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a a

◇　趣味・教養　◇ 《題名》アイヌ刺しゅう教室（入門編）

a 《内容》アイヌの人々が代々受け継いできた刺しゅ

《題名》帯広市民大学講座「明治の食育～十勝の うを学び、作品を作ります。（全４回）

チーズを知る～」 《日時》1/23(木)・1/30(木)・1/6(木)・2/13(木)

《内容》有江　泰彦　氏 （株式会社明治　北日本 10:00～16:00

支社札幌オフィス　企画管理部　コミュニ 《会場》帯広市生活館（柏林台東町２）

ケーション課　参与）を講師に、世界中で 《対象》全日程を受講できる人

愛され続けてきたチーズの歴史や作り方を （初回の方優先）

はじめ、国産チーズの素晴らしさをお伝え 《定員》抽選10名

するとともに、これからの“酪農”を考え 《費用》1,000円

ます。 《申込》1/17(金)までにお申し込みください。

《日時》1/16(木)　18：30～20：00 《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146

《会場》とかちプラザ 3階 会議室304 a

《定員》先着50名 a
《申込》前日までに電話でお申し込みください。 《題名》手作り味噌教室

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 《内容》十勝産の大豆を使って、安心で美味しい手

a 作り味噌を作ります。
a 《日時》1/26(日)・1/27(月)・2/1(土)・2/2(日)・

《題名》スノーシューで冬の森散策 2/3(月)　10:30～11:30
《内容》雪のある冬にしか行けない場所を歩き、動 《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」

物の足跡や木の冬芽などを観察します。 《定員》各20名（抽選）
《日時》1/19(日)10：00～12：00 《費用》1回（10㎏）4,800円（材料費込）
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《申込》1/11(土)までに、往復ハガキの往信の裏
《定員》15人 に、第1、第2希望日、郵便番号、住所、氏
《備考》小学生以下は保護者同伴 名、年齢、電話番号を、返信の表に郵便番
《申込》12/25(水)～開催日の前日までに電話申込 号、住所、氏名を書いて、郵送又は、サラ
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 ダ館まで持参して下さい。サラダ館手作り

a 味噌教室に初めて参加の方は

a （初回）と記入してください。

《題名》草木染め教室３ヶ月コース 《問合》農政部 農政課☎59-2323

《内容》全3回の講習で草木染めを学びます。 a
《日時》1回目　1/20(月)10:00～11:30 a

2回目　2/17(月)10:00～11:30 《題名》帯広市民大学講座【帯広大谷短期大学連
3回目　3/2(月)10:00～11:30 携】「映像で見るジャズの名演奏　特集」

《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 《内容》大越　光敬　氏 （ジャズコミュニケー
《定員》10名（抽選） ション「モダン」編集長）を講師に、
《費用》6,600円（材料費込） 「ジャズの楽しい入門編」としてジャズの
《申込》1/13(月)までに、往復ハガキの往信の裏 入り口を探ります。理論やエピソードを交

に、希望教室名、郵便番号、住所、氏名、 えながらジャズの魅力をお伝えするととも
年齢、電話番号を、返信の表に郵便番号、 に、歴史に残るジャズ･ミュージシャンの
住所、氏名を書いて、郵送又は、サラダ館 名演奏、名場面を映像から楽しんでいただ
まで持参して下さい。 きます。ジャズを好きになっていただき、

《問合》農政部 農政課☎59-2323 ご自分の生活の中で音楽が潤いあるものと
a して生かされるなら幸いです。
a 《日時》2/5(水)　18：30～20：00

《題名》帯広市民大学講座【帯広大谷短期大学連 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室
携】「大人の絵本深読み講座」 《定員》先着30名

《内容》水野　有子　氏 （帯広大谷短期大学附属 《申込》前日までに電話でお申し込みください。
図書館司書／絵本専門士）を講師に、読者 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192
を絵本の世界へ引き込むために施されたさ a
まざまな仕掛けを、大人の視点から紐解き a
ます。 《題名》四季の森めぐり～冬～

《日時》1/22(水)　18：30～20：00 《内容》事前に決めたテーマをもとに冬の森を歩

《会場》とかちプラザ 3階 会議室304 く、ちょっと変わった観察会です。散策の

《定員》先着50名 後は森めぐりを振り返るお茶会を開催しま

《申込》前日までに電話でお申し込みください。 す。

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 《日時》2/9(日)9：30～12：00

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ
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《定員》15人 午後 ●練習問題で力がつくエクセル中級
《費用》100円 （1）（水・金）夜間
《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》2/4(火)～2/20(木)　午前の部10：00～
《申込》1/25(土)～開催日の前日までに電話申込 12：00、午後の部13：30～15：30、夜間の
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 部18：30～20：30

a 《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

《題名》「手づくり醤油教室」 《定員》先着各20名
《内容》帯広市内にお住まいで障害者手帳をお持ち 《費用》5回コース4,000円（テキスト代別途）

の人を対象に、手づくり醤油教室を開催し 《申込》1/24(金)までにお申し込みください。
ます。 《問合》とかちプラザ☎22-7890

《日時》2/12(水)　10:00～12:00 a

《会場》保健福祉センター　１階　調理実習室 a

《対象》帯広市内在住の障害者手帳をお持ちの18歳 《題名》プラザ・エンジョイスクール　楽しくわか
以上の人 りやすいパソコン　３月講座の受講生を募

《定員》先着　16名 集
《費用》1,500円 《内容》●初心者の為のワード(4)(火・木)午前
《備考》持ち物：２リットルのペット ●私にもできるエクセル2019(5)

ボトル２本（きれいに洗浄したもの）、 (火・木)午後 ●ワード・エクセル・パ
エプロン、三角巾。手話通訳・要約筆記 ワーポイント実践(2)(火・木)夜間
が必要な人は早めにお申込みください。 ●ワード・エクセル(5)(水・金)午前

《申込》1/24(金)までに障害者生活支援センター☎ ●私にもできるワード2019(5)(水・金)
25-9701へお申し込みください。 午後 ●練習問題で力がつくエクセル

《問合》保健福祉部 障害福祉課☎25-9701 中級(2)(水・金)夜間 
a 《日時》3/3(火)～3/18(水)　午前の部10：00～
a 12：00、午後の部13：30～15：30、夜間の

《題名》森の生き物講座（哺乳類編） 部18：30～20：30
《内容》畜大えぞほね団（帯広畜産大学サークル） 《会場》とかちプラザ4階コンピュータールーム

を講師に、骨からわかる哺乳類の生態等に 《対象》高校生以上の方
ついて学びます。 《定員》先着各20名

《日時》2/23(日)10：00～12：00 《費用》5回コース4,000円（テキスト代別途）
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《申込》2/21(金)までにお申し込みください。
《定員》10人 《問合》とかちプラザ☎22-7890
《備考》小学生以下は保護者同伴 a

《申込》1/25(土)～開催日の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》「日本華道院十勝支部72周年・おめでとう

a 帯広市図書館新館14周年」生け花展
a 《内容》3月3日の帯広市図書館新館14周年記念日に

《題名》森の生き物講座（樹木編） 合わせ、生け花展を開催します。
《内容》春日純氏（帯広畜産大学助教授）を講師 《日時》3/3(火)～3/5(木)

に、樹木の越冬の方法や耐寒性等について 《会場》図書館1階エントランス、展示コーナー

学びます。 《備考》〈日本華道院十勝支部共催〉
《日時》2/23(日)13：00～15：00 《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》10人 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 《題名》森のスノーシューハイキング
《申込》1/25(土)～開催日の前日までに電話申込 《内容》帯広川周辺の少し起伏のある自然林をス
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 ノーシューで歩きます。

a 《日時》3/8(日)9：30～12：00
a 《会場》帯広の森・はぐくーむ

《題名》プラザ・エンジョイスクール　楽しくわか 《定員》15人
りやすいパソコン　２月講座の受講生を募 《備考》小学生以下は保護者同伴
集 《申込》2/26(水)～開催日の前日までに電話申込

《内容》●初心者の為のワード(3)(火・木)午前 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
●私にもできるエクセル2019(4) a

(火・木)午後　●ワード・エクセル・ a

パワーポイント実践(1)(火・木)夜間 《題名》森deものづくり～グリーンウッドワーク～

●ワード・エクセル(4)(水・金)午前 《内容》森で間伐体験を行い、切った木で自由に工

●私にもできるワード2019(4)(水・金) 作をします。
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《日時》3/15(日)9：30～12：00 号・緊急時連絡先・参加者全員の氏名（ふ
《会場》帯広の森・はぐくーむ りがな）と年齢を記載し、郵送してくださ
《定員》15人 い。
《備考》小学生以下は保護者同伴 《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437
《申込》2/26(水)～開催日の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》紙袋ランタンづくり体験
a 《内容》おびひろ氷まつりの夜を彩るため、紙袋で

《題名》【放送大学】２０２０年度第１学期（４月 オリジナルのランタンを制作するイベント
入学）学生募集 です。

《内容》放送大学は、テレビやラジオ放送・イン 《日時》1/25(土)、1/26(日)　11:00～15:00
ターネットで授業を行う通信制の大学で 1/31(金)、2/1(土)　13:00～17:30
す。※インターネットでの出願も受け付け 《会場》緑ヶ丘公園（氷まつり会場）
ております。 《備考》幼児以下は保護者同伴でお越しください。

《日時》3/17(火)まで 《問合》おびひろ氷まつり管理運営業務委託業者　
《対象》入学する年度の初めにおいて満15歳以上の 株式会社　新生☎25-1248

方 a
《定員》学生の種類により異なる a
《費用》学生の種類により異なる 《題名》第57回おびひろ氷まつり
《備考》募集要項は、市庁舎・とかちプラザ・お近 《内容》厳しい寒さの中、氷や雪の魅力を感じなが

くのコミュニティセンターにて配付してい ら帯広の冬を楽しむおまつりです。
ます。 《日時》1/31(金)～2/2(日)　10:00～20:00（最終

《申込》〒060-0817　北海道札幌市北区北17条西8 日は18:00まで）
丁目　放送大学北海道学習センター（北海 《会場》緑ヶ丘公園
道大学構内）　☎011-736-6318　　 《問合》帯広のまつり推進委員会☎22-8600
http://www.ouj.ac.jp a

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 a
a 《題名》「節分の日！サル山で豆まきしよう」の開
a 催について

《題名》冬のバードウォッチング 《内容》動物園内サル山前にて、豆まきを開催しま
《内容》森を歩き、冬から春にかけてよく見られる す。「鬼は外、福は内」の掛け声に合わせ

野鳥を観察します。 て、サル山で豆まきしよう！
《日時》3/21(土)10：00～12：00 《日時》2/2(日)　13:25～13:40
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《会場》おびひろ動物園
《定員》15人 《定員》先着30組に落花生を配布します。
《備考》小学生以下は保護者同伴 《備考》受付は13：25～
《申込》2/26(水)～開催日の前日までに電話申込 《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 a

a a
a ◇　子ども・子育て　◇

◇　レジャー　◇ a
a 《題名》「わくわく♪ドキドキ!!　家読（うちど

《題名》冬の裏側探検隊参加者募集 く）にチャレンジ！2019」
《内容》真冬の動物園で、動物たちは寒い中どのよ 《内容》冬休み期間中に、、家族で同じ本を読ん

うに暮らしているのでしょうか。今回はゾ で、「家読ノート」に家族それぞれの感想
ウ、ホッキョクグマ、カンガルー、チンパ を書いて図書館に提出してください（小学
ンジーの動物舎を飼育員のガイドを聞きな 生は5冊以上、中学生は3冊以上、保護者は
がら回ります。 1冊以上）。提出してくれた方に、抽選で

《日時》1/12(日)　14:00～15:30 図書カードなどの景品を差し上げます。
《会場》おびひろ動物園 《日時》12/26(木)～1/14(火)※冬休み期間

《対象》なし（ただし、小学生以下は保護者同伴） 《会場》図書館
《定員》45名（応募者多数の場合は抽選） 《対象》帯広市・十勝管内の小中学生
《備考》当選者のみに当選通知とイベントのご案内 《備考》家読ノートは、帯広市図書館

を郵便はがきにて行います。 等に設置しているほか、帯広市のホー
《申込》12/26(木)までにお申し込みください。動 ムページからダウンロードできます。家読

物園ホームページの応募フォームからご応 ノートの提出は、１人１回までです。
募いただけます。郵送の場合は、郵便はが 《申込》2/2(日)までに図書館3階事務室にご提出く
きに代表者氏名（ふりがな）・代表者年 ださい。
齢・代表者住所・郵便番号・代表者電話番 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
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a て学び、親子でかわいい家形のLEDランプ
a を作ります。

《題名》「冬休み小学生舞台探検」のご案内 《日時》1/10(金)　13:00～15:00
《内容》小学４年生から小学６年生を対象に普段は 《会場》とかちプラザ

目にすることのない帯広市民文化ホールの 《対象》小学生と保護者

舞台機構や音響設備、照明機構等の見学と 《定員》先着２０組

体験をし舞台技術や芸術に興味を持っても 《費用》材料費８００円

らうために開催します。 《申込》1/6(月)までにお申し込みください。
《日時》1/4(土)・1/5(日)　午前の部10:00～ 《問合》市民活動部 安心安全推進課☎65-4132

12:00、午後の部　13:30～15:30 a
《会場》帯広市民文化ホール　大・小ホール a
《対象》十勝管内の小学校に在籍する小学4～6年 《題名》「冬休みこども図書館のつどい」

生、保護者1名まで参加可能 《内容》人形劇団「ブランコ」による腹話術や人形
《定員》先着各20名 劇が楽しめます。（北海道立文学館「出前
《費用》1人500円（保険料含む） 講座」）
《備考》動きやすい服装でご来場下さい。カメラ等 《日時》1/11(土)　10:30～11:30

での撮影は可能です。長崎屋帯広店の駐車 《会場》図書館　1階多目的視聴覚室

場(３階・５階・屋上)をご利用ください。 《対象》幼児～小学生までのお子様
《申込》12/28(土)までにお申し込みください。 《備考》〈帯広図書館友の会、
《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111 北海道立文学館共催〉

a 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
a a

《題名》「第44回　おはなしのせかい」 a
《内容》十勝童話会による、手作り絵本・創作おは 《題名》冬休みわくわく教室

なし・エプロンシアターなど、幼児から大 《内容》児童会館では、冬休みのこどもたちを対象
人まで楽しめる内容となっています。出入 にした楽しい実験や工作などの行事を開催
り自由ですので、ぜひご家族でお気軽にお します。
越しください。 《日時》1/12(日)　10:00～15:00

《日時》1/5(日)　10:30～12:00 《会場》帯広市児童会館
《会場》図書館　1階多目的視聴覚室 《対象》幼児・小中学生（幼児は保護者同伴）
《備考》〈十勝童話会共催〉 《申込》当日午前9時30分から、一部のブースの参
《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700 加整理券を配布します。

a 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
a a

《題名》もっくん教室「ねずみとチーズのけん玉」 a
《内容》親子で簡単な工作をします。今回は、来年 《題名》親子囲碁入門教室　のご案内

の干支にちなみ、紙皿でねずみのけん玉を 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考
作ります。 える遊びの楽しさを体験するとともに、囲

《日時》1/8(水)　10:00～11:30 碁を通じて友達の輪を広げる。
《会場》帯広市児童会館 《日時》1/13(祝・月)　10:00～12:00
《対象》幼児とその保護者 《会場》帯広市児童会館
《定員》先着30名 《対象》小・中学生とその保護者
《申込》当日受付 《申込》当日受付
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

a a
a a

《題名》アイヌ木彫教室 《題名》第57回　キッズ・プレイグラウンド
《内容》木のコースターにアイヌ文様を彫ります。 《内容》帯広市内英会話学校の先生が英語の歌やダ
《日時》1/10(金)　9:00～12:00 ンスなどを通して、子どもたちと交流しま
《会場》帯広市生活館（柏林台東町２） す。
《対象》小学４年生から中学３年生まで 《日時》1/25(土)　10:30～12:00
《定員》抽選10名 《会場》森の交流館・十勝（多目的ホール）
《申込》1/６(月)までにお申し込みください。 《対象》未就学児とその保護者（兄姉の参加も可）
《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146 《問合》森の交流館･十勝☎34-0122

a a
a a

《題名》冬休み親子消費者講座 《題名》もっくん教室「豆まきバッグ」
《内容》小学生とその保護者を対象に、住まいのあ 《内容》親子で簡単な工作をします。今回は、牛乳

かりの種類や仕組み、省エネやエコについ パックを使ってオニの豆まきバッグを作り
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ます。 ざいます。
《日時》1/15(水)　10:00～11:30 《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111
《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》「学校給食週間」市民試食会を開催します
《申込》当日受付 《内容》産業文化姉妹都市徳島市の特産物を使用し
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 た献立を味わう試食会です。

a 《日時》1/28(火)　12:00～13:00
a 《会場》帯広市学校給食センター

《題名》星の観察会「冬の星座をみよう～冬の大三 《対象》帯広市民
角を探そう！～」 《定員》先着32名

《内容》プラネタリウムにて星空解説をした後、天 《費用》1食291円
文台にある天体望遠鏡で季節ごとに見える 《申込》1/17(金)までにお申し込みください。
天体を観察します。 《問合》学校教育部 学校給食センター☎49-1900

《日時》1/17(金)　星空解説①18：45～ a
②19：15～（各回約15分）、 a
天体観察18：45～随時（20：30終了） 《題名》帯広市民大学講座「地域でつくるナナメの

《会場》帯広市児童会館 関係～子どもの学びボランティア～」
《備考》天候不良の場合はプラネタリウムにて星空 《内容》白石　友柄　氏 （ＮＰＯ法人教育支援協

解説のみ実施します。 会北海道　専務理事）を講師に、子どもの
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 頭や心の中について学び、地域で子どもと

a かかわることについて一緒に学びます。簡
a 単なワークショップも行います。

《題名》きらきら人形劇場の開催について 《日時》1/29(水)　18：30～20：00
《内容》幼児から小学校低学年向けの人形劇を開催 《会場》とかちプラザ 3階 会議室304

します。出演予定　わら、ありんこ 《定員》先着50名
《日時》1/19(日)　14:00～15:00 《申込》前日までに電話でお申し込みください。
《会場》帯広市児童会館　２階　実習室 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192
《対象》幼児　小学校低学年　とその保護者 a
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 a

a 《題名》帯広市民大学講座「スクールカウンセリン
a グの現場で見える“子どものこころ”」

《題名》親子おもしろ教室「ロケットを飛ばそう」 《内容》上村　碧　氏 （早稲田大学人間科学学術
《内容》新聞紙で発射台を作り、トイレットペー 院　助教）を講師に、子どもや保護者に対

パーのしんで作ったロケットを飛ばしま するカウンセリングの経験をもとにした３
す。 部構成の講演を通して“子どものこころ”

《日時》1/25(土)　9:30～11:30 について学びます。第1部：子どものSOSの
《会場》帯広市児童会館 受け止め方、第2部：子どもの発達的な課
《対象》幼児・小中学生とその保護者 題に対する理解と支援、第3部：子どもが
《定員》先着50名 抱えるこころの問題とチーム支援
《備考》工作を完成させるのに30分程かかりますの 《日時》2/1(土)　13：30～16：40

で、11時までに会場にお入りください。 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室
《申込》当日受付 《定員》先着150名
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 《費用》500円（3回分 初回徴収）

a 《申込》前日までに電話でお申し込みください。
a 《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192

《題名》第３１回親と子のわくわく音楽会のご案内 a
《内容》お子様と一緒に大きなホールで大迫力の演 a

奏会をご覧になりませんか？曲目は、そり 《題名》児童会館　冬まつり
すべり・ハンガリー舞曲・アナと雪の女 《内容》おびひろ氷まつりに協賛し、楽しい科学実
王・優しいあの子（なつぞら)・パプリカ 験や工作教室などを行います。
など、トレンドの曲やクラシック曲をオー 《日時》2/2(日)　10:00～15:00
ケストラの生演奏で楽しめます。 《会場》帯広市児童会館

《日時》1/26(日)　14:30～15:15(開場13:15、楽器 《対象》幼児・小中学生とその保護者
体験13:15～14:15) 《備考》幼児は保護者同伴での参加お願いします。

《会場》市民文化ホール　大ホール 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
《対象》小学校低学年以下の児童と保護者 a
《定員》1,540名 a
《備考》満席の場合は、ご入場いただけない事もご 《題名》もっくん教室「きらきらマラカス」
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《内容》親子で簡単な工作をします。今回は、飲む 《日時》2/19(水)　10:00～11:30
ヨーグルトのプラ容器にビーズを入れて、 《会場》帯広市児童会館
マラカスを作ります。 《対象》幼児とその保護者

《日時》2/5(水)　10:00～11:30 《定員》先着30名
《会場》帯広市児童会館 《申込》当日受付
《対象》幼児とその保護者 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
《定員》先着30名 a
《申込》当日受付 a
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 《題名》親子おもしろ教室「紙皿くるま」

a 《内容》割りばしと２枚の紙皿を使って、ゴムで動
a く車を作ります。

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《日時》2/22(土)　9:30～11:30
《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将 《会場》帯広市児童会館

棋を通じて友達の輪を広げます。 《対象》幼児・小中学生とその保護者
《日時》2/8(土)　10:00～12:00 《定員》先着50名
《会場》帯広市児童会館 《備考》工作を完成させるのに30分程かかりますの
《対象》小中学生とその保護者 で、11時までに会場にお入りください。
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 《申込》当日受付

a 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434
a a

《題名》親子囲碁入門教室　のご案内 a

《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《題名》星の観察会「冬の星座をみよう～冬のダイ

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 ヤモンドを探そう！～」

碁を通じて友達の輪を広げる。 《内容》プラネタリウムにて星空解説をした後、天

《日時》2/9(日)　10:00～12:00 文台にある天体望遠鏡で季節ごとに見える

《会場》帯広市児童会館 天体を観察します。

《対象》小・中学生とその保護者 《日時》2/28(金)　星空解説①18：45～

《申込》当日受付 ②19：15～（各回約15分）、

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 天体観察18：45～随時（20：30終了）

a 《会場》帯広市児童会館

a 《備考》天候不良の場合はプラネタリウムにて星空

《題名》きらきら人形劇場の開催について 解説のみ実施します。

《内容》幼児から小学校低学年向けの人形劇を開催 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

します。出演予定　みみず、くれよん a

《日時》2/15(土)　14:00～15:00 a
《会場》帯広市児童会館　２階　実習室 《題名》森の寺子屋～食の巻～
《対象》幼児　小学校低学年　とその保護者 《内容》冬の森歩きや火おこし、野外クッキングな
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 どに挑戦します。

a 《日時》2/29(土)10：00～15：00
a 《会場》帯広の森・はぐくーむ

《題名》あそびの森のあしあとづくり 《対象》小学生
《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、薪 《定員》15人

ストーブで暖をとりつつ、かんじき散歩、 《費用》300円
冬の森あそびなど、楽しみながら森にふれ 《申込》1/25(土)～開催日の前日までに電話申込
あいます。 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

《日時》2/16(日)10：00～15：00 a
《会場》帯広の森・はぐくーむ a
《定員》30人 《題名》おひさまおはなし会「ひなまつりスペシャ
《費用》100円 ル」
《備考》小学生以下は保護者同伴 《内容》帯広図書館友の会おひさまによる、紙芝居
《申込》1/25(土)～開催日の前日までに電話申込 やエプロンシアターなど、楽しいおはなし
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 がいっぱいです。出入り自由です。ご家族

a でお気軽にお越しください。
a 《日時》3/1(日)11:00～11:40

《題名》もっくん教室「おきあがりこぼしおひなさ 《会場》図書館　1階多目的視聴覚室
ま」 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700

《内容》親子で簡単な工作をします。今回は、紙 a
コップとガチャ玉を使ってかわいい起き上 a
がりこぼしのおひなさまを作ります。 《題名》もっくん教室「パクパクカスタネット」
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《内容》親子で簡単な工作をします。今回は、紙皿 《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434

とペットボトルのふたを使って動物の顔を a
したカスタネットを作ります。 a

《日時》3/4(水)　10:00～11:30 《題名》「第45回　おはなしのせかい」

《会場》帯広市児童会館 《内容》十勝童話会による、手作り大型紙芝居・大

《対象》幼児とその保護者 型絵本・パネルシアターなど、幼児から大

《定員》先着30名 人まで楽しめる内容となっています。出入

《申込》当日受付 り自由ですので、ぜひご家族でお気軽にお

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 越しください。

a 《日時》3/29(日)10:30～12:00

a 《会場》図書館　1階多目的視聴覚室

《題名》親子囲碁入門教室　のご案内 《備考》〈十勝童話会共催〉

《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《問合》生涯学習部 図書館☎22-4700
える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 a
碁を通じて友達の輪を広げる。 a

《日時》3/8(日)　10:00～12:00 ◇　健康・スポーツ　◇
《会場》帯広市児童会館 a
《対象》小・中学生とその保護者 《題名》令和元年度ゴルゲート練習会
《申込》当日受付 《内容》帯広市発祥のスポーツ「ゴルゲート」の練
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 習会として、下記日程で施設の開放を行い

a ます。実施施設はよつ葉アリーナ十勝（帯
a 広市総合体育館）、とかちプラザ、帯広の

《題名》もっくん教室「カタツムリ」 森コミュニティーセンターです。冬季の運
《内容》親子で簡単な工作をします。今回は、紙皿 動不足解消に、是非ゴルゲートをお楽しみ

2枚を使い、ゆらゆら揺れるカタツムリを ください。
作ります。 《日時》・よつ葉アリーナ十勝（帯広市総合体育

《日時》3/11(水)　10:00～11:30 館）：3/11(水)・3/13(金)　13：00～16：
《会場》帯広市児童会館 00・とかちプラザ：1/8(水)・1/22(水)・
《対象》幼児とその保護者 2/4(火)・2/11(火)・2/18(火)・3/3(火)・
《定員》先着30名 3/10(火)　9：00～12：00・帯広の森コ
《申込》当日受付 ミュニティーセンター：1/16(木)・
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 1/23(木)・1/30(木)・2/6(木)・

a 2/13(木)・2/20(木)・2/27(木)・
a 3/5(木)・3/12(木)・3/19(木)・3/26(木)

《題名》親と子のエンジョイ将棋 13：00～15：30
《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将 《会場》よつ葉アリーナ十勝（帯広市総合体育館）

棋を通じて友達の輪を広げます。 /とかちプラザ（軽運動室）/帯広の森コ
《日時》3/14(土)　10:00～12:00 ミュニティーセンター（大集会室）
《会場》帯広市児童会館 《備考》※各日程で練習会場を確保していますが、
《対象》小中学生とその保護者 指導者等はついていませんので、各自ルー
《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 ル・マナーを守りながら楽しくプレーして

a ください。※パークゴルフかゲートボール
a のスティックをお持ちください。ボール、

《題名》きらきら人形劇場の開催について ゲート、ゲートホールは会場にご用意して
《内容》幼児から小学校低学年向けの人形劇を開催 います。

します。出演予定　ありんこ、みみず 《問合》生涯学習部 スポーツ振興室☎65-4210
《日時》3/15(日)　14:00～15:00 a
《会場》帯広市児童会館　２階　実習室 a
《対象》幼児　小学校低学年　とその保護者 《題名》からだスッキリ講座「今年こそ　体重コン

《問合》こども未来部 児童会館☎24-2434 トロール」

a 《内容》「今年こそ　体重コントロール」をテーマ
a に講話と室内運動を行います。

《題名》全十勝小中学生将棋大会 《日時》1/11(土)　10:00～11:30

《内容》将棋好きの子どもたちが十勝管内から集ま 《会場》保健福祉センター
り、学年ごとに成績を競い合う大会です。 《対象》18歳以上の市民

《日時》3/22(日)　9:30～15:00 《定員》４０人
《会場》帯広市児童会館 《申込》1/10(金)までにお申し込みください。
《対象》十勝管内在住の小中学生 《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721
《申込》必要 a
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a 《定員》４０人

《題名》帯広市民大学講座【高齢者福祉課連携】 《申込》1/20(月)までにお申し込みください。

「認知症サポーター養成講座～認知症を理 《問合》保健福祉部 健康推進課☎25-9721

解しよう～」 a
《内容》佐々木　裕子　氏 （帯広市高齢者福祉課 a

職員）を講師に、「認知症の具体的な症 《題名》ＺＵＭＢＡ（ズンバ）

状」「認知症の治療や予防」、「認知症の 《内容》ラテン系の音楽に合せて行うダンスフィッ

方と接するときの心がまえ」などを学びま トネスであり、全身の筋トレ効果や有酸素

す。受講後には、認知症サポーターの証と 運動・基礎代謝の向上にもなり、運動不足

なるオレンジリングをお渡しします。 の解消を図る教室です。

《日時》1/17(金)　14：30～16：00 《日時》1/22(水)〜3/11(水)　10：15〜11：00

《会場》とかちプラザ 3階 会議室304 水曜日の全8回

《定員》先着50名 《会場》帯広の森体育館　第2体育室

《申込》前日までに電話でお申し込みください。 《対象》16歳以上の人

《問合》生涯学習部 生涯学習課☎65-4192 《定員》25名

a 《費用》4,000円

a 《備考》持ち物：運動靴・動きやすい服装・スポー

《題名》市民クロスカントリースキーツアー参加者 ツタオル・水分補給用飲料水

募集 《申込》1/6(月)までにお申し込みください。

《内容》冬季スポーツの普及振興と健康維持増進の 《問合》帯広の森体育館☎48-8912

ため、クロスカントリースキーツアーを開 a
催いたします。 a

《日時》1/19(日)　8:00～16:00 《題名》レッツ！バルシューレ（3回目）

《会場》集合場所：帯広市役所南側駐車場 《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し

コース：上士幌町　タウシュベツ く経験することで、状況に合わせて自分自

4kmコース及び8kmコース 身で判断し、行動する力や気持ちを育みま

《対象》小学生以上の帯広市民 す。

《定員》先着６０名 《日時》1/24(金)〜2/28(金)　15：45〜16：35

《備考》※入浴を希望される方は、入浴料金が必要 金曜日の全6回

となります。※スキーをお持ちでない方に 《会場》帯広の森体育館　第1体育室
はスキーを貸出しておりますので、申し込 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長小学1・2年生
みの際にお伝えください。（身長及び足の 《定員》30名程度
サイズ） 《費用》2,400円

《申込》1/8(水)までにお申し込みください。 《備考》持ち物：体育館シューズ、動きやすい服
《問合》生涯学習部 スポーツ振興室☎65-4210 装、タオル、飲料水

a 《申込》1/7(火)までにお申し込み下さい。
a 《問合》帯広の森体育館☎48-8912

《題名》令和元年度ゴルゲート教室の開催について a
《内容》帯広市発祥のスポーツ「ゴルゲート」の初 a

心者向けの教室を開催します。講師による 《題名》歩くスキー体験
指導のもと、ゴルゲートを分かりやすく解 《内容》初心者を対象にした歩くスキーの体験会で
説します。 す。

《日時》1/19(日)　13:00～15:30 《日時》1/25(土)9：30～11：30
《会場》帯広の森コミュニティーセンター 《会場》帯広の森・はぐくーむ
《定員》先着30名 《定員》30人
《備考》パークゴルフかゲートボールのスティック 《備考》小学生以下は保護者同伴

をお持ちください。ボール、ゲート、ゲー 《申込》12/25(水)～開催日の前日までに電話申込
トホールは会場にご用意しています。 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

《申込》1/13(月)までにお申し込みください。 a
《問合》帯広の森コミュニティーセンター☎47-3974 a

a 《題名》ストレッチバレエ（2回目）
a 《内容》バレエバーのエクササイズを通して姿勢改

《題名》からだスッキリ講座「お口の健康は身体の 善・血行促進や股関節・背中・肩周りの柔
健康」 軟性を向上させ、しなやかな体作りを目指

《内容》「お口の健康は身体の健康」をテーマに講 し健康増進を図る教室です。
話と室内運動を行います。 《日時》1/30(木)〜3/19(木)　10：00〜11：00

《日時》1/21(火)　14:00～15:30 木曜日の全8回
《会場》保健福祉センター 《会場》帯広の森体育館　第2体育室
《対象》１８歳以上の市民 《対象》16歳以上の人
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《定員》25名 a
《費用》4,000円 a
《備考》持ち物：運動靴・動きやすい服装・スポー 《題名》Black Burnout⑪

ツタオル・水分補給用飲料水 《内容》暗闇系フィットネスシリーズ。照明を落と

《申込》1/6(月)までにお申し込み下さい。 した薄暗闇の中で煌びやかなライトとダン

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 スミュージックに合わせてリズミカルにエ

a アロビックバーを上下させたり、負荷とし

a て活用する筋力トレーニングと腹筋などを

《題名》第8回財団杯北海道雪中パークゴルフ大会 組み合わせた女性向けの教室です。
兼帯広市健康スポーツ推進雪中パークゴル 《日時》2/19(水)～3/25(水)　20：30～21：15
フ大会 水曜日の全6回

《内容》冬期間の体力維持増進と、パークゴルフの 《会場》明治北海道十勝オーバル
幅広い普及・振興を図ることを目的としま 《対象》16歳以上の女性の人
す。 《定員》15名（抽選）

《日時》2/2(日) 8：00～14：00 《費用》3,000円
《会場》帯広の森運動公園内 《備考》持ち物：運動着、運動靴、タオル、飲料水


帯広の森研修センター南側広場 ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは
《対象》16歳以上 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページ
《定員》150名 をご確認ください。
《費用》1,000円 《申込》2/3(月)までにお申込ください。
《備考》降雪等により競技が中止となる場合があり 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000

ます。持ち物：クラブ・ティー・ボール・ a
ペグシル　※申し込み方法の詳細は、 a
各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興 《題名》Black Burnout adv.③
財団ホームページをご確認ください。 《内容》暗闇系フィットネスシリーズ。

《申込》1/20(月)までに、往復はがき（往信の裏面 「BlackBurnout」のレベルアッププログラ
に大会名、氏名（ふりがな）、生年月日、 ム。BlackBurnoutでの筋トレに加え、ス
年齢、住所、電話番号を記入、返信の表面 テップ台を利用した昇降運動による有酸素
に郵便番号、住所、氏名を記入）、直接 運動を組み合わせたプログラムです。
（返信用はがきを持参）、ホームページの 《日時》2/19(水)～3/25(水)　19：30～20：15
いずれかでお申し込みください。 水曜日の全6回

《問合》帯広の森野球場☎48-8338 《会場》明治北海道十勝オーバル
a 《対象》16歳以上の女性の人
a 《定員》15名（抽選）

《題名》森のスキーツアー 《費用》3,000円
《内容》コース外の森の中を歩き、帯広の森の見ど 《備考》持ち物：運動着、運動靴、タオル、飲料水


ころをめぐる、中級者以上向けのスキーツ ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは
アーです。 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページ

《日時》2/8(土)9：30～12：00 をご確認ください。
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《申込》2/3(月)までにお申し込みください。
《定員》15人 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000
《備考》小学生以下は保護者同伴 a
《申込》1/25(土)～開催日の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》お父さんと一緒に体力向上教室

a 《内容》子どもの発育に合わせた運動をすることに

a より、その年代の発育特性を最大限にいか

《題名》みんなで楽しくリトミック(１・２歳) していくことで将来各種スポーツするうえ

《内容》音という一番わかりやすく身近なものに触 で必要な身体能力を身につける。
れることで、音感教育、生活習慣、情操教 《日時》3/1(日)　10：00〜11：00
育など、身体的・感覚的・知的に優れた子 《会場》帯広の森体育館　第2・第3体育室
どもたちの育成を図ります。 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児とお父さん

《日時》2/18(火)　10：30～11：15 （お母さんでも可）
《会場》藤丸8階「ふれんずぴあ」 《定員》20組
《対象》1・2歳と保護者 《費用》1組500円
《定員》30組 《備考》持ち物：体育館シューズ・動きやすい服
《費用》1組500円 装・飲料水
《備考》持ち物：動きやすい服装 《申込》2/11(火)までにお申し込みください。
《申込》1/3１(金)までにお申し込みください。 《問合》帯広の森体育館☎48-8912
《問合》帯広の森体育館☎48-8912 a
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a 《内容》十勝管内で絵画、工芸などの創造活動をさ
《題名》第27回市民ゴルゲート大会 れている方々の作品を一堂に集めた、展覧
《内容》帯広で生まれたスポーツ「ゴルゲート」を 会を開催します。

通じて、冬期間の運動不足の解消や、ス 《日時》1/17(金)～2/2(日)　9:30～17:00（最終日
ポーツを通じての仲間との交流機会を設け は～3:30）
ることで、明るく元気な町“帯広”を盛り 《会場》帯広百年記念館　２階特別展示室
上げることを目的とします。 《備考》1/20(月)、1/27(月)は休館日です

《日時》3/14(土)　受付9:00～　開始9:30～ 《問合》生涯学習部 百年記念館☎24-5352
《会場》よつ葉アリーナ十勝（帯広市総合体育館） a
《対象》帯広市民 a
《定員》先着100名 《題名》第７７回インターナショナル・トーク：ベ

《備考》パークゴルフかゲートボールに使用するス トナム（食・文化・水上生活からベトナム

ティックをご持参下さい。（ボールは事務 を知ろう！）

局でご用意いたします） 《内容》ベトナム出身のカンさんにベトナムの文化

《申込》3/6(金)までにお申込みください や興味深い事実などについて日本語と英語

《問合》生涯学習部 スポーツ振興室☎65-4210 で話していただきます。ベトナムの紹介の

a 他、参加者と簡単な英語クイズやフリー

a トーク交流を行います。

◇　歴史、文化、芸術　◇ 《日時》1/18(土)　18:30～20:00

a 《会場》森の交流館・十勝　ウィンターガーデン

《題名》「大人のための舞台探検」のご案内 《対象》中学生以上
《内容》一般の方を対象に帯広市民文化ホールの舞 《問合》森の交流館・十勝☎34-0122

台機構や音響設備、照明機構等の見学と体 a
験をし、舞台技術や芸術に興味をもっても a
らうために開催します。 《題名》博物館講座「十勝川流域の擦文文化」

《日時》1/4(土)　19:00～21:00 《内容》本州の奈良・平安時代に並行する北海道の

《会場》帯広市民文化ホール　大ホール他 擦文文化について、十勝川流域での様相を

《対象》一般(18歳以上) 紹介します。

《定員》先着20名 《日時》1/18(土)　14:00～15:30

《費用》1人500円（保険料含む） 《会場》帯広百年記念館２号室

《備考》動ける服装でご来場ください。 《問合》生涯学習部 百年記念館☎24-5352
長崎屋帯広店の駐車場(３階・ a
５階・屋上)をご利用ください。 a

《申込》12/28(土)までにお申し込みください。 《題名》JAZZ　FES（ジャズフェス）

《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111 《内容》新春ジャズフェスティバル！気軽にジャズ

a を聴くことができる機会ですので、ぜひお

a 越しください！

《題名》百年記念館ロビー展「十勝・帯広　むかし 《日時》1/18(土)　14：00～20：00（13：00開場）
の絵はがき展３」 《会場》とかちプラザ　レインボーホール

《内容》かつて作成された絵はがきに写る風景を読 《定員》先着350名
み解いて、十勝・帯広の歴史を振り返りま 《費用》前売券3,500円、当日券4,000円、高校生以
す。 下は無料

《日時》1/11(土)～2/2(日)　9:00～17:00 《問合》とかちプラザ☎22-7890
《会場》帯広百年記念館　ロビー a
《問合》生涯学習部 百年記念館☎24-5352 a

a 《題名》中国料理教室

a 《内容》中国国際交流員と、中国人の元気の源であ

《題名》1/ｆゆらぎコンサート「NEW YEAR コン る朝食メニューのひとつ、ワンタンスープ
サート」 とネギを使った中国風ナンを作ります。

《内容》マリンバとピアノによるニューイヤーコン 《日時》1/26(日)　10:00～13:00
サートです。 《会場》森の交流館・十勝

《日時》1/12(日)　14：30～（14：00開場） 《対象》高校生以上の帯広市民（個人の方）

《会場》とかちプラザ　レインボーホール 《定員》先着１２名

《定員》先着350名 《費用》600円（申込時支払い）

《費用》一律1,000円 《申込》1/8(水)～1/22(水)までに、

《問合》とかちプラザ☎22-7890 親善交流課（市庁舎3階）

a または森の交流館・十勝へ。

a 《問合》市民活動部 親善交流課☎65-4133
《題名》「第３８回郷土美術展」の開催 a
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a AEDの使い方など心肺蘇生法を習得する。
《題名》第111回　虹コンを開催します！ 《日時》1/19(日)・2/19(水)・3/19(木)　10:00～
《内容》ピアノとフルートによるクラシックを中心 12:00

としたアンサンブルです。 《会場》帯広消防署　南出張所（西17条南41丁目）
《日時》2/7(金)　19：00～20：30 《対象》帯広在住または勤務地が帯広の方のうち、
《会場》とかちプラザ　レインボーホール インターネットで簡単に受講できる
《定員》先着350名 応急手当WEB講習を受講した方
《問合》とかちプラザ☎22-7890 《定員》先着30人

a 《費用》500円
a 《問合》とかち広域消防局 

《題名》第17回新人演奏会 帯広消防署救急課☎26-9132
《内容》帯広・十勝在住または出身で音楽活動をし a

ている将来有望な新進音楽家達による演奏 a
会を開催します。 《題名》成人の集い　新たな門出を祝います 

《日時》2/9(日)　13:00～16:00　 《内容》新成人の皆さんを祝い、励ますとともに、
《会場》帯広市民文化ホール　小ホール 成人としての自覚を持ってもらうように、
《定員》560人 「成人の集い」を実施します。当日は、新
《備考》未就学児の入場不可 成人による「二十歳の誓い」や、スクリー
《問合》帯広市民劇場運営委員会☎21-5518 ン上映を行います。

a 《日時》1/12(日)（成人の日の前日）14:00～15:00
a （受付13:00～）

《題名》森の文化展 《会場》帯広市民文化ホール
《内容》市民から寄せられた森の写真や、絵、俳句 《対象》平成11年4月2日から平成12年4月1日までに

などの作品を展示します。作品の出展も募 生まれた方 
集中です。詳しくはお問い合わせくださ 《備考》12月上旬に送付するはがき、または運転免
い。 許証や学生証など生年月日が確認できるも

《日時》3/14(土)～3/29(日) のをお持ちください。
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《問合》こども未来部 青少年課☎ 65-4162
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 a

a a

◇　暮らし　◇ 《題名》令和元年度冬季防災訓練を実施します！
a 《内容》応急手当訓練、炊き出し訓練、親子向け防

《題名》おびひろ動物園　写真展「スタッフから見 災講座などのほか、避難所での宿泊を体験
た動物たち」の開催について いただきます（日帰りの参加可）。

《内容》冬期開園中、園内の動物園センターにて動 《日時》1/25(土)13：00～翌1/26(日)8：00
物園職員が撮影した写真を展示する写真展 《会場》川西中学校（川西町西3線60番地）
を行います。また、来園者による投票を行 《定員》100名（日帰り50名・宿泊50名）
い優秀な作品を決定します。 《備考》日帰りの場合18：30まで

《日時》～2/29(土)　11:00～14:00 《申込》1/14(火)までにお申し込みください。
《会場》おびひろ動物園内　動物園センター 《問合》総務部 総務課☎65-4103
《問合》生涯学習部 動物園☎24-2437 a

a a
a 《題名》高齢者ドライビング体験会について

《題名》普通救命講習の定期開催 《内容》冬道での自動車の運転技術、適性等を
《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、 チェックしてもらい、交通事故の

AEDの使い方など心肺蘇生法を習得する。 未然防止と交通安全の推進を
《日時》1/9(木)・2/9(日)・3/9(月)　13:30～16:30 目指して開催するものです。
《会場》とかち広域消防庁舎3階 《日時》1/30(木)　9:00～12:00
《対象》帯広在住または勤務地が帯広の方 《会場》おびひろ自動車学校（市内緑ヶ丘9丁目2）
《定員》先着50人 《対象》65歳以上の運転免許をお持ちの帯広市民
《費用》500円 《定員》先着30人
《備考》消防庁舎の駐車場は利用できません 《申込》1/17(金)までにお申し込みください。

ので、市役所駐車場をご利用ください。 《問合》市民活動部 安心安全推進課☎65-4131
《問合》とかち広域消防局 a

帯広消防署救急課☎26-9132 a
a 《題名》赤十字救急法基礎講習会
a 《内容》傷病者の観察の仕方及び一次救命処置（心

《題名》実技救命講習の定期開催 肺蘇生法、AEDを用いた除細動、気道異物
《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、 除去）等救急法の基礎を学びます。
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《日時》2/8(土)　9:15～13:30 ※2日の受講が必須です
《会場》帯広市グリーンプラザ（集会室A・B) 《日時》2/9(日)　9:15～17:15、2/15(土)　9:15～
《対象》15歳以上の方 17:00
《定員》先着各30名 《会場》帯広市グリーンプラザ（集会室A・B)
《費用》基礎講習1,500円 《対象》15歳以上の方で救急法基礎講習修了者
《備考》筆記用具持参のうえ、 《定員》先着各30名

動きやすい服装で参加してください。 《費用》1,700円
《申込》2/7(金)までにお申し込みください。 《備考》筆記用具持参のうえ、動き
《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146 やすい服装で参加してくだ

a さい。申込みの際に救急法
a 基礎講習で発行された認定証

《題名》赤十字救急法救急員養成講習会 をお持ち下さい。
《内容》急病の手当、けがの手当て(止血法、包帯 《申込》2/7(金)までにお申し込みください。

法、固定法)運搬及び救護を学びます。 《問合》保健福祉部 社会課☎65-4146

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

部署・施設名 郵便番号 住所 電話番号 / ＦＡＸ 定休日

生涯学習課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4192/23-6142 土日・祝日

文化課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4209/23-6142 土日・祝日

スポーツ振興室 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4210/23-6142 土日・祝日

総務課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4103/23-0151 土日・祝日

青少年課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4162/23-0155 土日・祝日

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 土日・祝日

みどりの課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4186/23-0159 土日・祝日

社会課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4146/23-0154 土日・祝日

健康推進課 080-0808 東８条南1３丁目1番地 25-9721/25-7445 土日・祝日

農政課 089-1182
川西町基線61
帯広市農業技術センター内

59-2323/59-2448 土日・祝日

学校給食センター 080-0856 南町南8線42番地3 49-1900/49-1901 土日・祝日

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 土日・祝日

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 なし

親善交流課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4133/23-0171 土日・祝日

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
月曜日(祝日の場合は翌日)
祝日の翌日（土日の場合は開館）

とかちプラザ 080-0014 西4条南13丁目1番地 22-7890/22-5955 月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）

図書館 080-0012 西2条南14丁目3番地1 22-4700/22-4701
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)

おびひろ動物園 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2437/24-2439 12月～2月の間：平日、3月：全日閉園

帯広百年記念館 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-5352/24-5357
月曜日(祝日の場合は開館)
祝日の翌日（土日の場合は開館）

帯広市児童会館 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2434/22-5401
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

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 火曜日（火曜日が祝日の場合はその翌日）

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 土日・祝日

よつ葉アリーナ十勝
（帯広市総合体育館）

080-0030 大通北1丁目1番地 22-7828/22-7827 第３月曜日（祝日の場合はその翌日）

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 月曜日・祝日の翌日

帯広の森体育館 080-0856 南町南7線56番地7 48-8912/48-6261 火曜日・祝日の翌日

帯広の森野球場 080-0856 南町南7線56番地7 48-8338/47-1658 11月～４月の間：土日・祝日

帯広の森・はぐくーむ 080-0856 南町南9線49番地1 66-6200/47-3622 月曜日(祝日の場合は開館)　祝日の翌日

帯広の森コミュニティセンター 080-0837 空港南町11線43番地 47-3974 火曜日

※帯広市役所、学校給食センター、帯広市民文化ホール、文化スポーツ振興財団、帯広の森野球場は12/28（土）～1/5（日）までの期間、休みになります。

※図書館、保健福祉センター、とかちプラザ、児童会館、百年記念館、グリーンプラザ、森の交流館・十勝、帯広の森体育館、帯広の森・はぐくーむ、

　帯広の森コミュニティセンターは、12/29（日）～1/3（金）までの期間、休みになります。

※明治北海道十勝オーバルは、12/30（月）～1/2（木）までの期間、休みになります。

部署・施設名 郵便番号 住所

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

帯広市生活館 080-0055 柏林台東町2丁目2番地5

帯広市保健福祉センター 080-0808 東8条南13丁目1

＜問合せ先一覧表（順不同）＞

＜会場一覧表（順不同）＞
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帯広図書館友の会 つどい部門

部門長 長谷部 美由紀 さん

会のはじまり

平成１８年３月、帯広市図書館新館
オープン時に、帯広図書館友の会から新
たに「つどい部門」として活動をスター
トしました。

帯広図書館友の会
『冬休みこども図書館のつどい』
開催の１コマ
（2015年クレヨンカンパニーいろ
いろ劇場）

つどい部門について

メンバーは現在８人、他の部門に比べ
て人数は少ないですが、企画計画を行い、
実行には他の部門から多数の協力があり
ます。

メンバー募集中

本を整理保管するために、時には力仕
事ということもあるので、男女・年齢問
わず新しい会員が仲間に加わってほしい
と願っています。

お問い合わせ先：図書館
☎２２－４７００

主な活動内容

帯広図書館友の会は６部門（おはなし・
製作・ハンディキャップサポート・製本・
フロア・つどい）あり、それぞれが図書館
に関わる活動をしています。
つどい部門は、年２回の『図書交換会』

と、『冬休みこども図書館のつどい』が主
な事業です。

P i c k U p
インタビュー！

今回は、

にＰｉｃｋ Ｕｐ !
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図書交換会

前期（６月）・後期（１１月）の年２
回、図書館の多目的視聴覚室を会場に、
家庭で読み終えた本の同数交換をするも
のです。
毎回、２００人以上の来場者、３，０

００冊ほどの交換と、本の有効活用とも
なる恒例のイベントです。

14

図書館まつりでの工作教室

８月下旬に友の会全体で実施する『図
書館まつり』において、幼児・小学生向
けの工作教室を開催しました。
手先を使い子供たちに工作の楽しさ・

達成感を感じてもらおうと工夫して企画
しています。

冬休みこども図書館のつどい

冬休みの１日を図書館で楽しく過ご
してもらうため、十勝管内を中心に、
時には夕張の劇団にも依頼して、人形
劇・腹話術・紙芝居・手品などを企画
しています。
また、２０２０年１月には、札幌か

ら人形劇団「ブランコ」さんが北海道
立文学館の出前講座で来てくださいま
す。
普段観ることのできない凝った演出

が楽しめますので、たくさんの方々に
集まっていただけるよう、ＰＲにも努
めています。


