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生涯学習のマスコット 

“マナビィ” 

リッキー 

＊《対象》《定員》《費用》《申込》の記載のないものは、どなたでも、定員なし、 

参加料無料、申し込みの必要がない または 当日受付 です。 

＊新型コロナウイルス感染症対策のため、中止・延期等の可能性があります。 

イベント開催前にお問い合わせいただくか、市ホームページ等でご確認ください。 



a a

◇　趣味・教養　◇ 《題名》プラネタリウム
a キャラクターアニメ番組上映中！

《題名》「国立公園化応援！日高山脈写真コンテス 《内容》児童会館のプラネタリウムでは、今年度星
ト」写真募集のお知らせ 座や月の満ち欠けをキャラクターが解説し

《内容》日高山脈は、その自然環境のすばらしさが てくれるアニメ番組を上映しています。番
認められ、環境省で国立公園に指定するた 組は『それいけ！アンパンマン～ちびおお
めの作業が進められています。地元から新 かみと月のふしぎ～』と
たな国立公園誕生の動きを後押しするた 『ONEPIECE THE PLANETARIUM』
め、「日高山脈写真コンテスト」を実施し の2番組です。
ます。いつも私たちのそばにある日高山脈 《日時》～R3/3/31(水) 
の原始的な厳しさや美しさ、身近さを感じ 上映時間:1回目10:30～、
られる魅力たっぷりの写真を募集します。 2回目13:30～ 
※応募方法等詳しくは特設サイトをご覧く ※上映時間はともに40分程度
ださい。 ※投映内容・スケジュールは児童会館ホー

ムページまたは電話にてご確認ください。
《会場》児童会館 プラネタリウム(緑ヶ丘2番地)
《費用》大人:180円(満65歳以上:90円)、

高校生:90円、小中学生以下:無料
《日時》～10/31(土) 《備考》新型コロナウイルス対策として、プラネタ
《申込》～10/31(土) リウムのご利用は予約制(定員20名)として
《問合》環境課 ☎65-4136 います。

a 《申込》前日までに児童会館窓口または電話申込
a 《問合》児童会館 ☎24-2434

《題名》外国人講師派遣事業 a
《内容》十勝に在住している外国人の母国について a

学びませんか。料理や国紹介、あそびなど 《題名》収蔵美術作品展 
を通じて様々な国の文化を紹介します。日 「現代書展 書は何を見つめてきたか」
本語でコミュニケーションを取ることが難 《内容》比田井天来や長沼透石などの著名な現代作
しい講師の場合は、通訳ボランティアを紹 家たちによる、文字を素材にした芸術作品
介します。 を紹介します。

《日時》～R3/3/15(月) 《日時》9/20(日)～10/11(日)9:00～17:00
《会場》森の交流館・十勝または市内公共施設 《会場》帯広百年記念館 2階特別展示室

9:00～21:00のうちで2時間以内 《問合》百年記念館 ☎24-5352
《対象》帯広市民おおむね10名以上を含む営利を目 a

的としないグループ a
《定員》おおむね10名以上 《題名》帯広市民大学講座 
《費用》講座にかかる諸費用(会場費、材料費等) 「地産地消地人のパンづくり」

は、申請者の負担となります。 《内容》1950年創業以来、日々新しい美味しさを
《申込》開催日の3週間前まで 追求し、十勝に根付いたパン屋「満寿屋
《問合》観光交流課(森の交流館・十勝) ☎34-0122 商店」。杉山雅則氏(満寿屋商店代表取締役

a 社長)を講師に、十勝産小麦100％のパンに
a かける思い、その取組みを伝えます。

《題名》帯広市図書館開館100周年事業 「しおりが 《日時》10/1(木)18:30～20:00

ツナグ わたしのおすすめ本どうぞ」 《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室
《内容》「しおりがツナグ わたしのおすすめ本ど 《定員》先着70名

うぞ」と題して、「図書館を利用する皆さ 《申込》前日までに電話申込
んがおすすめする本」を展示しています。 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192
展示本にはさまっている大きなしおりに、 a
読後のあなたの感想やおすすめポイントを a
書いて、コメントをどんどんつなげていき 《題名》森の音楽会
ましょう！また、ぜひこの本をおすすめし 《内容》秋の森で行う、市内小中学生、社会人バン
たい！という方は、展示コーナーに設置し ドによる吹奏楽の野外演奏会です。
てあるしおりに自由に感想を書いて、カウ 《日時》10/11(日)10:00～11:30
ンターまでお持ちください。 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《日時》～R3/3/30(火) 《備考》雨天中止
《会場》図書館 1階イベント展示コーナー 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
《問合》図書館 ☎22-4700 a

a a
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《題名》ソーセージ作り体験 《題名》ソーセージ作り体験(約250グラム)
 (プレーンほか全3種、約700グラム) 《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施してい

《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施してい ます。自分で作ったソーセージをその日に
ます。自分で作ったソーセージをその日に 持ち帰って食べられます。
持ち帰って食べられます。 《日時》10/25(日)10:00～14:00

《日時》①10/11(日) ②11/8(日) 各10:00～14:00 《会場》帯広市畜産物加工研修センター
《会場》帯広市畜産物加工研修センター  (八千代町西4線198番地)

(八千代町西4線198番地) 《定員》先着20名
《定員》各回先着10名 《費用》1,000円
《費用》2,200円 《備考》持物:エプロン、ハンカチ、三角巾、
《備考》持物:エプロン、ハンカチ、三角巾 マスク 

※昼食や飲み物は各自ご用意いただくか、 ※昼食や飲み物は各自ご用意いただくか、
カウベルハウスをご利用ください。 カウベルハウスをご利用ください。

《申込》①10/2(金)、②10/30(金)までに電話申込 《申込》10/16(金)までに電話申込
《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514

a a
a a

《題名》チーズ作り体験 《題名》おびＺｏｏ寺子屋～アメリカビーバー編～

 (ゴーダチーズ、約1キログラム) 参加者募集
《内容》地場産の生乳を使った加工体験を2日間の 《内容》知っているつもりでも知らない事の多い動

日程で実施します。自分で作ったチーズを 物のアレコレを見て触れて感じてみましょ

持ち帰ることができます。熟成したら食べ う。 今回はアメリカビーバーについて学

られます。 びます。
《日時》①10/17(土)、10/18(日) 《日時》10/31(土)13:30〜14:30

②10/31(土)、11/1(日) 《会場》おびひろ動物園

③12/26(土)、12/27(日) 《対象》なし

④1/9(土)、1/10(日) (ただし、小学生以下は

※各コースとも、(土)は10:00～16:00、 保護者同伴のこと)
(日)は10:00～10:30です。 《定員》15名(応募多数の場合抽選)

《会場》帯広市畜産物加工研修センター 《申込》10/1(木)～10/15(木)までに、はがきに以
 (八千代町西4線198番地) 下を記載し郵送、またはホームページから

《定員》各コース先着8名 ご応募ください。・代表者氏名(ふりが
《費用》3,000円 な)・代表者年齢・代表者住所・郵便番
《備考》持物:エプロン、ハンカチ、三角巾、 号・代表者電話番号・緊急時連絡先

マスク ・参加者全員の氏名(ふりがな)と年齢
※昼食や飲み物は各自ご用意いただくか、 《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 おびひろ

カウベルハウスをご利用ください。 動物園「おびＺｏｏ寺子屋」係 ☎24-2437
《申込》①10/9(金)、②10/23(金)、③12/18(金)、 a

④12/25(金)までに電話申込 a
《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514 《題名》秋の裏側探検隊 参加者募集

a 《内容》閉園中の動物園で、動物たちはどのように
a 過ごしているのでしょうか。そして、味覚

《題名》帯広市民大学講座 の秋を動物たちは何を食べて過ごしている
「明治の食育～十勝のチーズを知る～」 のでしょうか。今回はカンガルー、ホッ

《内容》世界中で食され続けてきたチーズ。中村仁 キョクグマ、マンドリル、リスザルを飼育
美氏(明治北日本支社札幌オフィス業務部 員のガイドを聞きながら回ります。
コミュニケーション課栄養士)を講師に、 《日時》11/7(土)14:00〜15:30
チーズの歴史や作り方をはじめ、国産チー 《会場》おびひろ動物園
ズの素晴らしさをお伝えするとともに、こ 《対象》なし
れからの“酪農”を考えます。 (ただし、小学生以下は保護者同伴のこと)

《日時》10/20(火)18:30～20:00 《定員》30名(応募多数の場合抽選)
《会場》とかちプラザ 4階講習室402 《申込》10/8(木)～10/22(木)までに、はがきに以
《定員》先着40名 下を記載し郵送、またはホームページから
《申込》前日までに電話申込 ご応募ください。・代表者氏名(ふりが
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 な)・代表者年齢・代表者住所・郵便番

a 号・代表者電話番号・緊急時連絡先
・参加者全員の氏名(ふりがな)と年齢

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 おびひろ
動物園「秋の裏側探検隊」係 ☎24-2437
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◇　レジャー　◇
《題名》わくわく巣箱観察会 a
《内容》森にかけた巣箱を利用する生き物の観察と、 《題名》秋の森チャレンジデー

巣箱の清掃、利用状況の記録を行います。 《内容》帯広の森について学ぶクイズラリーや木こ
《日時》11/8(日)10:00～12:00 り体験、外来植物の抜き取りなど、森の中
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) に用意された様々な体験に自主的に挑戦し
《定員》15名 て森を楽しむイベントです。
《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》10/18(日)10:00～15:00
《申込》10/25(日)～開催日の前日までに電話申込 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《備考》来場者多数の場合は入場制限を設けます。

a 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
a a

《題名》おびＺｏｏ寺子屋～キタキツネ編～ a
参加者募集 《題名》ハッピーハロウィーン！ 

《内容》知っているつもりでも知らないことの多い 動物たちに秋の味覚のプレゼント
動物のアレコレを見て触れて感じてみま 《内容》ハロウィーンに際し、飼育動物にかぼちゃ
しょう。 今回はキタキツネについて学び などの特別メニューを給餌します。対象
ます。 動物は、エゾシカ、エゾタヌキ、ニホン

《日時》11/28(土)13:30〜14:30(雨天・雪決行) ザル、ホッキョクグマです。動物の体調や
《会場》おびひろ動物園 天候などによって変更になる場合があります
《対象》なし ので、当日、正門・南門の掲示板または公

(ただし、小学生以下は保護者同伴のこと) 式ブログのスポットガイド予定を
《定員》15名(応募多数の場合抽選) ご確認ください。
《申込》10/29(木)～11/12(木)までに、はがきに以 《日時》10/25(日) 

下を記載し郵送、またはホームページから 《会場》おびひろ動物園
ご応募ください。・代表者氏名(ふりが 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437
な)・代表者年齢・代表者住所・郵便番 a
号・代表者電話番号・緊急時連絡先 a
・参加者全員の氏名(ふりがな)と年齢 《題名》まき割り体験

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 おびひろ 《内容》出入り自由で、まき割りや、まきを燃やし
動物園「おびＺｏｏ寺子屋」係 ☎24-2437 たたき火などを楽しみます。

a 《日時》11/15(日)9:30～12:00
a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1)

《題名》森のリースづくり 《備考》小学生以下は保護者同伴
《内容》森の回廊＠十勝と共に、森の木に巻き付い 《申込》10/25(日)～開催日の前日までに電話申込

たつるを取る作業を行い、つる材を活用し 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
てリース飾りを作ります。 a

《日時》11/29(日)9:30～12:00 a
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) ◇　子ども・子育て　◇
《定員》15名 a
《費用》100円 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《備考》小学生以下は保護者同伴 《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、考
《申込》10/25(日)～開催日の前日までに電話申込 える遊びの楽しさを体験するとともに、将
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 棋を通じて友達の輪を広げます。

a 《日時》10/10(土)10:00～12:00
a 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)

《題名》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、切ったシラカバの木 《備考》マスクを着用しての参加にご協力

で卓上サイズの小さな門松を作ります。 ください。
《日時》12/19(土)9:30～12:00 《問合》児童会館 ☎24-2434
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) a
《定員》15名 a

《費用》300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 ◆動物園会場

《申込》11/25(水)～開催日の前日までに電話申込 《内容》《社会教育施設連携事業》【帯広図書館友

《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 の会おひさま】のみなさまによる絵本や紙

a 芝居のよみきかせ、エプロンシアターな

a ど、子どもたちが楽しく本と触れ合える内
容となっています。どんなおはなしがきけ
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るでしょうか？ 《題名》親子科学実験教室
《日時》10/11(日)11:00～11:30 《内容》親子のふれあいを深めることを目的とした
《会場》おびひろ動物園 正門正面の芝生 楽しい工作や科学実験を行います。

 (雨天の場合は、動物園センター) 《日時》10/18(日)①13:30～14:30 ②14:40～15:40
《定員》20名 《会場》児童会館　2階地学実験室(緑ヶ丘2番地)
《備考》参加される際は、図書館利用者カードの提 《対象》小中学生とその保護者

示もしくは緊急連絡先の記入・マスクの着 《定員》各回6家族(最大12名)
用等、基本的な感染症対策にご協力くだ 《申込》10/8(木)～当日までに児童会館窓口
さい。 または電話で申込

《問合》図書館 ☎22-4700 《問合》児童会館 ☎24-2434
a a

a

《題名》保育職場就労支援セミナーおびひろ 《題名》親子おもしろ教室
《内容》保育士の資格があり市内の保育施設に就労 《内容》本物みたいにグルグル動く洗濯機を作り

を希望している方や、保育士の資格はない ます。はぎれなどの洗濯物も、
が保育の仕事に興味があり保育補助として 入れられます。
働いてみたい方を対象に、保育職場への就 《日時》10/24(土)①9:30～10:00 ②10:30～11:00
労を応援するセミナーと市内各施設の合同 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)
職場説明会を開催します。また、希望する 《対象》幼児、小・中学生とその保護者
方は保育施設で行う「保育体験」も (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)
できます。 《定員》各回先着親子6組

《日時》10/13(火)8:45～12:00 《備考》①と②は同じ内容です。
《会場》帯広市保健福祉センター 《申込》10/10(土)～10/23(金)に児童会館窓口
《対象》保育の仕事に興味があり、 または電話で申込

就労を希望する方 《問合》児童会館 ☎24-2434
《備考》託児:セミナー受講者、 a

保育体験希望ともにあり(無料・事前 a
申し込みが必要)。申込書は、こども課や 《題名》あそびの森のあしあとづくり
市内保育所にあります。市ホームページ 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、
からもダウンロードできます。 オノやノコギリで木を切り、馬で丸太を

《申込》10/6(火)までに電話またはFAXで申込 引く、昔ながらの方法で森づくり作業を

《問合》こども課 ☎65-4158 楽しみます。

a 《日時》10/25(日)10:00～15:00
a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《題名》親子囲碁入門教室 《定員》30名
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、 《費用》100円

考える遊びの楽しさを体験するとともに、 《備考》小学生以下は保護者同伴

囲碁を通じて友達の輪を広げます。 《申込》9/25(金)～開催日の前日までに電話申込
《日時》10/17(土)10:00～12:00 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) a
《対象》小中学生とその保護者 a

(高学年以上は児童のみでも参加可) 《題名》プラザわくわく教室 
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 特別企画「ハロウィン」

ください。 《内容》かわいい衣装を作って、みんなで仮装して
《問合》児童会館 ☎24-2434 おやつをもらいにとかちプラザ館内を

a 歩こう！
a 《日時》10/25(日)10:15～11:30

《題名》きらきら人形劇場 《会場》とかちプラザ 5階軽運動室
《内容》親子で楽しめる人形劇公演を行います。 《対象》1歳6か月～未就学児のお子様
《日時》10/17(土)14:00～15:00 《定員》先着25組
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) 《費用》参加幼児１人につき800円
《対象》幼児～小学校低学年、保護者 《備考》保護者及び対象年齢未満の参加者は無料
《定員》先着20名 《申込》とかちプラザへ電話申込
《申込》10/3(土)～当日までに児童会館窓口 《問合》とかちプラザ ☎22-7890

または電話で申込 a
《問合》児童会館 ☎24-2434

市HP
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a 《題名》キッズコーディネーション
《題名》ちびっこスケート教室(2回目) 《内容》様々な運動の基礎となる7つの能力(リズ
《内容》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者を ム・バランス・連結・反応・変換・定位・

対象としたスケート教室です。帯広 識別)を鍛えることで、運動をあそびを
スケート連盟指導者による基礎を 通して楽しく身につけます。
中心とした教室です。 《日時》11/4～12/23の毎週(水)

《日時》10/26～11/25の毎週(月)・(水) 16:00～17:00の全8回
17:10～18:00の全10回 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《会場》帯広の森第二アイスアリーナ 《対象》年中・年長児
《対象》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者 《定員》20名(抽選)
《定員》50名(抽選) 《費用》4,000円
《費用》5,000円 《備考》持ち物:体育館シューズ・動きやすい
《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子 服装・飲料水・タオル 

※申込方法の詳細は、各施設もしくは ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ
帯広市文化スーツ振興財団ホームページを 振興財団ホームページをご確認ください。
ご確認ください。 《申込》10/20(火)までに申込

《申込》9/18(金)～10/8(木)に申込 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《問合》帯広の森アイスアリーナ ☎48-6256 a

a
a 《題名》年少児・年中児(おやこ)運動教室

《題名》はじめてのキッズバレエ 《内容》親子でコミュニケーションをとり、色々な
《内容》音楽に合わせて身体を動かし、表現する 動きをすることで基礎体力・持久力・

喜びや踊ることの楽しさを学び、集中力、 柔軟性バランス能力向上・精神安定を
美しい姿勢や柔軟性の習得、礼儀作法も はかります。
身につけることができます。 《日時》11/5～12/17の毎週(木)

《日時》10/30〜12/25の毎週(金) 15:30～16:30の全6回
15:45～16:45の全8回 《会場》帯広の森体育館 第3体育室

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《対象》年小・年中児と保護者
《対象》幼稚園・保育園の年中・年長、 《定員》20組(抽選)

小学1・2年生 《費用》3,000円
《定員》20名(抽選) 《備考》持ち物:体育館シューズ・動きやすい
《費用》4,000円 服装・飲料水・タオル 
《備考》持ち物:動きやすい服装、タオル、靴下、 ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ

飲料水 振興財団ホームページをご確認ください。
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《申込》10/14(水)までに申込
振興財団ホームページをご確認ください。 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

《申込》10/13(火)までに申込 a
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 a

a 《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、

《題名》小学生(低学年)運動教室 考える遊びの楽しさを体験するとともに、
《内容》多種多様な動きをすることで基礎体力 囲碁を通じて友達の輪を広げます。

(筋力・持久力・バランス能力)の向上を 《日時》11/8(日)10:00～12:00
目指します。 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)

《日時》11/4～12/23の毎週(水) 《対象》小・中学生とその保護者
16:00～17:00の全8回 《備考》マスクを着用しての参加にご協力

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 ください。
《対象》小学1・2年生 《問合》児童会館 ☎24-2434
《定員》15名(抽選) a
《費用》4,000円 a
《備考》持ち物:体育館シューズ 《題名》あつまれ♪秋のスペシャルおはなし会

・動きやすい服装・飲料水・タオル ◆児童会館会場
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《内容》《社会教育施設連携事業》【帯広図書館友
振興財団ホームページをご確認ください。 の会おひさま】のみなさまによる絵本や紙

《申込》10/20(火)までに申込 芝居のよみきかせ、エプロンシアターな
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 ど、子どもたちが楽しく本と触れ合える

内容となっています。どんなおはなしが
きけるでしょうか？

《日時》11/8(日)11:00～11:30

文化スポーツ
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《会場》児童会館 2階第1講堂(緑ヶ丘2番地)
《定員》20名 《会場》帯広の森・はぐくーむ
《備考》参加される際は、図書館利用者カードの (南町南9線49番地1)

提示もしくは緊急連絡先の記入・マスクの 《対象》小学生
着用等、基本的な感染症対策にご協力 《定員》15名
ください。 《費用》300円

《問合》図書館 ☎22-4700 《申込》10/25(日)～開催日の前日までに電話申込
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

《題名》親と子のエンジョイ将棋
《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、

考える遊びの楽しさを体験するとともに、 《題名》音楽＆リズムであそぼう

将棋を通じて友達の輪を広げます。 《内容》音楽を通して自分を表現したり、楽器を鳴
《日時》11/14(土)10:00～12:00 らすことで表現する楽しさを知ります。音
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) という一番解りやすく、身近なもので子供
《対象》小・中学生とその保護者 の運動能力と心の発達を促します。
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《日時》11/25～12/9の毎週(水)

ください。 10:30～11:15の全3回
《問合》児童会館 ☎24-2434 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

a 《対象》1・2歳と保護者
a 《定員》20組(抽選)

《題名》親子科学実験教室 《費用》1,500円
《内容》親子のふれあいを深めることを目的とした 《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水

楽しい工作や科学実験を行います。 ・館内での履物・タオル・着替え等 
《日時》11/15(日)①13:30～14:30 ②14:40～15:40 ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ
《会場》児童会館 2階地学実験室(緑ヶ丘2番地) 振興財団ホームページをご確認ください。
《対象》小中学生とその保護者 《申込》11/4(水)までに申込

(高学年以上は児童のみでも参加可) 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《定員》各回6家族(最大12名) a
《申込》11/5(木)～当日までに児童会館窓口 a

または電話で申込 《題名》親子おもしろ教室
《問合》児童会館 ☎24-2434 《内容》色変わり実験をしてから、ムラサキの

a 染め紙でふしぎなお絵かきをします。
a 《日時》11/28(土)①9:30～10:00 ②10:30～11:00

《題名》キッズスポーツ教室 《会場》児童会館 地階化学実験室(緑ヶ丘2番地)
《内容》幼稚園・保育園の年中・年長を対象とした 《対象》幼児、小・中学生とその保護者

教室です。マット基本運動・縄跳び・ (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)
鉄棒・跳び箱等を重点的に楽しみながら 《定員》各回先着親子6組
行います。 《備考》①と②は同じ内容です。

《日時》11/19～12/10の毎週(木) 《申込》11/14(土)～11/27(金)に児童会館窓口
15:30～16:30の全4回 または電話で申込

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《問合》児童会館 ☎24-2434
《対象》年中・年長児 a
《定員》20名(抽選) a
《費用》2,000円 《題名》冬の親子陶芸教室
《備考》持ち物:体育館シューズ 《内容》親子で楽しみながら手軽に陶芸体験が

・動きやすい服装・飲料水・タオル できます。
 ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《日時》①11/28(土)②11/29(日)③12/5(土) 
振興財団ホームページをご確認ください。 各10:00～12:00

《申込》11/4(水)までに申込 《会場》百年記念館 1号室
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《対象》4歳～中学生とその保護者

a (十勝管内在住の方)
《定員》各回先着9組18名

《題名》森の寺子屋～木の巻～ 《費用》1組2名1,200円、1組3名1,500円
《内容》間伐やまき割り、たき火などに挑戦 《備考》持ち物:エプロン、マスク

します。 《申込》11/5(木)～11/13(金)に電話申込
《日時》11/21(土)10:00～15:00 《問合》百年記念館 ☎24-5352

a

a
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《題名》もっくん教室 または電話で申込
《内容》紙コップにいろいろな飾りをつけて、 《問合》児童会館 ☎24-2434

かわいいクリスマスツリーを作ります。 a

《日時》12/2(水)①10:00～ ②10:30～ ③11:00～ a

《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2番地) 《題名》親子おもしろ教室
《対象》幼児とその保護者 《内容》牛乳パックを使って、小物入れにもなる
《定員》各回先着親子2組 クリスマスツリーを作ります。
《備考》①、②、③の内容は同じです。 《日時》12/19(土)①9:30～10:00 ②10:30～11:00
《申込》11/22(日)～12/2(水)に児童会館窓口 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)

または電話で申込 《対象》幼児、小・中学生とその保護者
《問合》児童会館 ☎24-2434 (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)

a 《定員》各回先着親子6組
a 《備考》①と②は同じ内容です。

《題名》あそびの森のあしあとづくり 《申込》12/5(土)～12/18(金)までに児童会館窓口
《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、 または電話で申込

薪ストーブで暖を取りつつ、つる切り、 《問合》児童会館 ☎24-2434
リース作りなど、楽しみながら森に a
ふれあいます。 a

《日時》12/6(日)10:00～15:00 《題名》きらきら人形劇場
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) 《内容》親子で楽しめる人形劇公演を行います。
《定員》30名 《日時》12/19(土)14:00～15:00
《費用》100円 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)
《備考》小学生以下は保護者同伴 《対象》幼児～小学校低学年、保護者
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《定員》先着20名

a 《申込》12/5(土)～当日までに児童会館窓口
a または電話で申込

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《問合》児童会館 ☎24-2434
《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、 a

考える遊びの楽しさを体験するとともに、 a

将棋を通じて友達の輪を広げます。 《題名》縄文のカタチを彫る！～消しゴムはんこ～
《日時》12/12(土)10:00～12:00 《内容》土偶やクマなど、オリジナルの消しゴム
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) ハンコを作ります。
《対象》小・中学生とその保護者 《日時》12/20(日)10:00～12:00
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《会場》百年記念館 3号室

ください。 《定員》先着12名
《問合》児童会館 ☎24-2434 《費用》300円

a 《備考》持ち物:マスク
a 《申込》12/1(火)～12/19(土)に電話申込

《題名》親子囲碁入門教室 《問合》百年記念館 ☎24-5352
《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に、 a

囲碁を通じて友達の輪を広げます。 《題名》親子科学実験教室
《日時》12/13(日)10:00～12:00 《内容》親子のふれあいを深めることを目的とした
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) 楽しい工作や科学実験を行います。
《対象》小・中学生とその保護者 《日時》12/20(日)①13:30～14:30 ②14:40～15:40
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《会場》児童会館 2階化学実験室(緑ヶ丘2番地)

ください。 《対象》小中学生とその保護者
《問合》児童会館 ☎24-2434 (高学年以上は児童のみでも参加可)

a 《定員》各回6家族(最大20名)
a 《申込》12/10(木)～当日までに児童会館窓口

《題名》もっくん教室 または電話で申込
《内容》画用紙を使って大きな口のしし舞を 《問合》児童会館 ☎24-2434

作ります。 a
《日時》12/16(水)①10:00～ ②10:30～ ③11:00～ a
《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2番地) 《題名》冬休みキッズスポーツ＆食育教室
《対象》幼児とその保護者 (3日間集中)
《定員》各回先着親子2組 《内容》マット基本運動・鉄棒・跳び箱等を重点的
《備考》①、②、③の内容は同じです。 に楽しみながら行います。 
《申込》12/6(日)～12/16(水)に児童会館窓口
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《題名》健康ウォーキング
※最終日はキッズスポーツ終了後、同じ会場 《内容》ウォーキングアドバイザーの吉村智恵美氏
にて食育教室があります(30分程度)。 を講師に、正しい歩き方等を教わりなが

《日時》1/6(水)～1/8(金)10:00～11:00 ら、色づき始めた秋の帯広の森の園路を
3日間コース 歩きます。

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《日時》10/4(日)10:00～12:00
《対象》年中・年長児 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)
《定員》20名(抽選) 《定員》30名
《費用》2,000円 《備考》小学生以下は保護者同伴
《備考》持ち物:動きやすい服装・タオル 《申込》9/25(金)～開催日の前日までに電話申込

・体育館シューズ・飲料水 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
 ※申込方法の詳細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》12/23(水)までに申込 《題名》2020帯広市スポーツフェスティバル
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《内容》各種スポーツイベントを開催するほか、

a 10/11(日)は競技実施時間を除き、一部
a 体育施設を無料開放します。

《日時》10/11(日)ほか
《題名》ベビーダンス教室(2回目) 《会場》市内各スポーツ施設
《内容》赤ちゃんを抱っこしたまま音楽にあわせて 《備考》詳細は市ホームページ

ステップを踏むエクササイズです。五感に もしくは市内生涯学習施設に設置
よるコミュニケーションで親子の絆を育み されているチラシをご覧ください。
ます。 《問合》スポーツ課 ☎65-4210

《日時》①1/8(金)②1/15(金)③1/18(月) 全3回 a
《会場》帯広の森体育館 第2体育室
《対象》首がすわっている生後3ヶ月～2歳前後の 《題名》体幹美人エクササイズ(2回目)

乳幼児と保護者 《内容》アップテンポなリズムで有酸素運動を取り
《定員》20組 入れたエクササイズと筋力トレーニングで
《費用》1組1,500円 体幹を鍛え、メリハリのある美しいカラダ
《備考》持ち物:動きやすい服装、抱っこ紐、 づくりと運動前後の食事や水分補給の摂取

バスタオル、体温計、飲料水 方法を学びます。
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《日時》10/21～11/25の毎週(水)
振興財団ホームページをご確認ください。 19:30～20:30の全6回

《申込》12/22(火)までに申込 《会場》明治北海道十勝オーバル
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《対象》16歳以上の女性の方

a 《定員》10名(抽選)
a 《費用》3,000円

◇　健康・スポーツ　◇ 《備考》持ち物:運動靴、ヨガマット
a またはバスタオル、汗拭きタオル、飲料水 

《題名》2020フードバレーとかちマラソン ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市
on the WEB 文化スポーツ振興財団ホームページをご確認

《内容》今年のフードバレーとかちマラソンは新型 ください。
コロナウイルス感染症の影響により実地で 《申込》10/12(月)締切
の開催を中止し、スマートフォンのアプリ 《問合》帯広の森研修センター ☎48-8048
を使ったオンラインによる「集まらない a
マラソン大会」として開催します。 a

詳細は公式ホームページをご確認ください。 《題名》フィギュアスケート初心者教室
《日時》10/1(木)～11/1(日) 《内容》初心者等にフィギュアスケートを体験して
《会場》インターネット上 もらい、フィギュアスケートへの関心を高

http://foodvalley-marathon.com めることを目的に開催します。
《備考》スマートフォン 《日時》10/24(土)17:00～18:30、

(GPS計測対応の 10/25(日)17:00～18:00の2日間
ランニングアプリ使用)が必要になります。 《会場》帯広の森スポーツセンター

《申込》21.0975km走破後に公式ホームページに登録 《対象》4歳以上の初心者の方
《問合》2020フードバレーとかちマラソン大会 《定員》20名(抽選)

サポートセンター(㈱新生帯広支社内) 《費用》1,000円
☎25-1248(平日10:00～17:00) 《備考》持ち物:フィギュアスケート靴、手袋、帽子

a ※申込方法の詳細は、各施設もしくは
a 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページ

市HP

文化スポーツ
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をご確認ください。 a
《申込》9/18(金)～10/19(月)に申込 a
《問合》帯広の森スポーツセンター ☎48-2401 《題名》Black Burnout⑨

a 《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇
a の中で煌びやかなライトとダンスミュー

《題名》50歳からの水泳教室(2回目) ジックに合わせて筋トレ！4回を通して
《内容》50歳以上の初心者を対象とした水泳教室 徐々に強度を上げていくプログラムです。

です。回数が16回と長期なのでじっくりと 《日時》11/3～11/24の毎週(火)
取り組めます。 20:00～20:45の全4回 

《日時》10/28～R3/3/24の毎週(水) 《会場》明治北海道十勝オーバル
12:00～12:50の全16回 《対象》16歳以上の女性の方

《会場》帯広の森市民プール 《定員》先着10名
《対象》50歳以上の方 《費用》2,000円
《定員》20名(抽選) 《備考》持ち物:運動着、運動靴、タオル、飲料水
《費用》8,000円 《申込》10/26(月)までにホームページ
《備考》持ち物:水着、水泳帽子、バスタオル または電話で申込

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
文化スポーツ振興財団ホームページをご確認 a
ください。 a

《申込》10/5(月)までに申込 《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 ベリーショート⑪

a 《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ
a ディメイクを目指すプログラム。

《題名》50歳からの健康体操(2回目) ターゲット部位はお腹・背中です。
《内容》片足立位・スクワットのエクササイズで 《日時》11/4～25の毎週(水)20:00～20:45の全4回

体を保持することでバランス能力を鍛え、 《会場》明治北海道十勝オーバル
立ち上がりや階段昇降、歩行に必要な 《対象》16歳以上の方
太ももの筋力アップを図る教室です。 《定員》先着15名

《日時》10/29～12/24の毎週(木) 《費用》2,000円
13:00～14:00の全8回 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 50円/回毎)、運動着、タオル、飲料水
《対象》50歳以上の方 《申込》10/27(火)までにホームページ
《定員》20名 または電話で申込
《費用》4,000円 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、 a

タオル、飲料水 a
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《題名》Black Burnout ワンコイン(中級)
振興財団ホームページをご確認ください。 《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇

《申込》10/12(月)までに申込 の中で煌びやかなライトとダンスミュー
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 ジックに合わせて筋トレ！動作を組み合わ

a せた中級レベルのワンコインレッスン
a です。

《題名》フィギュアスケート教室 《日時》11/5(木)、12(木)、19(木)、26(木) 
《内容》フィギュアスケート初心者教室参加後に 各10:00～10:45(1回完結) 

競技を続けたい方や一定以上の滑走技術を 《会場》明治北海道十勝オーバル
有する方を対象とした教室です。 《対象》16歳以上の女性の方

《日時》11/2～11/27の毎週(月)・(金) 《定員》各回先着10名
19:00～20:00の全8回 《費用》1回500円

《会場》帯広の森スポーツセンター 《備考》持ち物:運動着、運動靴、タオル、飲料水
《対象》4歳以上の補助なしで滑走出来る方 《申込》各開催日の2日前までにホームページまた
《定員》20名(抽選) は電話で申込。それ以降はお問い合わせ
《費用》4,000円 ください。
《備考》持ち物:フィギュアスケート靴、手袋、 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000

帽子 a
※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 a
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》9/18(金)～10/26(月)に申込
《問合》帯広の森スポーツセンター ☎48-2401

文化スポーツ

振興財団HP
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a a
a 《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ

《題名》チャレンジ☆スイミング(2回目) ベリーショート⑫
《内容》よりレベルアップを目的にした水泳教室で 《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ

す。平・バタの習得にチャレンジします。 ディメイクを目指すプログラム。
《日時》11/5～R3/2/18の毎週(木) ターゲット部位はお腹・背中です。

19:00～19:50の全12回 《日時》11/20～12/11の毎週(金)
《会場》帯広の森市民プール 10:00～10:45の全4回
《対象》16歳以上の方 《会場》明治北海道十勝オーバル
《定員》20名(抽選) 《対象》16歳以上の方
《費用》6,000円 《定員》先着15名
《備考》持ち物:水着、水泳帽子、バスタオル 《費用》2,000円

 ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル
文化スポーツ振興財団ホームページをご確認 50円/回毎)、運動着、タオル、飲料水
ください。 《申込》11/12(木)までにホームページ

《申込》10/21(水)までに申込 または電話で申込
《問合》帯広の森市民プール 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000

☎47-3630

《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ
ベリーショート⑬

《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ

《題名》ヨガ⑤ ディメイクを目指すプログラム。
《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法とポーズを ターゲット部位はお腹・背中です。

学び、身体の柔軟性を高めます。少ない 《日時》11/20～12/11の毎週(金)
回数の中で、ゆったりと身体を動かす事を 19:30～20:15の全4回 
目的とした内容です。 《会場》明治北海道十勝オーバル

《日時》11/5～26の毎週(木)全4回 《対象》16歳以上の方
A:19:00～20:00、B:20:30～21:30 《定員》先着15名

《会場》明治北海道十勝オーバル 《費用》2,000円

《対象》16歳以上の方 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル

《定員》先着15名 50円/回毎)、運動着、タオル、飲料水

《費用》2,000円 《申込》11/12(木)までにホームページ
《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル または電話で申込

50円/回毎)、運動着、タオル、飲料水 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
《申込》10/29(木)までにホームページ a

または電話で申込 a
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 《題名》Black Burnout adv.④

a 《内容》暗闇系フィットネスシリーズ。
a 「BlackBurnout」のレベルアッププログラ

《題名》肩こり・腰痛・改善ヨガ(2期) ム。BlackBurnoutでの筋トレとステップ台
《内容》ヨガの呼吸法や動きを行い、姿勢改善・身 を利用した有酸素運動を組み合わせた

体のバランス能力アップ、腰痛・肩こり解 プログラムです。
消・新陳代謝促進などによる美容と健康つ 《日時》11/20～12/11の毎週(金)
くりのための教室です。 20:00～20:45の全4回 

《日時》11/6～12/18の毎週(金) 《会場》明治北海道十勝オーバル
14:00～14:45の全5回 《対象》16歳以上の女性でBlack Burnoutの

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 受講経験がある方優先
《対象》16歳以上の方 《定員》先着10名
《定員》25名 《費用》2,000円
《費用》2,500円 《備考》持ち物:運動着、運動靴、
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、タオル、 タオル、飲料水

飲料水、ヨガマット 《申込》11/12(木)までにホームページ
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ または電話で申込
振興財団ホームページをご確認ください。 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000

《申込》10/12(月)までに申込 a
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a

a
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《題名》ヨガ⑥ 《会場》明治北海道十勝オーバル
《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法とポーズを 《対象》16歳以上の女性の方

学び、身体の柔軟性を高めます。少ない 《定員》各回先着10名
回数の中で、ゆったりと身体を動かす事を 《費用》1回500円
目的とした内容です。 《備考》持ち物:運動着、運動靴、タオル、飲料水

《日時》12/1～22の毎週(火)全4回 《申込》各開催日の2日前までにホームページまた
A:19:00～20:00、B:20:30～21:30 は電話で申込。それ以降はお問い合わせ

《会場》明治北海道十勝オーバル ください。
《対象》16歳以上の方 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
《定員》先着15名 a
《費用》2,000円 a
《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル 《題名》背骨コンディショニング(2回目)

50円/回毎)、運動着、タオル、飲料水 《内容》背骨や肩関節や股関節の神経と深く関わり
《申込》11/23(月)までにホームページ のある関節を動かすことで、関節を柔らか

または電話で申込 くし背骨の歪みを正しい位置に戻すことで
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 カラダの不調改善を図る教室です。

a 《日時》12/7〜R3/3/1の毎週(月)
a 13:15〜14:00の全10回

《題名》Black Burnout⑪ 《会場》帯広の森体育館 第2体育室
《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇 《対象》16歳以上の方

の中で煌びやかなライトとダンスミュー 《定員》25名(抽選)
ジックに合わせて筋トレ！4回を通して 《費用》5,000円
徐々に強度を上げていくプログラムです。 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、

《日時》12/1～22の毎週(火)19:30～20:15の全4回 飲料水、ヨガマット、バスタオル 
《会場》明治北海道十勝オーバル ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ
《対象》16歳以上の女性の方 振興財団ホームページをご確認ください。
《定員》先着10名 《申込》11/16(月)までに申込
《費用》2,000円 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《備考》持ち物:運動着、運動靴、タオル、飲料水 a
《申込》11/23(月)までにホームページ a

または電話で申込 ◇　文化・歴史・芸術　◇
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 a

《題名》「大ホールでスタインウェイを弾いてみよ
a う！」のご案内

《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ 《内容》ピアノを習っている子どもたちに世界最高
ベリーショート⑭ 峰のピアノ、スタインウェイを体験しても

《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ らうために開催します。今年度は毎月1回
ディメイクを目指すプログラム。 開催予定です。開催日や申込日は帯広市文
ターゲット部位はお腹・背中です。 化スポーツ振興財団ホームページにて公表

《日時》12/2～23の毎週(水)20:00～20:45の全4回 しています。
《会場》明治北海道十勝オーバル 《会場》帯広市民文化ホール 大ホール
《対象》16歳以上の方 《対象》帯広・十勝でピアノを習っている小中高生
《定員》先着15名 《定員》先着8組
《費用》2,000円 《費用》1区分50分、1組500円
《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル 《備考》1組でピアノを弾ける人数は3名まで。演奏

50円/回毎)、運動着、タオル、飲料水 会の練習、連弾、ヴァイオリンなど(他の
《申込》11/24(火)までにホームページ 楽器)とのアンサンブル等、使用スタイル

または電話で申込 は自由です。弾きたい曲の楽譜等をお持ち
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 ください。

a 保護者の見学、付添は可能です。
a 《申込》各申込期間に電話申込

《題名》Black Burnout ワンコイン(中級) 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111
《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇

の中で煌びやかなライトとダンスミュー
ジックに合わせて筋トレ！
動作を組み合わせた中級レベルのワンコイン
レッスンです。

《日時》12/2(水)、9(水)、16(水)、23(水) 
各20:00～20:45(1回完結)

文化スポーツ

振興財団HP
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a 《会場》百年記念館 2号室
a 《定員》先着25名

《題名》ロビー展「アイヌ文化ロビー展」 《備考》持ち物:マスク
《内容》アイヌ文化と結びつきのある動植物を 《申込》11/1(日)～11/13(金)に電話申込

中心に紹介します。 《問合》百年記念館 ☎24-5352
《日時》10/3(土)～10/25(日)9:00～17:00 a
《会場》百年記念館 ロビー a
《問合》百年記念館 ☎24-5352 《題名》帯広市図書館開館100周年記念事業

a 「百年に一度の秘蔵展」

a 《内容》帯広市図書館の開館100周年を記念し、

《題名》博物館講座「ぶらり帯広」 図書館が所蔵する貴重品(非公開資料)や

《内容》帯広市内をぶらり探索。街並みや市内に 図書館の歴史を辿る品物を惜しみなく公開
残る文化財からわかる歴史・自然を します。ここでしか見られない展示品の
訪ねます。 数々をお見逃しなく！

《日時》10/10(土)9:30～12:00 《日時》11/19(木)～12/16(水)開館時間内

《会場》集合・解散場所:百年記念館 《会場》図書館 1階展示コーナー

《定員》先着20名 《問合》図書館 ☎22-4700
《費用》100円(保険料) a

《備考》持ち物:マスク a
《申込》10/1(木)～10/7(木)に電話申込 《題名》帯広市民大学講座 

《問合》百年記念館 ☎24-5352 【釧路高専公開講座】「原田康子を読む」

a 《内容》釧路が「挽歌の街」として知られるように

a なった原田康子の「挽歌」が全国的ブーム
《題名》ティータイムコンサートvol.2　 となって60年以上が経過。今の若い世代に

～ワンコインで楽しむ午後のひととき～ この作品は馴染みのあるものとは言い難
《内容》気軽に文化ホールに足を運んでもらい、優 い。果たしてこの作品は今ではその魅力を

雅なひと時を皆様に過ごしていただけるよ 失っているのだろうか。小田島本有氏(釧

う開催します。出演は、サックスの佐藤春 路工業高等専門学校創造工学科一般教育部

美さん、ピアノの藤原志津花さん、ボーカ 門教授)を講師に、作品に寄り添いながら

ルのAsumiさん。 考えます。
《日時》10/15(木)13:00開場、14:00開演 《日時》11/21(土)14:00～16:00
《会場》帯広市民文化ホール 小ホール 《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室

《定員》265名まで 《定員》先着70名
《費用》500円 《申込》前日までに電話申込
《備考》全席自由 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192
《申込》事前チケット購入必要 《問合》百年記念館 ☎24-5352
《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111

a a
a 《題名》ロビー展「マッチ箱展 4」

《題名》博物館講座「木彫り熊をめぐる物語」 《内容》帯広・十勝のお店に置かれていたマッチ箱
《内容》北海道みやげを代表する木彫り熊を主人公 を展示します。

に、アイヌ文化や観光との関わりについて 《日時》11/25(水)～12/20(日)9:00～17:00
考えます。  《会場》百年記念館 ロビー
 (北海道大学アイヌ 《問合》百年記念館 ☎24-5352
・先住民研究センター巡回講座)

《日時》10/24(土)14:00～16:00 a
《会場》百年記念館 2号室 《題名》博物館講座「大地が語る十勝の自然史」

《定員》先着25名 《内容》十勝の成り立ちや地形・地質について、

《備考》持ち物:マスク 最新の研究成果を紹介します。

《申込》10/13(火)～10/23(金)に電話申込 《日時》12/19(土)14:00～16:00

《問合》百年記念館 ☎24-5352 《会場》百年記念館 2号室

a 《定員》先着25名

《備考》持ち物:マスク

《題名》博物館講座「ものがたりの昆虫 8」 《申込》12/1(火)～12/18(金)に電話申込

《内容》いろいろな物語に登場する昆虫。帯広にも 《問合》百年記念館 ☎24-5352
関わりのあるこれらの昆虫を紹介します。

《日時》11/14(土)14:00～16:00

振興財団HP
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a 《会場》①イトーヨーカドー帯広店(稲田町南8線西10) 
a ②緑西コミュニティセンター(西17南4)

◇　暮らし　◇ 《定員》各回先着15名
a 《備考》講座受講後は認知症サポーターの証と

《題名》帯広市民大学講座【3回講座】 して、オレンジリングを差し上げます。
「あなたも今日から防災備人 《申込》①10/15(木) ②12/14(月)までに電話申込
(ぼうさいびじん)」 《問合》地域福祉課 ☎65-4113

《内容》高桑衣佳氏(気象予報士/防災士)を講師に、
「地震」「洪水」「家庭での備え」の a
3テーマについて楽しみながら学びます。 《題名》実技救命講習の定期開催
「備えなくちゃ」と思っていても何から 《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、
始めたらよいのか迷っている人におすす AEDの使い方など心肺蘇生法を習得
めの講座です。 します。

《日時》①10/7(水) ②10/14(水) ③10/21(水) 《日時》①10/19(月) ②11/19(木) ③12/19(土)
各18:30～20:00 各18:30～20:30

《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室 《会場》帯広消防署 南出張所(西17条南41丁目)
《定員》先着70名 《対象》帯広在住または帯広に勤務する方で、
《費用》500円(3回分) インターネットで簡単に受講できる応急
《申込》前日までに電話申込 手当WEB講習を受講した方
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 《定員》各回先着9名

a 《申込》各講習の1週間前まで
a 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

《題名》普通救命講習の定期開催 a
《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命

手当、AEDの使い方など心肺蘇生法を 《題名》帯広市民大学講座【知るぽると塾in帯広】
習得します。 「我が家の相続不動産はどうなる？

《日時》①10/9(金) ②10/25(日) ③11/9(月) ～実家の処分と活かし方～」
④11/22(日) ⑤12/9(水) ⑥12/27(日) 《内容》小林信之氏(金融広報アドバイザー)を講師
各13:30～16:30 に、昨今の情勢のもとで相続不動産をどの

《会場》①③⑤とかち広域消防局庁舎 3階 (西6条 ように処分・運用したらよいのかをわかり
南6丁目3-1) ②④⑥帯広消防署 柏林台 やすく解説します。
出張所 (柏林台西町2丁目) 《日時》10/22(木)13:30～15:00

《対象》帯広在住または帯広に勤務する方 《会場》とかちプラザ 4階講習室401

《定員》①③⑤各回先着15名、②④⑥各回先着8名 《定員》先着30名

《申込》各講習の1週間前まで 《申込》前日までに電話申込

《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192

a a
a a

《題名》帯広市民大学講座【消費者講座】 《題名》認知症・家族の集い「茶話会」
「知っておきたい食品の表示 《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方
～食品情報を正しく知るために～」 が相談や交流できる場『認知症・家族の集

《内容》私たちが毎日口にする食品には、食品表示 い茶話会』があります。現在、認知症の方
法に基づいて「食品情報」が記載されてい を介護しているご家族が気軽に参加できる
ます。身近なのに意外と知らない「食品情 場所で、介護を終えた人も参加可能です。
報」について、わかりやすく解説します。 《日時》①10/22(木) ②11/26(木) ③12/24(木) 

《日時》10/16(金)10:00～11:30 各13:30～15:00
《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室 《会場》帯広市グリーンプラザ(公園東町3)
《定員》先着50名 《費用》100円
《申込》前日までに電話申込 《問合》地域福祉課 ☎65-4113
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 a

a a

a
《題名》認知症サポーター養成講座の開催
《内容》認知症について正しく理解し、地域で認知

症の人とその家族を見守る応援者を養成し
ます。認知症の症状などの基本的な知識や
認知症の方への接し方などを学びます。

《日時》①10/17(土) ②12/16(水) 各10:00～11:30
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a
a

《題名》「女性に対する暴力をなくす運動」
パネル展

《内容》国が実施する「女性に対する暴力をなくす
運動」(毎年11/12～11/25)に併せ、DVや
セクハラ、ストーカー問題など、女性に
対する暴力に関するパネル展を開催します。

《日時》11/12(木)～11/25(水)
《会場》市役所 1階市民ホール
《問合》市民活動課 ☎65-4134

a

a
《題名》 帯広市民大学講座【帯広市男女共同参画講座】

「パートナーからの“ありがとう”が
増える！！お洗濯のコツと見やすく取り出
しやすいクローゼットづくり」

《内容》松井香織氏(暮らしデザイン 整理収納アド
バイザー)を講師に迎え、洗濯のコツとク
ローゼットの収納方法について伝授しま
す。快適な暮らしのために性別に関係なく
家事について学んでみませんか？パート
ナーと一緒に家事をすることで「自分ばっ
かり！」の不満が減り、笑顔や愛が増える
こと間違いなし！

《日時》11/17(火)19:00～20:30
《会場》とかちプラザ 4階講習室402
《定員》先着40名
《備考》市民活動課　主催講座
《申込》前日までに電話申込
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192

a
a

《題名》帯広市民大学講座【帯広市男女共同参画講
座】「それって、本当に愛？～一緒に考え
よう！夫婦のこれからのこと～」

《内容》阪口剛氏(阪口法律事務所 弁護士)を講師
に迎え、「DVとはどんなものなのか？」
「どこに相談をすればよいのか？」など実
態をより広く情報提供し、また、弁護士が
できる離婚のサポートやDVから抜け出すた
めの離婚の向き合い方について学び、理解
を深める講座です。

《日時》11/26(木)19:00～20:30
《会場》とかちプラザ 4階講習室402
《定員》先着40名
《備考》市民活動課　主催講座
《申込》前日までに電話申込
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192

a
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学ぶ って 

今回は、 

とかち flow 代表 

阿部 美保子 さん  
を Pick Up！ 

 

目隠しをして行うサッカーのことです。5 人制サッカーとも言い、パラリンピック競技の種目

の一つです。 

 

 

「とかち flow」は道内 2 チーム目の、日本ブラインドサッカー

協会公認チームです。幼いころからサッカーが好きだった阿部さん。

サッカーが盛んな十勝に、ブラインドサッカーチームを作りたいと

思い、仕事の合間をぬって公認コーチ資格を取得しました。ブライ

ンドサッカーや、今年ついに立ち上げたチームの魅力についてなど

お話を伺いました。 

ブラインドサッカーとは？ 

ボールを取りに行くときは、「Voy(ボイ)！」と声を出すきまりがあります。これにより、自分

のいる位置を相手に知らせ、衝突を防ぎます。 

掛け声やボールの音だけでなく、足音、壁にぶつかる選手やボールの音など、すべての音に耳

を研ぎ澄ませ、目隠しした状態でも人やボールの位置を把握してプレーします。 
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仲間の声を信じて、ゴールを決めたときの感動です。 

アイマスクをつけると、サッカーが上手な人でも動きがぎこちなくなります。目が見えない中

で動くのは怖いものです。そんな状況での頼りは仲間の声だけ。仲間が「まっすぐ進んで」と言

えば、信用してまっすぐ進む。仲間の指示を信じてゴールを決めたときの感動は計り知れません。 

よつ葉アリーナ十勝のメインアリーナで、第２、第 4 火曜日の 18：30 から活動しています。

入会金などはありません。現在選手は 7 名で、うち 2 人は視覚障害者です。年齢は小学生から

70 歳の高齢者までと、幅広い年代で活動しています。 

【こんな人をお待ちしています】 

・視覚障害のある人        ・様々な理由で学校に通えていない人 

・居場所を求めている人      ・サッカーが好きな人 

→年齢、障害の有無は問いません。ブラインドサッカーをやってみたい人ならば 

どなたでも大歓迎です！詳しくは下記、お問い合わせ先まで。 

【お問い合わせ】 

TEL：080-9000-1303（代表 阿部 美保子） 

E－MAIL：flowtm20195@gmail.com 

団体ホームページ：tokachi-flow.jp 

https://ameblo.jp/flowtm20195/ 

練習に行けば、いつも人がいて、安心できるような環境を目指しています。ゆるく活動できる

チームにしたいので、気が向いたときに参加するのも、練習風景を眺めるのも OK です。もちろ

ん、本格的に試合に出たい人のサポートもしていきます。中学生以上は公式戦に参加できます。 

理学療法士や、学校の先生、医療・福祉関係の方など、サポートのプロが練習に付き添ってく

れます。 

 

チームメイトを募集しています！ 

ブラインドサッカーの楽しいところは？ 

とかち flow に入ると… 
とかち flow に入ることで、医療従事者や、視覚障害者の支援をしている人、全国各地のブラ

インドサッカーチームとつながりができます。視覚障害者がこのような人たちとつながりを作っ

ておくことは、今後の生活できっと役に立つと思います。 

新型コロナが落ち着いて移動制限がなくなれば、道外を含む他チームと交流をしたり、東京で

試合をすることもあります。 

今、何かで悩んでいる人も、とかち flow に入って新たに人と接することで、気持ちが晴れる

かもしれません！ 

 

 

とかち flow はどんなチーム？ 

mailto:flowtm20195@gmail.com
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【問い合わせ先一覧表（順不同）】 

部署・施設名 郵便番号 住 所 電話番号/ＦＡＸ 定休日 

地域福祉課 

080-8670 
西5条南7丁目1 

帯広市役所 

65-4146/23-0158 

土日・祝日 

市民活動課 65-4134/23-0156 

こども課 65-4158/23-0155 

環境課 65-4136/23-0159 

生涯学習文化課 65-4192/23-6142 

スポーツ課 65-4210/23-6142 

帯広市図書館 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毎月月末(土日、①の場合

は繰上) 

帯広市児童会館 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2434/22-5401 
①月曜日(祝日の場合は開館) 

②11月～3月の間、祝日の翌

平日 

帯広百年記念館 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-5352/24-5357 
①月曜日(祝日の場合は開館) 

②祝日の翌日(土日の場合は

開館) 

おびひろ動物園 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2437/24-2439  

帯広消防署救急課 080-0016 
西6条南6丁目3-1 

とかち広域消防局 
26-9132/26-9133  

観光交流課 

(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) 

帯広市畜産物加工研修センター 089-1182 八千代町西4線198番地 60-2514/59-2448 月曜日(祝日の場合は翌日) 

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(祝日の場合は翌日) 

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(祝日の場合は翌日) 

帯広市民文化ホール 080-0015 西5条南11丁目48番地2 23-8111/23-8112 
火曜日(祝日の場合は翌日) 

※9～11月は休館日なし 

帯広の森体育館 

080-0856 
南町南7線56番地7 

帯広の森運動公園内 

48-8912/48-6261 火曜日・祝日の翌日 

帯広の森研修センター 48-8048/48-7058  

明治北海道十勝オーバル 49-4000/47-9191 月曜日・祝日の翌日 

帯広の森アイスアリーナ 48-6256/47-3296 月曜日・祝日の翌日 

帯広の森市民プール 47-3630/47-3629 火曜日・祝日の翌日 

帯広の森スポーツセンター 48-2401/48-6257 火曜日・祝日の翌日 

2020フードバレーとかち 

マラソン大会サポートセンター 
㈱新生 帯広支社内 25-1248 

※受付時間 

平日 10:00～17:00 

【編集･発行】帯広市教育委員会生涯学習部生涯学習文化室 生涯学習文化課 

〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1 

TEL:0155-65-4192 FAX:0155-23-6142 

E-ｍail:social_educate@city.obihiro.hokkaido.jp 


