
 

   
生涯学習情報誌 

生涯学習のマスコット 

“マナビィ” 

＊《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。 
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a ②2/14(日)10:00～14:00

◇　趣味・教養　◇ ③3/14(日)10:00～14:00

a 《会場》帯広市畜産物加工研修センター

《題名》おびひろ動物園　写真展 《定員》先着各10名
「スタッフから見た動物たち」 《費用》2,200円

《内容》冬期開園中、園内の動物園センターにて動 《備考》持物:エプロン、ハンカチ、三角巾、マスク
物園職員が撮影した写真を展示する写真展 ※昼食や飲み物は各自ご用意いただくか、
を行います。また、来園者による投票を行 　カウベルハウスをご利用ください。
い優秀な作品を決定します。 《申込》①1/8(金)、②2/5(金)、③3/5(金)までに

《日時》～2/28(日)11:00～14:00 電話申込

《会場》おびひろ動物園内 動物園センター 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514

《備考》開園日にご覧いただけます(12月～2月は a
土･日･祝日の開園【年末年始を除く】) a

《問合》おびひろ動物園  ☎24-2437 《題名》チーズ作り体験(ゴーダチーズ、約1kg)
a 《内容》地場産の生乳を使った加工体験を2日間日
a 程で実施しています。自分で作ったチーズ

《題名》大人のための舞台探検 を持ち帰ることができます。熟成したら
《内容》ふだん目にすることのない市民文化ホール 食べられます。

の舞台機構や音響設備、照明機構等を 《日時》①1/23(土)10:00～16:00･1/24(日)10:00～10:30

見学・操作体験ができます。 ②2/6(土)10:00～16:00･2/7(日)10:00～10:30

《日時》1/9(土)19:00～21:00 ③2/20(土)10:00～16:00･2/21(日)10:00～10:30

《会場》帯広市民文化ホール 大･小ホール ④3/6(土)10:00～16:00･3/7(日)10:00～10:30

《対象》16歳以上の方 ⑤3/20(土)10:00～16:00･3/21(日)10:00～10:30

《定員》20名 《会場》帯広市畜産物加工研修センター
《費用》500円(保険料含む) 《定員》先着各8名
《備考》動きやすい服装でご来場ください。カメラ 《費用》3,000円

等での撮影は可能です。長崎屋帯広店の駐 《備考》持物:エプロン、ハンカチ、三角巾、マスク
車場(3階･5階･屋上)をご利用ください。 ※昼食や飲み物は各自ご用意いただくか、
新型コロナウイルス感染症対策のため、マ 　カウベルハウスをご利用ください。
スクの着用と手指消毒、検温をお願いする 《申込》①1/15(金)、②1/29(金)、③2/12(金)、
ことがあります。 ④2/26(金)、⑤3/12(金)までに電話申込

《申込》12/6(日)9:00～先着順 電話申込 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514
《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111 a

a a

a 《題名》味噌作り教室
《題名》帯広市民大学講座【3回講座】 《内容》十勝産の大豆を使って、安心で美味しい

「人生100年時代・AI時代を生き抜く、 手作り味噌を作ります。全8回実施いたし
　私づくりのアンテナを磨く」 ますので、参加できる日程でお申込みく

《内容》これからの時代変化を捉え、自分らしい生 ださい。
き方を探ります。1回目は超高齢社会の将 《日時》①1/24(日)10:00～11:00
来展望と課題、2回目は老後のライフプラ ②1/24(日)13:00～14:00
ンの立て方、3回目は新型コロナウイルス ③1/30(土)10:00～11:00
感染症を乗り越えるための家計再建のポイ ④1/30(土)13:00～14:00
ントについて。 ⑤2/1(月)10:00～11:00

《日時》①1/14(木)、②1/21(木)、③1/28(木) ⑥2/1(月)13:00～14:00
各18:30～20:00 ⑦2/7(日)10:00～11:00

《会場》とかちプラザ 講習室402 ⑧2/7(日)13:00～14:00 
《定員》先着40名 《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」
《費用》500円(3回分) (西22南6)
《申込》前日までに電話もしくはネットで申込 《定員》各回10名(抽選)
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 《費用》1回4,800円(10kg、材料費込)

a 《申込》往復ハガキの往信の裏に、第1、第2希望日
a 時、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番

《題名》ソーセージ作り体験 号を、返信の表に郵便番号、住所、氏名を
(プレーンほか全3種、約700g) 記載して、1/14(木)までに、郵送またはサ

《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施してい ラダ館まで持参してください。サラダ館味
ます。自分で作ったソーセージをその日に 噌作り教室に初めて参加の方は(初回)と記
持ち帰って食べられます。 入してください。

《日時》①1/17(日)10:00～14:00 a
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《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 a

☎36-8095 《題名》第4回帯広少年少女合唱祭
a 《内容》帯広市内の少年少女合唱団が一堂に会し
a て、各団体ごとに日頃の練習の成果を発表

《題名》森の生き物講座(植物編) します。
《内容》帯広の森の成長と植物の生育について 《日時》3/7(日)開場13:30、開演14:00

学びます。 《会場》帯広市民文化ホール 小ホール
《日時》1/24(日)10:00～12:00 《定員》560名
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) 《備考》帯広市内の小中高校合唱団7団体161名が
《定員》10名 出演
《備考》小学生以下は保護者同伴 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111
《申込》12/25(金)～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》グリーンウッドワーク
a 《内容》間伐体験を行い、切ったばかりのやわらか

《題名》帯広市民大学講座 い木と、人力の道具だけを使って自由に工
「映像で見るジャズの名演奏　特集」 作します。

《内容》誕生しておよそ110年という長い年月を経 《日時》3/13(土)9:30～12:00
てもなお多くの人に愛され続けている 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1)
「ジャズ」。大越光敬 氏(ジャズコミュニ 《定員》15名
ケーション「モダン」編集長)を講師に、 《備考》小学生以下は保護者同伴
「ジャズの楽しい入門編」として理論やエ 《申込》2/25(木)～開催日の前日までに電話申込
ピソードを交えながらジャズの魅力を語る 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
ほか、ジャズ・ミュージシャンの名演奏・ a
名場面を映像から楽しみます。 a

《日時》1/24(日)13:30～15:00 《題名》冬のバードウォッチング
《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室 《内容》森を歩き、冬から春にかけてよく見られる
《定員》先着30名 野鳥を観察します。
《申込》前日までに電話もしくはネットで申込 《日時》3/21(日)10:00～12:00
《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 《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 《備考》小学生以下は保護者同伴

《題名》四季の森めぐり～冬～ 《申込》2/25(木)～開催日の前日までに電話申込
《内容》事前に決めたテーマをもとに冬の森を歩 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

く、ちょっと変わった観察会です。 a
《日時》1/31(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) ◇　レジャー　◇
《定員》30名 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 《題名》正月の大一番「帯広記念」
《申込》12/25(金)～開催日の前日までに電話申込 《内容》1/2の帯広競馬場では正月の大一番「帯広
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 記念」が行われます。ばんえい競馬トップ

a クラスのばん馬たちの熱い激闘をぜひご覧
a ください。

《題名》ソーセージ作り体験(約250g) 《日時》1/2(土)10:00～17:15
《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施してい 《会場》帯広競馬場(西13南9)

ます。自分で作ったソーセージをその日に 《備考》帯広競馬場では新型コロナウイルス感染防
持ち帰って食べられます。 止対策を徹底し、お客様をお迎えしており

《日時》①1/31(日)10:00～14:00 ます。ご協力をお願いいたします。
②2/28(日)10:00～14:00 《問合》ばんえい振興課 ☎34-0825
③3/28(日)10:00～14:00 a

《会場》帯広市畜産物加工研修センター
《定員》先着各20名
《費用》1,000円
《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、
　カウベルハウスをご利用ください。

《申込》①1/22(金)、②2/19(金)、③3/19(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
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a
《題名》冬の裏側探検隊 参加者募集 《題名》森のスノーシューハイキング

《内容》真冬の動物園で、動物たちは寒い中どのよ 《内容》帯広川周辺の少し起伏のある自然林をス
うに暮らしているのでしょうか。今回は ノーシューで歩きます。
ホッキョクグマ、アカカンガルー、チンパ 《日時》3/7(日)9:30～12:00
ンジー、エゾタヌキの動物舎を飼育員のガ 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1)
イドを聞きながら回ります。 《定員》15名

《備考》小学生以下は保護者同伴
《申込》1/26(火)～開催日の前日までに電話申込

《日時》1/16(土)14:00〜15:30 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
《会場》おびひろ動物園 a

《対象》なし a
(ただし、小学生以下は保護者同伴のこと) 《題名》春の裏側探検隊 参加者募集

《定員》30名(応募多数の場合抽選) 《内容》春の兆しが見えてきた動物園で、動物たち

《申込》12/17(木)～12/31(木)までに、はがきに以 はどのように暮らしているのでしょうか。
下を記載し郵送または動物園ホームページ 今回はホッキョクグマ、アカカンガルー、
からご応募ください。・代表者氏名(ふり リスザル、マンドリルの動物舎を飼育員の
がな)・代表者年齢・代表者住所・郵便 ガイドを聞きながら回ります。
番号・代表者電話番号・緊急時連絡先・ 《日時》3/7(日)14:00〜15:30
参加者全員の氏名(ふりがな)と年齢 《会場》おびひろ動物園

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 おびひろ 《対象》なし
動物園「冬の裏側探検隊」係  ☎24-2437 (ただし、小学生以下は保護者同伴のこと)

a 《定員》30名(応募多数の場合抽選)
a 《申込》2/4(木)～2/18(木)までに、はがきに以下

《題名》歩くスキー体験 を記載し郵送または動物園ホームページか
《内容》主に初心者を対象にした歩くスキーの らご応募ください。・代表者氏名(ふりが

体験・講習会です。 な)・代表者年齢・代表者住所・郵便番
《日時》1/30(土)9:30～11:30 号・代表者電話番号・緊急時連絡先・参加
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) 者全員の氏名(ふりがな)と年齢
《定員》30名 《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 おびひろ
《備考》小学生以下は保護者同伴 動物園「春の裏側探検隊」係 ☎24-2437
《申込》12/25(金)～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 ◇　子ども・子育て　◇
a a

《題名》節分の日！サル山で豆まきしよう 《題名》わくわく♪ドキドキ!!　
《内容》動物園内サル山前にて、豆まきを開催しま 家読(うちどく)にチャレンジ！

す。「鬼は外、福は内」の掛け声に合わせ 《内容》12/1(火)から冬休みの間に読んだ本の感想

て、サル山で豆まきしよう！ を「家読ノート」に書いて、図書館に提出
《日時》1/31(日)13:30～13:40 してください(小学生は5冊以上、中学生は
《会場》おびひろ動物園 3冊以上、保護者は1冊以上)。提出してく
《定員》先着30組に落花生を配布します。 れた方に、抽選で図書カードなどの景品を
《備考》受付は13:25～ 差し上げます。
《問合》おびひろ動物園  ☎24-2437 《日時》1/14(木)まで

a 《会場》図書館

a 《対象》帯広市・十勝管内の小中学生

《題名》森のスキーツアー 《備考》・家読ノートは、帯広市図書館に設置して

《内容》コース外の森の中を歩き、帯広の森の見ど 　いるほか、帯広市のホームページから
ころをめぐる、中級者以上向けのスキーツ 　ダウンロードできます。
アーです。 ・家読ノートの提出は、ひとり1回までです。

《日時》2/6(土)9:30～12:00 《申込》1/31(日)までに図書館3階事務室にご提出

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1) ください。

《定員》15名 《問合》図書館 ☎22-4700

《備考》小学生以下は保護者同伴 a

《申込》12/25(金)～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

a
a

3



a 《定員》各回先着親子2組まで
《題名》「自由研究応援！調べ学習に 《備考》各回同じ内容です。

　チャレンジ！」(畜大連携事業) 《申込》1/5(火)～1/13(水)までに児童会館窓口
《内容》帯広畜産大学の栁川久教授による または電話で申込

「ヒグマ」についての調べ学習です。 《問合》児童会館 ☎24-2434
《日時》1/8(金)14:00～15:30 a
《会場》図書館 a
《対象》小学生 《題名》レッツ！バルシューレ(3回目)
《定員》15名 《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し
《備考》新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の く経験することで、状況に合わせて自分自

ためマスクの着用をお願いします。 身で判断し、行動する力や気持ちを育み
《申込》オンライン受付 ます。

https://www.harp.lg.jp/Yp6mzYbs 《日時》1/20〜2/24の毎週(水)15:45〜16:35の全6回
《問合》図書館 ☎22-4700 《会場》帯広の森体育館　第1体育室

《対象》幼稚園・保育園の年中・年長、
小学1・2年生

《題名》冬休み舞台探検 《定員》20名(抽選)
《内容》ふだん目にすることのない市民文化ホール 《費用》2,400円

の舞台機構や音響設備、照明機構等を見 《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服装、
学・操作体験ができます。 タオル、飲料水

《日時》①1/8(金)14:00～16:00 ※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ
②1/9(土)10:00～12:00 　振興財団ホームページをご確認ください。
③1/9(土)14:00～16:00 《申込》1/7(木)までに申込

《会場》帯広市民文化ホール 大・小ホール 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《対象》十勝管内小中学校に在籍する a

小学4年生～中学3年生 a

《定員》先着各20名 《題名》もっくん教室

《費用》500円(保険料含む) 《内容》紙皿と毛糸で節分の鬼のお面を作ります。
※保護者1名まで参加無料 《日時》1/20(水)①10:00～10:15、

《備考》動きやすい服装でご来場ください。カメラ ②10:30～10:45、③11:00～11:15
等での撮影は可能です。長崎屋帯広店の駐 《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2)
車場(3階･5階･屋上)をご利用ください。 《対象》幼児とその保護者
新型コロナウイルス感染症対策のため、マ 《定員》各回先着親子2組まで
スクの着用と手指消毒、検温をお願いする 《備考》各回同じ内容です。
ことがあります。 《申込》1/10(日)～1/20(水)までに児童会館窓口

《申込》12/6(日)9:00～先着順 電話申込 または電話で申込
《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111 《問合》児童会館 ☎24-2434

a a

a a

《題名》親子囲碁入門教室 《題名》親子おもしろ教室
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《内容》「クランク機構」というからくりを使っ

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 て、レバーを回すと、牛がねずみを追いか
碁を通じて友達の輪を広げます。 けるおもちゃを作ります。

《日時》1/11(月･祝)10:00～12:00 《日時》1/23(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)
《対象》小中学生とその保護者 《対象》幼児、小･中学生とその保護者

(高学年以上は児童のみでも参加可) (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《定員》①、②ともに先着親子6組まで

ください。 《備考》①と②は同じ内容です。
《問合》児童会館 ☎24-2434 《申込》1/9(土)～1/22(金)までに児童会館窓口

a または電話で申込
a 《問合》児童会館 ☎24-2434

《題名》もっくん教室 a

《内容》ティッシュと袋でふわふわのかわいい a
ウサギを作ります。 《題名》もっくん教室

《日時》1/13(水)①10:00～10:15、 《内容》くしゃくしゃにした色画用紙の袋で、動物

②10:30～10:45、③11:00～11:15 を作ります。手にはめて、パペットあそび

《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2) をします。

《対象》幼児とその保護者 《日時》2/3(水)①10:00～10:15、
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②10:30～10:45、③11:00～11:15 ※申込方法の詳細は、帯広市文化スポーツ
《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2) 　振興財団ホームページをご確認ください。
《対象》幼児とその保護者 《申込》2/1(月)までに申込
《定員》各回先着親子2組まで 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《備考》各回同じ内容です。 a
《申込》1/24(日)～2/3(水)までに児童会館窓口 a

または電話で申込 《題名》もっくん教室
《問合》児童会館 ☎24-2434 《内容》紙皿を使ってユラユラゆれるおひなさまを

a 作ります。
a 《日時》2/17(水)①10:00～10:15、

《題名》親と子のエンジョイ将棋 ②10:30～10:45、③11:00～11:15
《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、考 《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2)

える遊びの楽しさを体験するとともに、将 《対象》幼児とその保護者

棋を通じて友達の輪を広げます。 《定員》各回先着親子2組まで
《日時》2/13(土)10:00～12:00 《備考》各回同じ内容です。
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) 《申込》2/7(日)～2/17(水)までに児童会館窓口
《対象》小中学生とその保護者 または電話で申込

(高学年以上は児童のみでも参加可) 《問合》児童会館 ☎24-2434
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 a

ください。 a
《問合》児童会館 ☎24-2434 《題名》親子おもしろ教室

a 《内容》段ボールと糸で、くるくる回る体操をする
a 人形を作ります。

《題名》親子囲碁入門教室 《日時》2/27(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 《対象》幼児、小・中学生とその保護者
碁を通じて友達の輪を広げます。 (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)

《日時》2/14(日)10:00～12:00 《定員》①、②ともに先着親子6組まで
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) 《備考》①と②は同じ内容です。
《対象》小中学生とその保護者 《申込》2/13(土)～2/26(金)までに児童会館窓口

(高学年以上は児童のみでも参加可) または電話で申込
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《問合》児童会館 ☎24-2434

ください。 a
《問合》児童会館 ☎24-2434 a

a 《題名》森の寺子屋～雪の巻～
a 《内容》雪遊びや、冬の森歩きなどに挑戦します。

《題名》あそびの森のあしあとづくり 《日時》2/27(土)10:00～15:00
《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、薪 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1)

ストーブで暖を取りつつ、地図作りやかん 《対象》小学生
じき散歩など、ゆるりと森を楽しみます。 《定員》15名

《日時》2/14(日)10:00～15:00 《申込》1/26(火)～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1) 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
《定員》30名 a
《費用》100円 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 《題名》もっくん教室
《申込》1/26(火)～開催日の前日までに電話申込 《内容》紙皿とペットボトルのふたを使って動物の
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 顔をしたカスタネットを作ります。

a 《日時》3/3(水)①10:00～10:15、
a ②10:30～10:45、③11:00～11:15

《題名》みんなで楽しくリトミック教室(1、2歳) 《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2)
《内容》音感教育、生活習慣、情操教育など音楽を 《対象》幼児とその保護者

使って身体的・感覚的・知的に優れたこど 《定員》各回先着親子2組まで

もたちの育成を図ります。 《備考》各回同じ内容です。

《日時》2/16(火)10:30〜11:15 《申込》2/21(日)～3/3(水)までに児童会館窓口
《会場》藤丸 8階ふれんずぴあ または電話で申込
《対象》1、2歳児と保護者 《問合》児童会館 ☎24-2434
《定員》20組(抽選) a

《費用》1組500円
《備考》持ち物:動きやすい服装、タオル、飲料水
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a a
《題名》お父さんと一緒に体力向上教室 a

～年中・年長～ ◇　健康・スポーツ　◇
《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》令和2年度ゴルゲート練習会
していくことで将来各種スポーツするうえ 《内容》帯広市発祥のスポーツ「ゴルゲート」の練

で必要な身体能力を身につけます。 習会として、下記日程で施設の開放を行い

《日時》3/7(日)10:00〜11:00 ます。実施施設は、よつ葉アリーナ十勝、

《会場》帯広の森体育館 第2･第3体育室 帯広の森コミュニティーセンターです。冬
《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児とお父さん 季の運動不足解消に、是非ゴルゲートをお

(お母さんでも可) 楽しみください。
《定員》20組(抽選) 《日時》◎よつ葉アリーナ十勝:1/8(金)、1/22(金)、
《費用》1組500円 2/5(金)、2/19(金)、3/5(金)、3/10(水)、
《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服装、 3/12(金)各日13:00～16:00

飲料水、タオル ◎帯広の森コミュニティーセンター:

※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興 1/14(木)、1/21(木)、1/28(木)、2/4(木)、

　財団ホームページをご確認ください。 2/11(木)、2/18(木)、2/25(木)、3/4(木)、
《申込》2/1(月)までに申込 3/11(木)、3/18(木)、3/25(木)
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 各日13:00～15:30

a 《会場》よつ葉アリーナ十勝(サブアリーナ)/帯広
a の森コミュニティーセンター(大集会室)

《題名》もっくん教室 《備考》※各日程で練習会場を確保していますが、
《内容》糸電話の糸のかわりにホースを使った 　指導者等はついていませんので、各自

ホース電話を作ります。 　ルール・マナーを守りながら楽しく
《日時》3/10(水)①10:00～10:15、 　プレーしてください。

②10:30～10:45、③11:00～11:15 ※パークゴルフかゲートボールのスティック
《会場》児童会館 1階図書コーナー(緑ヶ丘2) 　をお持ちください。ボール、ゲート、ゲー
《対象》幼児とその保護者 　トホールは会場にご用意しています。
《定員》各回先着親子2組まで 《問合》スポーツ課 ☎65-4210
《備考》各回同じ内容です。 a
《申込》2/28(日)～3/10(水)までに児童会館窓口 a

または電話で申込 《題名》令和2年度ゴルゲート教室の開催
《問合》児童会館 ☎24-2434 《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
a 指導のもと、ゴルゲートを分かりやすく解

《題名》親と子のエンジョイ将棋 説します。
《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、 《日時》1/17(日)13:00～15:00

考える遊びの楽しさを体験するとともに、 《会場》帯広の森コミュニティーセンター

将棋を通じて友達の輪を広げます。 《定員》先着30名
《日時》3/13(土)10:00～12:00 《備考》パークゴルフかゲートボールのスティック
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) をお持ちください。ボール、ゲート、ゲー
《対象》小中学生とその保護者 トホールは会場にご用意しています。

(高学年以上は児童のみでも参加可) 《申込》1/12(火)までに申込
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《問合》帯広の森コミュニティーセンター ☎47-3974

ください。 a
《問合》児童会館 ☎24-2434 a

a 《題名》ＺＵＭＢＡ(ズンバ)2回目
a 《内容》ラテン系の音楽に合せて行うダンスフィッ

《題名》親子囲碁入門教室 トネスです。全身の筋トレ効果や有酸素
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、 運動・基礎代謝の向上にもなり、運動不足

考える遊びの楽しさを体験するとともに、 の解消を図る教室です。
囲碁を通じて友達の輪を広げます。 《日時》1/20〜3/10の毎週(水)10:15〜11:00の全8回

《日時》3/14(日)10:00～12:00 《会場》帯広の森体育館 第2体育室
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) 《対象》16歳以上の方
《対象》小中学生とその保護者 《定員》25名

(高学年以上は児童のみでも参加可) 《費用》4,000円
《備考》マスクを着用しての参加にご協力 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー

ください。 ツタオル・飲料水
《問合》児童会館 ☎24-2434 ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興

文化スポーツ

振興財団HP
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財団ホームページをご確認ください。 a
《申込》1/6(水)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》帯広の森体育館 ☎48-8912 ベリーショート ⑲

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。ターゲッ

《題名》からだ回復ピラティス(2回目) ト部位は脚部・全身です。
《内容》ストレス軽減や筋肉の緊張をほぐし、副交 《日時》2/5～26の毎週(金)10:00～10:45の全4回

感神経にリラックス効果を生み出し、更に 《会場》明治北海道十勝オーバル
筋肉のバランスを整え、姿勢を正し、骨盤 《対象》16歳以上の方
のゆがみの改善を図る教室です。 《定員》先着15名

《日時》1/21〜3/11の毎週(木)10:00〜11:00の全8回 《費用》2,000円
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回
《対象》16歳以上の方 毎）、運動着、タオル、飲料水
《定員》25名 《申込》1/28(木)までに申込
《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・スポー a

ツタオル・飲料水 a
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興 《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ
　財団ホームページをご確認ください。 ベリーショート ⑳ ～文化ホール～

《申込》1/6(水)までに申込 《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 ディメイクを目指すプログラム。ターゲッ

a ト部位は脚部・全身です。
a 《日時》2/8～3/1の毎週(月)19:00～19:45の全4回 

《題名》市民クロスカントリースキーツアー 《会場》帯広市民文化ホール
参加者募集 《対象》16歳以上の方

《内容》冬季スポーツの普及振興と健康維持増進の 《定員》先着15名
ため、クロスカントリースキーツアーを 《費用》2,000円
開催いたします。 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回

《日時》1/24(日)8:00～16:00 毎)、運動着、タオル、飲料水
《会場》集合場所:帯広市役所南側駐車場 《申込》1/29(金)までに申込

コース:然別湖・東雲湖 6kmコース 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
　　　(鹿追町・上士幌町) a

《対象》小学生以上の帯広市民 a
《定員》先着40名 《題名》Black Burnout adv. ワンコイン 
《備考》※入浴を希望される方は、入浴料金が必要 ～文化ホール～

　となります。 《内容》暗闇系フィットネスシリーズ。「Black
※スキーをお持ちでない方にはスキーを貸出 Burnout」のレベルアッププログラム。
　しておりますので、申し込みの際にお伝え Black Burnoutでの筋トレとステップ台を
　ください。(身長及び足のサイズ) 利用した有酸素運動を組み合わせたプログ

《申込》1/13(水)までに申込 ラムです。
《問合》スポーツ課 ☎65-4210 《日時》2/8(月)、2/15(月)、2/22(月)

a 各日20:15～21:00 ※1回完結 
a 《会場》帯広市民文化ホール

《題名》Black Burnout ⑬ 《対象》16歳以上の女性でBlack Burnoutの
《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇 受講経験がある方優先

の中で煌びやかなライトとダンスミュー 《定員》先着15名
ジックに合わせて筋トレ！ 4回を通して 《費用》1回500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、運動着、タオル、飲料水

《日時》2/4～25の毎週(木)10:00～10:45の全4回 《申込》12/29(火)～各開催の2日前までに申込。
《会場》明治北海道十勝オーバル それ以降はお問い合わせください
《対象》16歳以上の女性の方 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
《定員》先着10名 a
《費用》2,000円 a
《備考》持ち物:運動靴、運動着、タオル、飲料水 《題名》Black-AbCracks ワンコイン
《申込》1/27(水)までに申込 《内容》暗闇･煌びやかな光とアップテンポな音楽
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 の演出で気分を高めるエンターテイメント

a フィットネス。お腹周りに重点を置き腹筋
縦線を目指すプログラムです。

《日時》2/25(木)、 3/4(木)、3/11(木)、3/18(木)

文化スポーツ

振興財団HP
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各日19:00～19:45 ※1回完結 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
《会場》明治北海道十勝オーバル a
《対象》16歳以上の女性の方 a
《定員》先着10名 《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ
《費用》1回500円 ベリーショート ㉒
《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回 《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ

毎)、運動着、タオル、飲料水 ディメイクを目指すプログラム。ターゲッ
※必要に応じて運動靴 ト部位は脚部・全身です。

《申込》1/18(月)～各開催の2日前までに申込 《日時》3/5～26の毎週(金)10:00～10:45の全4回 
それ以降はお問い合わせください 《会場》明治北海道十勝オーバル

《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 《対象》16歳以上の方
a 《定員》先着15名
a 《費用》2,000円

《題名》Black Burnout ⑭ 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回
《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇 毎)、運動着、タオル、飲料水

の中で煌びやかなライトとダンスミュー 《申込》2/25(木)までに申込

ジックに合わせて筋トレ！ 4回を通して 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000

徐々に強度を上げていくプログラムです。 a
《日時》2/25～3/18の毎週(木)20:15～21:00の a

全4回 《題名》Black-AbCracks ワンコイン 
《会場》明治北海道十勝オーバル ～文化ホール～
《対象》16歳以上の女性の方 《内容》暗闇・煌びやかな光とアップテンポな音楽
《定員》先着10名 の演出で気分を高めるエンターテイメント
《費用》2,000円 フィットネス。お腹周りに重点を置き腹筋
《備考》持ち物:運動靴、運動着、タオル、飲料水 縦線を目指すプログラムです。
《申込》2/18(木)までに申込 《日時》3/8(月)、3/15(月)、3/22(月)、3/29(月)
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 各日19:00～19:45 ※1回完結 

a 《会場》帯広市民文化ホール
a 《対象》16歳以上の女性の方

《題名》ヨガ⑨ 《定員》先着15名
《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法とポーズを 《費用》1回500円

学び、身体の柔軟性を高めます。少ない回 《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回

数の中で、ゆったりと身体を動かすことを 毎)、運動着、タオル、飲料水 

目的とした内容です。 ※必要に応じて運動靴
《日時》3/2～23の毎週(火)A:19:00～20:00、 《申込》2/1(月)～各開催の2日前までに申込。

B:20:30～21:30の全4回  それ以降はお問い合わせください
《会場》明治北海道十勝オーバル 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
《対象》16歳以上の方 a
《定員》先着各15名 a
《費用》2,000円 《題名》Black Burnout adv. ワンコイン 
《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回 ～文化ホール～

毎)、運動着、タオル、飲料水 《内容》暗闇系フィットネスシリーズ。「Black
《申込》2/22(月)までに申込 Burnout」のレベルアッププログラム。
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 Black Burnoutでの筋トレとステップ台を

a 利用した有酸素運動を組み合わせたプログ

a ラムです。
《題名》誰でもできる！自重で作るしなやかボディ 《日時》3/8(月)、3/15(月)、3/22(月)、3/29(月)

ベリーショート ㉑ 各日20:15～21:00 ※1回完結 
《内容》自身の重さ(体重)を負荷とし、トータルボ 《会場》帯広市民文化ホール

ディメイクを目指すプログラム。ターゲッ 《対象》16歳以上の女性でBlack Burnoutの
ト部位は脚部･全身です。 受講経験がある方優先

《日時》3/3～24の毎週(水)20:00～20:45の全4回 《定員》先着15名

《会場》明治北海道十勝オーバル 《費用》1回500円

《対象》16歳以上の方 《備考》持ち物:運動靴、運動着、タオル、飲料水

《定員》先着15名 《申込》2/1(月)～各開催の2日前までに申込。

《費用》2,000円 それ以降はお問い合わせください
《備考》持ち物:ヨガマット(有料レンタル50円/回 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000

毎)、運動着、タオル、飲料水 a

《申込》2/23(火)までに申込 a
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《問合》百年記念館 ☎24-5352
《題名》第28回市民ゴルゲート大会 a
《内容》帯広で生まれたスポーツ「ゴルゲート」を a

通じて、冬期間の運動不足の解消や、ス 《題名》帯広市民大学講座「ちがうからこそ楽し

ポーツを通じての仲間との交流機会を設け い！南の楽園フィジーから学べること」

ることで、明るく元気な町“帯広”を盛り 《内容》金清加奈子 氏(青年海外協力隊元フィジー

上げることを目的としています。 隊員)を講師に、フィジーでの国際協力活
《日時》3/13(土)受付9:00～、開始9:30～ 動を通して得た経験や、海外で働くことの
《会場》よつ葉アリーナ十勝　メインアリーナ 楽しさをお伝えし、海外事情や多文化への
《対象》帯広市民 理解を深めます。
《定員》先着100名 《日時》1/27(水)18:30～20:00
《備考》パークゴルフかゲートボールに使用する 《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室

スティックをご持参ください。 《定員》先着70名

(ボールは事務局でご用意いたします) 《申込》前日までに電話もしくはネットで申込
《申込》3/9(火)までにスポーツ課へ申込 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192
《問合》スポーツ課 ☎65-4210 a

a a
a 《題名》ロビー展「ひな人形展」

◇　文化・歴史・芸術　◇ 《内容》当館所蔵のひな人形を展示します。
a 《日時》2/13(土)～3/7(日)9:00～17:00

《題名》「第39回郷土美術展」の開催 《会場》百年記念館(緑ヶ丘2)
《内容》十勝管内で絵画、工芸などの創造活動をさ 《問合》百年記念館 ☎24-5352

れている方々の作品を一堂に集めた、展覧 a
会を開催します。 a

《日時》1/15(金)～1/31(日)9:30～17:00 《題名》ロビー展「デッサン教室作品展」
※最終日は15:30まで。 《内容》「楽しくデッサン教室」受講生の作品を

《会場》百年記念館(緑ヶ丘2) 展示します。
《問合》百年記念館 ☎24-5352 《日時》2/14(日)～3/7(日)9:00～17:00

a 《会場》百年記念館(緑ヶ丘2)
a 《問合》百年記念館 ☎24-5352

《題名》ロビー展「動画で旅する十勝の歴史」 a

《内容》昭和に記録された動画から、帯広・十勝の a
歩みをひもときます。 《題名》博物館講座「民俗学への誘い」

《日時》1/16(土)～2/7(日)9:00～17:00 《内容》日本各地を訪ね歩いて調べた、近代化する

《会場》百年記念館(緑ヶ丘2) 前の庶民の暮らしぶりについて紹介

《問合》百年記念館 ☎24-5352 します。

a 《日時》2/20(土)14:00～16:00

a 《会場》帯広百年記念館 2号室

《題名》JAZZ　FES(ジャズフェス) 《定員》先着50名
《内容》気軽にジャズを聴くことができる新春 《申込》2/2(火)～2/19(金)までに電話申込

ジャズフェスティバルです！ 《問合》百年記念館 ☎24-5352
《日時》1/17(日)12:00開場、13:30～19:30 a
《会場》とかちプラザ 2階レインボーホール a
《定員》先着175名 《題名》後期陶芸講座修了作品展
《費用》前売券3,500円、当日券4,000円、 《内容》「後期陶芸講座」受講生の作品を展示

高校生以下は無料 します。

《申込》とかちプラザへお申し込みください。 《日時》2/23(火)～3/3(水)9:30～16:30
《問合》とかちプラザ ☎22-7890  ※2/23は12:00から、3/3は11:00まで。

a 《会場》百年記念館(緑ヶ丘2)
a 《問合》百年記念館 ☎24-5352

《題名》博物館講座 a
「十勝川流域とオホーツク文化」

《内容》十勝で見つかるオホーツク文化系遺物
から、古代の道東における地域間交流を
考えます。

《日時》1/18(土)14:00～15:30

《会場》帯広百年記念館 2号室

《定員》先着50名
《申込》1/5(火)～1/15(金)までに電話申込

中 止
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a
《題名》博物館講座

「学芸員のしごと　学芸活動報告会」

《内容》当館の学芸スタッフが、令和2年度に
行った調査研究成果などを発表します。

《日時》3/13(土)14:00～16:00

《会場》帯広百年記念館 2号室

《定員》先着50名
《申込》3/2(火)～3/12(金)までに電話申込
《問合》百年記念館 ☎24-5352

a
a

《題名》森の文化展

《内容》市民から寄せられた森の写真や、絵、俳句
などの作品を展示します。作品の出展も
募集中です。
詳しくはお問い合わせください。

《日時》3/14(日)～3/28(日)

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1)
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

a
a

《題名》帯広の森・はぐくーむ活動報告会
《内容》はぐくーむのこれまでの活動の記録や変化

をスライドで振り返ります。
《日時》3/21(日)14:00～15:30
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地1)
《備考》小学生以下は保護者同伴
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

a
a

◇　暮らし　◇
a

《題名》令和3年帯広市成人の集いの開催延期について
《内容》　帯広市では「令和3年帯広市成人の集い」

を新型コロナウイルス感染症拡大防止策を
行ったうえで、令和3年1月10日(日)に実施
する方向で準備を進めてきました。しかし、
現在、十勝を含む道内の感染が急増し、

本格的な冬を迎えるにあたって感染が更に
拡大することも憂慮されるため、新成人の

皆さんの健康と安全を考慮した結果、
開催を延期することとしました。
　開催時期については、令和3年8月を予定
しており、詳細が決定次第、対象者に案内
文書を送付させていただくと共に、帯広市
ホームページにも情報を掲載いたします。
　なお、今後の新型コロナウイルス感染症
の感染状況を考慮し、開催を中止する可能
性もあることをご了承ください。

《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192
a
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帯広銀陶会とは… 

百年記念館で行っている陶芸教室等で陶芸の

基礎を身につけた方向けの陶芸サークルです。会

ができて今年で38年になります。技法、種類を問

わず、自分の作りたい作品を自由に作っています。 

現在の会員数は20名ほど。毎月第1木・金曜日の

9：00～17：00まで百年記念館で活動しています。

会長の柴田さんに、お話を伺いました。 

動していて楽しいこと▶▶▶百年記念館で定期的に活動している陶芸サ

ークルは現在４つあるのですが、帯広銀陶会はその中では人数の少ない団

体です。 

会全体として、こうしたものを作ろう

といった方針はなく、会員それぞれが作りたいもの

を自由に作っています。人数が少ない分まとまりが

よく、楽しく和気あいあいと作業しています。月に

１回の活動時に作品を作ることはもちろん楽しい

のですが、共通の趣味で

つながっている会員同士

でおしゃべりしたり、お

昼ごはんを食べたりとい

ったことがとても楽しいです。  

活 

学ぶ って 

今回は、 

帯
おび

広
ひろ

銀
ぎん

陶
とう

会
かい

 

会長 柴
し ば

田
た

 八
や

江
え

さん 

を Pick Up！ 

帯広銀陶会 会長 柴田八江さん 
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労すること▶▶▶ほんとうに楽しく活動しているので、サークル活動する

上での苦労はないです。７年ほど会長をさせてもらっていますが、皆さん

とても協力的でスムーズに会を運営できています。陶芸をする上では、思

った通りの作品ができないということが苦労といえるかもしれません。た

だ、陶芸をする喜びは、自分の思った通りの作品がほとんどできない中でたまにすご

い作品ができてしまうこと。これを味わうと、陶芸はやめ

られないです。 

れからのこと▶▶▶現在、会員は30～80代まで

幅広い年代の方がいますが、陶芸は体力を使う

趣味なので、若い方に陶芸の魅力をもっと知っ

てほしいと思っています。まず、百年記念館で

行っている陶芸教室を体験してみてください。きっと陶

芸の楽しさを知ってもらえると思います。 

お話を伺って…お話を伺った当日は12月の活動日だったのですが、会長の柴田さん

をはじめ、どなたもとても明るく、楽しく、作業してらっしゃいました。陶芸の作業

は個人で行うものですが、ほかの方の作業の様子を参考にしたり、お互いの近況につ

いてお話をしたり、年内最後だからと顔を見せに寄った会員の方がい

たりと、会が長く続いていることがよくわかる風景でした。 

百年記念館には、電気とガス、合わせて３台の窯があり、作品を焼

成することができます。今年度の陶芸教室の募集は終了していますが、

前期・後期陶芸教室のほかに夜間の教室や親子陶芸教室等もあります

ので、新年度はチェックしてみてください。 

◎後期陶芸講座終了作品展のお知らせ◎ 

「後期陶芸講座」受講生の作品を展示します。 

【日時】2/23(火)～3/3(水)9：30～16：30 

※2/23は12：00から、3/3は11：00まで。 

【場所】百年記念館 

【問合】百年記念館 ℡ 24-5352  

苦 

こ 
窯入れを待つ作品たち 
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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 

生涯学習文化課 

080-8670 
西5条南7丁目1 

帯広市役所 

65-4192/23-6142 
土日・祝日 

※12/29(火)～1/3(日)休み 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)  

※12/28(月)～1/4(月)休み 

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 

※12/28(月)～1/4(月)休み 

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) 

※12/28(月)～1/4(月)休み 

おびひろ動物園 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2437/24-2439 
1・2月は土･日･祝日の開園 

※1/1(金)～1/3(日)休み 

帯広市畜産物加工研修センター 080-2336 八千代町西4線194番地 (電話)60-2514 
月曜日(祝日の場合は翌日) 

※12/28(月)～1/4(月)休み 

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 36-8095/67-5720 

水曜日(祝日の場合は翌日) 

※12/29(火)～1/3(日)休み 

帯広競馬場 

(ばんえい振興課) 
080-0023 西13条南9丁目 34-0825/36-4618 火曜日・水曜日 

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) 

※12/28(月)～1/4(月)休み 

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) 

※12/28(月)～1/4(月)休み 

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) 

※12/29(火)～1/3(日)休み 

帯広の森コミュニティーセンター 080-0837 空港南町南11線43番地 (電話)47-3974 
火曜日 

※12/29(火)～1/3(日)休み 

よつ葉アリーナ十勝 080-0030 大通北1丁目1番地1 22-7828/22-7827 
毎月第3月曜日 

(祝日の場合は翌日) 

※12/31(木)～1/3(日)休み 

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 
①火曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

※12/29(火)～1/3(日)休み 

明治北海道十勝オーバル 49-4000/47-9191 
①月曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

※12/31(木)～1/2(土)休み 
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