナー「世界の
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絵師・北斎とその周辺」10/12（土）、 《問合》生涯学習部　文化課　☎65-4209

11/16（土）14：00～15：00　帯広美術館 a

講堂（聴講無料）○映写室「北斎ミステ a

リー～幕末美術秘話　もう一人の北斎を 《題名》十勝鉄道蒸気機関車・客車の車内公開

追え～」11/10（日）14:00～（約100分） 《内容》帯広市指定文化財である十勝鉄道蒸気機

帯広美術館講堂（参加無料） 関車・客車は、通常柵越しに外観のみ見

○キッズ・ツアー（子どもたち向けに 学いただいておりますが、特別に機関

「北斎展」を楽しくご案内します。） 車・客車の内部を公開するとともに、機

11/9（土）14：00～（約30分）帯広美術 関車周辺での記念切符の配布や写真パネ

館主展示室（要観覧券・中学生以下無料） ル・関係資料の展示、記念写真撮影用の

〇キッズ・ミュージアム「やさい版画」 グッズ等の貸出などを行う予定です。 鉄

（託児室を開設します。お子さまが工作 道ファンの皆様や乗り物好きのお子様な

を楽しんでいる間、展覧会をゆっくり ど、ぜひこの機会にご参加下さい。

ご鑑賞ください。）10/5（土）、11/2 《日時》10/20（日）　10：00～15：00

（土）13：30～15：30（受付15：00まで） 《会場》とてっぽ通り（西7条南20丁目）

帯広美術館講堂（託児無料）各事業、 《問合》生涯学習部　文化課　☎65-4209

詳しくは、帯広美術館まで a

《問合》北海道立帯広美術館　☎22-6963 a

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/obj/ 《題名》あの日あの時を刻む新聞展

a 《内容》昔なつかし、図書館が所蔵する古い

a 新聞をテーマ毎に展示します。

《題名》陶芸サークル展 《日時》10/27（日）～11/10（日）

《内容》百年記念館で活動している陶芸サークル 《会場》図書館　1階展示コーナー

の作品を展示します。 《備考》＜第73回読書週間関連事業＞

《日時》10/2(水)～10/12(土)　9：30～16：30 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700

《会場》百年記念館　特別展示室 a

《問合》百年記念館☎24-5352 a

a 《題名》アイヌの手仕事制作体験～キナを作ろう～

a 《内容》アイヌの人々の伝統的な手仕事、ガマを

《題名》札幌交響楽団特別演奏会 材料としたキナ（ゴザ）編みを体験しま
《内容》「札響」の愛称で親しまれてきた北海道 す。（全5回）※アイヌ民族文化財団イオ

唯一のプロ・オーケストラ「札幌交響楽 ル再生事業・体験交流事業

団」によるクラシックの名曲と注目の映 《日時》10/27、11/3、11/10、11/17、11/24 

画音楽で贈る迫力のコンサートです。 （全て日曜日）全5回　13：00～16：00

《日時》10/12(土)　開場：14：00　開演：14：30 《会場》帯広市生活館（ふくろうの館）柏林台東

《会場》帯広市民文化ホール　大ホール 町2丁目2

《定員》1,540人 《対象》中学生以上

《費用》Ｓ席3,500円、Ａ席2,500円、 《定員》先着30名（全５回参加できる方を優先）

Ｂ席（一般）2,000円、 《備考》持物：エプロン、はさみ、筆記用具、

Ｂ席（小中高）500円　全席指定 汚れてもいいタオル

《申込》チケット購入必要  チケット取り扱い： 《申込》10/23（水）まで

帯広市民文化ホール 《問合》文化課☎65-4209

「チケットらいぶ☎23-8111」他 a

《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111　 a

a 《題名》第50回おびひろ菊まつり

a 《内容》晩秋の帯広を彩るまつり。菊の大輪が会

《題名》ぶらり帯広・文化財めぐり 場を埋め尽くします。

《内容》帯広市内を散策しながら、文化財建造物 《日時》10/31（木）～11/4（月・祝）

などを訪ね、街並みからわかる歴史・自 9:00～17:00（最終日は16:00まで）

然について学びます。 学芸員による説明 《会場》とかちプラザ

を交えながら散策してめぐります。 《問合》帯広のまつり推進委員会☎22-8600

《日時》10/20（日） 集合9:50　開始10：00　 a
解散12：00 a

《会場》帯広百年記念館集合・解散 《題名》地域資料講演会

《定員》先着20名 「図書資料が語る十勝の歴史」

《費用》100円（保険料） 《内容》図書館が所蔵する、帯広・十勝に関する

《備考》※水分補給は各自で随時行っていただき 資料（地域資料）の魅力や使い方など

ますので、飲み物等はご持参下さい。 を、帯広百年記念館学芸員がわかりやす

《申込》10/15（火）までに電話申込 くお話します。

14



《日時》11/2（土）14：00～15：30 a

《会場》図書館　1階多目的視聴覚室 《題名》第６回帯広市民オペラ「カルメン」

《定員》80名 《内容》市民参加のオペラ公演を実施します。

《備考》＜第73回読書週間関連事業、 指揮～松下京介、演出～喜田健司、

社会教育施設連携事業＞ 管弦楽～帯広交響楽団

《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700 《日時》12/14（土）開場16：00　開演17：00

a 12/15（日）開場13：00　開演14：00

a 《会場》帯広市民文化ホール大ホール

《題名》収蔵美術作品展「新着作品展」 《定員》各1,380人

《内容》帯広百年記念館に新しく収蔵された美術 《費用》Ｓ席4,000円、Ａ席3,000円、Ｂ席2,500円

作品を公開します。 全席指定

《日時》11/2(土)～11/24(日)　9：00～17：00 《備考》※未就学児の入場はできません。 

《会場》百年記念館　特別展示室 託児をいたしますので公演の10日前

《問合》百年記念館☎24-5352 までにお申込みください。☎21-5518

a 《申込》チケット購入必要  チケット取り扱い：

a 帯広市民文化ホール

《題名》公共ホール音楽活性化発展継続事業 「チケットらいぶ☎23-8111」

中野翔太×田中拓也　 《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111　

プレミアムコンサートⅡ a

《内容》ピアノ中野翔太＆サクソフォン田中拓也 a
2人の新鋭演奏家によるコンサートです。 《題名》アイヌの薬膳料理体験交流会

《日時》11/3（日）開場14：30　開演15：00 《内容》アイヌの伝統料理を作り、試食をしま

《会場》帯広市民文化ホール小ホール す。チェプオハウ（鮭の汁物）、ムニニ

《定員》560人 モシト（しばれイモ団子）など実際にア

《費用》一般1,000円　高校生以下500円　全席自由 イヌの人たちが食べていたものを作りま

《備考》※未就学児の入場はできません。 す。※アイヌ民族文化財団イオル再生事

《申込》チケット購入必要  チケット取り扱い： 業・体験交流事業

帯広市民文化ホール 《日時》12/15（日）10：00～14：00

「チケットらいぶ☎23-8111」他 《会場》とかちプラザ　4階　調理室

《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111　 《対象》小学生以上(小学生の場合は保護者同伴）

a 《定員》先着30名

a 《費用》100円（保険料）

《題名》博物館講座「ものがたりの昆虫７」 《備考》持物：筆記用具、

《内容》いろいろな物語に登場する昆虫。帯広に エプロン、三角巾

も関わりのあるこれらの昆虫を紹介しま 《申込》12/10（火）まで

す。 《問合》文化課（☎65-4209）

《日時》11/16(土)　14：00～16：00 a

《会場》百年記念館　2号室 a

《問合》百年記念館☎24-5352 《題名》博物館講座「大地が語る十勝の自然史」

a 《内容》十勝の成り立ちや地形・地質について、

a 最新の研究成果を紹介します。

《題名》帯広図書館友の会講演会 《日時》12/21(土)　14：00～16：00

「アイヌとカムイのおはなし」 《会場》百年記念館　2号室

《内容》アイヌとカムイのさまざまな交渉術を通 《問合》百年記念館☎24-5352

して、親しみのある神様（カムイ）を紹 a
介します。講師：長谷仁美氏 a

《日時》11月17日（日）14:00～16:00 《題名》体験教室「まが玉作り教室」

《会場》図書館　1階多目的視聴覚室 《内容》古代人の定番アクセサリー「まが玉」の

《定員》80名 お手軽体験です。

《備考》＜帯広図書館友の会共催＞ 《日時》12/22(日)　10：00～12：00

《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700 《会場》百年記念館　3号室

a 《定員》20名(先着)

a 《費用》300円

《題名》ロビー展「マッチ箱展３」 《申込》12/1(日)～12/19(金)までに電話にて

《内容》帯広・十勝のお店に置かれていたマッチ 《問合》百年記念館☎24-5352

箱を展示します。 a

《日時》11/26(火)～12/22(日)　9：00～17：00

《会場》百年記念館　ロビー

《問合》百会年記念館☎24-5352
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◇　暮らし　◇ 《申込》先着となります。電話にて申込

a 《問合》帯広消防署救急課☎26-9132

《題名》帯広市民大学講座【消費者講座】 a
「化粧品の基礎知識と正しい使用法 a
～秋・冬を快適に過ごすために～」 《題名》帯広市わかば会　

《内容》化粧品は、「安全性」や「品質」を一定 第31回生き活きふれあい祭

に保つよう厳しく規制されています。し 《内容》「帯広シニアサークルふたば」卒業生か

かし、使用方法が適切でないと期待した らなる高齢者自主学習グループ「帯広市

効果が得られないばかりか、肌トラブル わかば会」会員と保育園の子どもたちに

の原因にもなります。肌の荒れがちな よる芸能発表を行います。

秋・冬に向けて、安全に使うための正し 《日時》10/17(木)10:00～15:00（9：10開場）

い使用方法を学びます。講師：日本化粧 《会場》市民文化ホール　大ホール

品工業連合会 課長 内山理恵氏 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

《日時》10/4(金)　10：00～11：30 a

《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室 a

《定員》先着150名 《題名》「緑の健康講習会」堆肥づくり

《申込》前日までに申込 《内容》緑の健康診断員を講師に堆肥づくりを学

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 びます。

a 《日時》10/19(土)　13:30～15:00

a 《会場》みどりと花のセンター（緑ヶ丘2番地）

《題名》障がい者乗馬体験 《定員》先着30名

《内容》身体やこころに障がいをお持ちのみなさ 《申込》10/1（火）～10/18（金）8:45～17:30 

んに乗馬を通じて運動による健康の増進 《問合》都市建設部 みどりの課☎21-3172

や生活の質の向上を目指します。 a

《日時》①10/19（土）,②10/25（金） 10：30～ a

12：00　参加者数や天候等により変更に 《題名》赤十字救急法基礎講習会

なることがあります。 《内容》傷病者の観察の仕方及び一次救命処置

《会場》帯広畜産大学馬場 （心肺蘇生法、AEDを用いた除細動、気道

《対象》帯広市在住または帯広市内の施設を利用 異物除去）等救急法の基礎

している身体・知的・精神・発達障害の 《日時》10/19（土）13：00～17：00

ある小学１年生以上の方 《会場》帯広の森市民プール

《定員》各開催５名（参加回数の少ない方を優先） 《対象》50歳以上の方

《備考》※次の条件に当てはまる方は乗馬体験に 《定員》先着20名

は参加不可（馬とのふれあい体験は可） 《費用》1,500円

・担当医師又はリハビリ担当者から運動 《備考》筆記用具持参のうえ、動きやすい服装で

の許可が出てない方 ・発作の持病のある 参加してください。

方 ・体重が70ｋｇ以上の方（傷害の程度 《申込》10/18（金）までに申込（8:45～17:30）

によって70ｋｇ未満でも不可の場合あ 《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146

り） ３．乗馬時以外の安全確保のため必 a

ず引率者の参加監督、をお願いします。 a

《申込》①10/4（金）まで　②10/11（金）まで 《題名》赤十字水上安全法救助員Ⅰ養成講習会

（9:00～17:00） 《内容》水の事故防止、泳ぎの基本と自己保全、

《問合》帯広畜産大学　国際・地域連携課 事故者の救助及び応急手当

☎49-5776／📠FAX：49-5289 《日時》10/19（土）,10/20（日）18：00～21：00

📧syogai@obihiro.ac.jp 10/26（土）13：00～21：00 

a 10/27（日）13：00～20：00

a 《会場》帯広の森市民プール

《題名》普通救命講習の定期開催 《対象》15歳以上の救急法基礎講習修了者で、

《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手 500ｍ以上泳ぐことが出来る方。

当、AEDの使い方など心肺蘇生法を習得し 《定員》先着20名　※４日間全ての受講が必須です

ます。 《費用》700円

《日時》10/9(水)・11/9(土)・12/9(月)　 《備考》持物：救急法基礎講習認定証、筆記用

13:30～16:30 具、水着、スイミングキャップ、バスタ

《会場》とかち広域消防局庁舎　3階 オル

《対象》帯広在住または勤務地が帯広の方 《申込》10/18（金）までに申込（8:45～17:30）

《定員》先着50人 《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146

《費用》500円

《備考》消防局庁舎の駐車場は利用できませんの

で、市役所南側駐車場をご利用ください。
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《題名》実技救命講習の定期開催 を用意しています。

《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手 《申込》懇談会の参加は申し込み

当、AEDの使い方など心肺蘇生法を習得し 不要です。 託児希望者

ます。 は開催日の一週間前まで

《日時》10/19(土)・11/19(火)・12/19(木)　 に、電話または申し込み

10:00～12:00 フォームから申し込み

《会場》帯広消防署 南出張所（西17条南41丁目） ください。

《対象》帯広在住または勤務地が帯広の方のう 《問合》政策推進部 広報広聴課☎65-4109

ち、総務省消防庁の応急手当WEB講習を受 a

講済みの方 a

《定員》先着30人 《題名》「女性に対する暴力をなくす運動」

《費用》500円 パネル展

《備考》帯広消防署救急課☎26-9132 《内容》国が実施する「女性に対する暴力をなく

a す運動」（毎年11月12日～25日）に併

a せ、DVやセクハラ、ストーカー問題な

《題名》消防ふれあいフェア2019 ど、女性に対する暴力に関するパネル展

《内容》「見て･知って･学んで･遊ぶ」をテーマに を開催します。

楽しみながら消防の仕事を知ってもらう 《日時》11/16（土)～11/25(月)

催しです。はしご車搭乗体験（80組限 《会場》市役所１階　市民ホール

定）、消防士体験、救急体験、119番体験 《問合》男女共同参画推進課☎65-4134

など。※はしご車搭乗体験については、 a
時間の都合上、当日10時20分に整理券を a
配布します。数に限りがありますのであ 《題名》帯広市民大学講座【消費者講座】

らかじめご了承ください。 「ずっと健康長寿で

《日時》10/20(日)　10:30～12:30 ～老化や認知症を予防しましょう～」

《会場》とかち広域消防局庁舎 《内容》充実した消費生活を送るためには健康を

《備考》消防局庁舎に駐車場はありません。お車 維持することも重要な要素の一つです。

でお越しの場合は、建設会館様駐車場、 健康推進課職員を講師に健康長寿を目指

市役所南側駐車場がご利用いただけま すための方法について学びます。

す。※近隣施設への無断駐車はご遠慮く 《日時》11/15（金）10:00～11:30

ださい。 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室

《問合》帯広消防署指導課☎26-9131 《定員》先着150名

a 《申込》前日までに申込

a 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

《題名》「緑の健康講習会」ブドウの育て方 a

《内容》緑の健康診断員を講師にブドウの育て方 a

を学びます。 《題名》とかち・市民「環境交流会」2019

《日時》11/10(日)　13:30～15:00 《内容》「環境」というキーワードのもとに、子

《会場》みどりと花のセンター 供たち、市民（諸団体）、企業、行政な

《定員》先着4０名 どが集まる場です。参加者や来場者が、

《備考》持物：筆記用具 発表や展示、講演会、体験ブース等を通

《申込》10/22（火）～11/9（土）　8:45～17:30 した意見交換や仲間づくりなどにより、

《問合》都市建設部 みどりの課☎21-3172 環境活動に対する認識を深め、幅広く多

a 様な環境活動へ参加するキッカケになる

a ことを目的とします。

《題名》市長と語る！地区懇談会　 《日時》12/7(土) 10:00～15:00

「つながりでつくる　これからの帯広」 《会場》とかちプラザ

《内容》「地域のつながり」について、市長と意 《費用》なし（飲食物は有料の場合あり）

見交換をする地区懇談会を、２会場で開 《問合》帯広市環境都市推進課☎65-4135

催します。大切にしなければならない地

域でのつながりや、広がりつつある市民

と行政の協働の取り組み、町内会や民間 《題名》貸出拡大企画

団体との連携など、事例を交えながら紹 《内容》年末年始の休館に伴い、図書等の貸出数

介します。 と貸出期間の拡大を行います。貸出日が

《日時》【ポプケ会場】11/14（木）10:30～11：30 12/15（日）～12/28（土）の期間限定

【白樺会場】11/16(土)　14:00～15：00 で、本が通常は10冊までのところ15冊ま

《会場》地域支縁くらぶ「白樺」白樺16条西2丁目 で、CD・DVDは3点までのところを5点ま

ダイイチ白樺店内popke(ポプケ)西21南2 で、また貸出期間が2週間までのところを

《備考》白樺会場は手話通訳、ポプケ会場は託児 3週間まで拡大・延長します。
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《日時》12/15（日）～12/28（土）

《会場》図書館

《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
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十勝デイジーの会

渋谷 信彦 さん

会の始まり

北海点字図書館で行われたボラン
ティア養成講座に参加し、久保代表ら
仲間と共に会を設立しました。

福岡県で生まれ、長崎の学校を卒業し奈良と大阪で仕
事に就き退職後の２００８年北海道に移住しました。
現在は「十勝デイジーの会」のほか、視覚障害者外出
支援ボランティアの「くるみの会」や図書館でのボラ
ンティア活動を行っています。

やりがい・魅力

視覚などに障害があり、活字を読む
のが困難な方に、読書の楽しみを伝え
たり、情報を届けることにやりがいを
感じています。

入会して苦労したこと

デイジー図書製作にあたり、著作権
法やサピエ図書に関する製作基準に
沿って行う必要があり、慣れるまで少
し時間がかかりました。

入会して良かったこと・
楽しかったこと

本のデイジー製作は基本的に自宅で行い
ますが、毎月１回、北海点字図書館の編集
室に集まり、問題点の解決や製作する本の
選定などの打ち合わせを、和気あいあいと
楽しく行っています。私たちが製作した本
を利用する方が増えるとうれしいですし、
励みとなります。

今回は、

にＰｉｃｋ Ｕｐ !

１９

P i c k U p
インタビュー！



サピエ図書館とは

テキストデイジー図書な
どを扱っている東京都にあ
る図書館で、全国の視覚障
害者などに利用されていま
す。

製作する本は

児童詩誌「サイロ」など地元で扱っている本や、
話題の「なつぞら」「静かな木」などの一般図書。
現在まで１３０冊超の本をサピエ図書館に登録し

ました。この他地域の障害者から依頼された本の製
作も行っています。

最後にひと言！

もっと多くの本を製作し、視覚障害者など読書することに困難を持つ方が、多くの本を読めるよう
取り組んでいきたい。多くの仲間とともに、多くの本のデイジー製作に取り組みたいと思っています。

興味のある方、研修会・養成講座に参加希望の方は、北海点字図書館（0155-23-5886）か、
十勝デイジーの会の久保寧男（090-1644-9366）までご連絡をお願いします。

２０

＜十勝デイジーの会とは＞

書籍をスキャナで読み取り、パソコンなどで機械音声に換えて、視覚障害など本を読むことが困難な
方に利用してもらえるテキストデイジー図書にして、サピエ図書館に登録する活動をしています。一般
図書の他、十勝の歴史・文化・観光の情報発信なども取り組み、読書が困難な方に多くの本を利用し
楽しんでもらうことが私たちの願いです。
テキストデイジー図書の製作は短期間の研修で学ぶことができ、自宅で取り組めるボランティア活動
です。会員は月に第３水曜日午後定期的に、研修及び打ち合わせを行っています。現在、2016年から
北海点字図書館で行われたボランティア養成講座に参加した帯広市及び近郊町村の７名の会員で活
動中。

テキストデイジー図書とは

視覚に障害があるなど、本を読むことが困難な方に、パソコンの機械音声で本を
読むことができるようにしたデイジー図書です。機械音声も改良が進み、聞きやすく
なりました。また使われている漢字を確認することができます。
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部署・施設名

部署・施設名部署・施設名

部署・施設名 郵便番号

郵便番号郵便番号

郵便番号 住所

住所住所

住所 電話番号 / ＦＡＸ

電話番号 / ＦＡＸ電話番号 / ＦＡＸ

電話番号 / ＦＡＸ

生涯学習課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4192/23-6142

文化課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4209/23-6142

青少年課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4162/23-0155

安心安全推進課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4132/23-0171

広報広聴課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4109/23-0156

みどりの課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4186/23/0159

環境都市推進課

080-8670 西5条南7丁目1帯広市役所 65-4135/23-0161

とかちプラザ

080-0014 西4条南13丁目1番地 22-7890/22-5955

帯広市図書館

080-0012 西2条南14丁目3番地1 22-4700/22-4701

おびひろ動物園

080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2437/24-2439

百年記念館

080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-5352/24-5357

児童会館

080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2434/22-5401

帯広市民文化ホール

080-0012 西5条南11丁目48番地2 23-8111/23-8112

文化スポーツ振興財団

080-0856 南町南7線56番地7 47-3236/47-3296

帯広市総合体育館

080-0030 大通北1丁目1番地 22-7828/22-7827

帯広の森スポーツセンター

080-0856 南町南7線56番地7 48-2401/48-6257

明治北海道十勝オーバル

080-0856 南町南7線56番地7 49-4000/47-9191

帯広の森市民プール

080-0856 南町南7線56番地7 47-3630/47-3629

帯広の森陸上競技場

080-0856 南町南7線56番地7 47-1188/48-6259

帯広の森体育館

080-0856 南町南7線56番地7 48-8912/48-6261

帯広の森野球場

080-0856 南町南7線56番地7 48-8338/47-1658

帯広南商業高等学校

080-2471 西21条南5丁目36番地1 34-5852/34-5875

帯広の森・はぐくーむ

080-0856 南町南9線49番地1 66-6200/47-3622

親善交流課（森の交流館・十勝）

080-2470 西20条南6丁目1番地2 34-0122/34-0165

健康推進課

080-0808 東８条南1３丁目1番地 25-9721/25-7445

消防推進室

080-0016

西6条南6丁目3番地1帯広消防署内

26-9128/26-9133

帯広消防署救急課

080-0016 西6条南6丁目3番地1 26-9132/26-9133

土日・祝日

月曜日(祝日の場合は開館)　祝日の翌日（土日の場合は開館）

火曜日（火曜日が祝日の場合はその翌日）

月曜日(祝日の場合は開館)　祝日の翌日

月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）　１１月～３月の間、祝日の翌平日

土日・祝日

なし

土日・祝日

月曜日・祝日の翌日

火曜日・祝日の翌日

月曜日・祝日の翌日

火曜日・祝日の翌日

定休日

定休日定休日

定休日

土日・祝日

月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

①月曜日(祝日の場合は翌日)　②毎月末日(土日,①の休館日の場合は繰上)

なし

土日・祝日

土日・祝日

土日・祝日

土日・祝日

土日・祝日

土日・祝日

なし

火曜日・祝日の翌日

なし（冬季閉鎖）

土日・祝日

月曜日・祝日の翌日

部署・施設名

部署・施設名部署・施設名

部署・施設名 郵便番号

郵便番号郵便番号

郵便番号 住所

住所住所

住所

川西農業者研修センター

089-1182 川西町西2線59-48

大正農業者トレーニングセンター

089-1241 大正本町西1条1丁目1

帯広市畜産物加工研修センター

080-2336 八千代町西4線198番地

帯広市都市農村交流センター

「サラダ館」

080-2472 西22条南6丁目6番地2

帯広市グリーンプラザ

080-0847 公園東町3目9番地1

とかち帯広空港

089-1245 泉町西9線中8-41

帯広市保健福祉センター

080-0808 東8条南13丁目1

帯広畜産大学

080-8555 稲田町西2線11


