
ご自由にお持ち帰りください
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《対象》十勝管内在住又は通勤・通学されている方

◇　趣味・教養　◇ 《備考》●応募方法:FAX、メール、郵送、持参、
a 市HPの専用ページからご応募ください

《題名》外国人講師派遣事業 （1名につき3作品まで）。また、とかち
《内容》十勝に在住している外国人の母国について プラザ女性情報コーナーに応募箱を設置

学びませんか。料理や国紹介、あそびなど しています。
を通じて様々な国の文化を紹介します。日 ●選考:一般投票と選考委員による審査で
本語でコミュニケーションを取ることが難 決定します。
しい講師の場合は、通訳ボランティアを紹 ●賞:最優秀賞1点、優秀賞2点、入選3点
介します。 （賞状と図書カードを贈呈）

《日時》4/15(水)～令和3年3/15(月) 《申込》7/31(金)までに応募先に提出

《会場》森の交流館・十勝または市内公共施設 ●受付窓口:市役所3階市民活動課男女共同

9:00～21:00のうちで2時間以内 参画係　●FAX:23-0156

《対象》帯広市民おおむね10名以上を含む営利を目 ●メールアドレス:danjyo@city.obihiro

的としないグループ .hokkaido.jp

《費用》講座にかかる諸費用(会場費、材料費等) ●住所:〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
は、申請者負担。講師に対する謝礼は、自 《問合》市民活動課 ☎65-4134
主的活動グループが申請する場合、年間2 a

回まで帯広市が負担します。
《申込》開催日の3週間前まで 《題名》普通救命講習の定期開催
《問合》森の交流館・十勝 ☎34-0122 《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、

a AEDの使い方など心肺蘇生法を習得しま
a す。

《題名》【放送大学】2020年度第2学期(10月入学) 《日時》①7/9(木) ②8/9(日) ③8/23(日) 
学生募集 ④9/9(水) ⑤9/27(日)

《内容》放送大学は、BSテレビ・ラジオ、インター ※いずれも時間帯は13:30～16:30です。
ネットで授業を行う通信制の大学です。働 《会場》①②④とかち広域消防局庁舎 3階 
きながら学んで大学を卒業したい、学びを (西6条南6丁目3-1)
楽しみたいなど、様々な目的で幅広い世代 ③⑤帯広消防署柏林台出張所
の方が学んでいます。とかちプラザ内にあ (柏林台西町2丁目2)
る帯広学習室にて、放送授業を視聴できる 《対象》帯広在住または帯広に勤務する方
ほか、放送授業のDVD等の貸し出しも行っ 《定員》①②④先着各15名、③⑤先着各8名
ておりますので、自宅でマイペースに学習 《申込》いずれも開催日の1週間前まで

できます。募集要項は、市庁舎・とかちプ 《問合》帯広消防署 救急課 ☎26-9132
ラザにて無料で配付しています。 a

《日時》第1回:6/10(水)～8/31(月) a

第2回:9/1(火)～9/15(火) 《題名》夜の裏側探検隊参加者募集
《対象》入学する年度の初めにおいて満15歳以上 《内容》夜の動物園で動物たちはどのように過ごし

の方 ているのでしょう？夜の裏側探検隊では、
《定員》学生の種類により異なります 普段見ることのできない寝室で過ごす動物
《費用》学生の種類により異なります たちの様子や夜行性動物を観察します。今
《申込》〒261-8586　千葉県千葉市美浜区若葉2-11 回はホッキョクグマ、エゾタヌキ、アメリ

放送大学本部 ☎043-276-5111　 カビーバー、アカカンガルーの動物舎を
※インターネットでの出願も受け付けて 見学します。
  おります。(http://www.ouj.ac.jp) 《日時》8/23(日)18:30～20:00

《問合》〒060-0817　北海道札幌市北区北17条西8 《会場》おびひろ動物園
丁目　放送大学北海道学習センター 《対象》なし(ただし、小学生以下は保護者同伴のこと)

(北海道大学構内) ☎011-736-6318 《定員》20名(応募者多数の場合は抽選)
《備考》1回の応募で1日1組応募できます。

a 《申込》7/23(木)～8/6(木)までに、はがきに以下を
《題名》第19回「女と男の一行詩」募集について 記載し郵送またはホームページからご応募
《内容》「女性の活躍」「男性の家庭や地域への参 ください。

画」など、《男女共同参画》をテーマとし ・代表者氏名(ふりがな)・代表者年齢
た一行詩を募集します。家庭や地域、学校 ・代表者住所・郵便番号・代表者電話番号
や職場などで日頃感じる想いなどを自由に ・緊急時連絡先
表現してください。「一行詩」とは、俳 ・参加者全員の氏名(ふりがな)と年齢
句や短歌などのような季語や字数に制約が 《問合》〒080-0846　帯広市緑ヶ丘2番地　
ない川柳のようなものです。 おびひろ動物園「夜の裏側探検隊」係

《日時》6/23(火)～7/31(金) ☎24-2437
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《題名》 実技救命講習の定期開催
《題名》ソーセージ作り体験研修 《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、

(プレーンほか全3種、約700グラム) AEDの使い方など心肺蘇生法を習得しま
《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施してい す。

ます。自分で作ったソーセージをその日に 《日時》①7/19(日)②8/19(水)③9/19(土) 
持ち帰って食べられます。 ※いずれも時間帯は18:30～20:30です。

《日時》①7/12(日)②8/9(日)③9/13(日) 《会場》帯広消防署 南出張所
※いずれも時間帯は10:00～14:00です。 (西17条南41丁目)

《会場》帯広市畜産物加工研修センター 《対象》帯広在住または帯広に勤務する方で、イン
(八千代町西4線198番地) ターネットで簡単に受講できる応急手当

《定員》先着各10名 WEB講習を受講した方
《費用》2,200円 《定員》先着各9名
《備考》エプロン、ハンカチ、三角巾、マスクをご 《問合》帯広消防署 救急課 ☎26-9132

用意ください。また、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 a

用ください。 《題名》第32回「帯広市野草園の花」作品展 
《申込》①7/3(金)②7/31(金)③9/4(金)までに 作品募集と作品展のご案内

電話申込 《内容》帯広市野草園に咲く野草や樹木の写真、絵
《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514 手紙を募集します。応募作品は市民ホール

a で開催する作品展で展示します。
《日時》募集期間:7/21(火)～8/14(金) 

《題名》博物館講座「十勝の遺跡語り　浦幌町新吉 作品展:8/24(月)～8/28(金)9:00～17:00　
野台細石器遺跡の巻」 ※最終日は16:30まで

《内容》なぜ、少し風変わりな名前の遺跡で、十勝 《会場》作品展:市庁舎 1階(市民ホール)
で初めての学術的な発掘調査が行われたの ☎24-4111
か。その歴史的背景について紹介します。 《備考》応募作品の規格:写真は、キャビネット判

《日時》7/18(土)14:00～16:00 以上で1名につき20点まで。絵手紙は、は
《会場》帯広百年記念館 2号室 がきサイズで何点でも応募できます。
《定員》先着25名 《申込》作品は、電話で連絡の上、直接児童会館へ
《申込》7/2(木)～7/17(金)までに電話申込 お持ちください。
《問合》百年記念館 ☎24-5352 《問合》児童会館 ☎24-2434

a a
a a

《題名》チーズ作り体験 《題名》体験教室「つくってみよう！縄文土器」
(ゴーダチーズ、約1キログラム) 《内容》北海道最古の縄文土器をモデルにした土器

《内容》地場産の生乳を使った加工体験を2日間の づくりを行います。
日程で実施しています。自分で作ったチー 《日時》形づくり:7/25(土)10:00～15:00　
ズを持ち帰ることができます。熟成後に食 野焼き:8/9(日)10:00～15:00
べられます。 《会場》7/25(土):帯広百年記念館

《日時》①7/18(土)、7/19(日) ②8/1(土)、8/2(日) 8/9(日):植村直己野外学校(八千代町西1線
③8/15(土)、8/16(日) ④8/29(土)、8/30(日) 　　　　165番地) ※現地集合・解散
⑤9/5(土)、9/6(日)　 ⑥9/19(土)、9/20(日) 《対象》小学生以上
⑦10/3(土)、10/4(日) 　 《定員》先着12名
※どのコースも、(土)は10:00～16:00、 《費用》500円(材料代)
　(日)は10:00～10:30の日程です。 《備考》●持ち物・服装 7/25(土):汚れても良い服

《会場》帯広市畜産物加工研修センター 装、タオル、8/9(日):長袖・長ズボン・
(八千代町西4線198番地) 帽子、お弁当、飲み物、軍手(化学繊維で

《定員》先着各8名 はないもの)、タオル
《費用》3,000円 《申込》7/2(木)～7/17(金)までに電話申込
《備考》エプロン、ハンカチ、三角巾、マスクをご 《問合》百年記念館 ☎24-5352

用意ください。また、昼食や飲み物は各自 a

ご用意いただくか、カウベルハウスをご利 a

用ください。 《題名》ソーセージ作り体験（約250グラム）
《申込》それぞれ①7/10(金)、②7/24(金)、③8/7(金) 《内容》地場産の肉を使った加工体験を実施してい

④8/21(金)、⑤8/28(金)、⑥9/11(金)、 ます。自分で作ったソーセージをその日に
⑦9/25(金)までに電話申込 持ち帰って食べられます。

《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514 《日時》①7/26(日)②8/23(日)③9/27(日)
※いずれも時間帯は10:00～14:00です。
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《会場》帯広市畜産物加工研修センター 《対象》なし
(八千代町西4線198番地) (ただし、小学生以下は保護者同伴のこと)

《定員》先着各20名 《定員》15名(応募者多数の場合は抽選)
《費用》1,000円 《申込》7/30(木)～8/13(木)までに、はがきに以下
《備考》エプロン、ハンカチ、三角巾、マスクをご を記載し郵送またはホームページからご応

用意ください。 また、昼食や飲み物は各自 募ください。・代表者氏名(ふりがな)・
ご用意いただくか、カウベルハウスをご利用 代表者年齢・代表者住所・郵便番号・代表
ください。 者電話番号・緊急時連絡先・参加者全員の

《申込》①7/17(金)②8/14(金)③9/18(金)までに 氏名(ふりがな)と年齢
電話申込 《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 おびひろ

《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514 動物園「おびZoo寺子屋」係 ☎24-2437
a a

a
《題名》博物館講座「鳥の旅路をさがせ！ 《題名》博物館講座

～全道ガン類フライウェイ調査～」 「マガモ1万キロの旅～カモ類標識調査～」
《内容》北海道を経由して日本とロシアを行き来す 《内容》十勝地方のカモ類への標識調査でわかった

るマガン等の全道一斉調査の成果を紹介し 渡りや生態を紹介します。
ます。 《日時》9/5(土)14:00～16:00

《日時》8/8(土)14:00～16:00 《会場》帯広百年記念館 2号室
《会場》帯広百年記念館 2号室 《定員》先着25名
《定員》先着25名 《申込》8/29(土)～9/4(金)までに電話申込
《申込》8/1(土)～8/7(金)までに電話申込 《問合》百年記念館 ☎24-5352
《問合》百年記念館 ☎24-5352 a

a
a 《題名》おびZoo寺子屋～ゴマフアザラシ編～

《題名》特別企画展「カモ・1万キロの旅」 参加者募集   
《内容》十勝の調査でわかったカモ科鳥類の渡りを 《内容》知っているつもりでも知らない事の多い動

中心に、分類や生態をふくめて紹介しま 物のアレコレを見て触れて感じてみましょ
す。 う。今回はゴマフアザラシについて学びま

《日時》8/8(土)～9/13(日)9:00～16:30 す。
《会場》帯広百年記念館 特別展示室 《日時》9/12(土)13:30～14:30
《問合》百年記念館 ☎24-5352 《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》1日飼育係参加者募集 《定員》15名(応募者多数の場合は抽選)
《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す 《申込》8/13(木)～8/27(木)までに、はがきに以下

ることで、動物園動物や野生動物との向き を記載し郵送またはホームページからご応
合い方、動物園の役割などを考えてみま 募ください。・代表者氏名(ふりがな)・
しょう。 代表者年齢・代表者住所・郵便番号・代表

《日時》8/22(土)10:00～15:15 者電話番号・緊急時連絡先・参加者全員の
《会場》おびひろ動物園 氏名(ふりがな)と年齢
《対象》中学生以上 《問合》〒080-0846　帯広市緑ヶ丘2番地　おびひ
《定員》4名 ろ動物園「おびZoo寺子屋」係 ☎24-2437
《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入 a

園料が掛かります) a
《申込》7/23(木)～8/6(木)までに、はがきに以下 《題名》1日飼育係参加者募集

を記載し郵送またはホームページからご 《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す
応募ください。・氏名(ふりがな)・性別・ ることで、動物園動物や野生動物との向き
郵便番号・住所・電話番号・緊急時連絡先 合い方、動物園の役割などを考えてみま

《問合》〒080-0846　帯広市緑ヶ丘2番地　 しょう。
おびひろ動物園「1日飼育」係 ☎24-2437 《日時》9/13(日)10:00～15:15

a 《会場》おびひろ動物園
a 《対象》中学生以上

《題名》おびZoo寺子屋～フラミンゴ編～参加者募集 《定員》4名
《内容》知っているつもりでも知らない事の多い動 《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入

物のアレコレを見て触れて感じてみましょ 園料が掛かります)
う。今回はフラミンゴについて学びます。 《申込》8/13(木)～8/27(木)までに、はがきに以下

《日時》8/30(日)13:30～14:30 を記載し郵送またはホームページからご応
《会場》おびひろ動物園 募ください。・氏名(ふりがな)・性別・
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郵便番号・住所・電話番号・緊急時連絡先 《日時》7/25(土)～7/26(日)、8/1(土)～8/2(日)
《問合》〒080-0846　帯広市緑ヶ丘2番地　 9:00～21:00

おびひろ動物園「1日飼育」係 ☎24-2437 《会場》おびひろ動物園
《備考》中学生以下無料・高校生以上有料

※コロナ対策により中止の可能性あり
《題名》収蔵美術作品展 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437

「現代書展　書は何を見つめてきたか」
《内容》比田井天来や長沼透石など現代作家の作品

を紹介します。 ◇　子ども・子育て　◇
《日時》9/20(日)～10/11(日)9:00～17:00 a

(入場16:30まで) 《題名》小学生の一日飼育係参加者募集
《会場》帯広百年記念館 特別展示室 《内容》動物のお部屋の掃除や観察など、飼育員に
《問合》百年記念館 ☎24-5352 はエサやり以外の仕事もたくさんありま

a す。飼育員の引率のもと、2人1組のグルー
a プで飼育体験をしてみましょう。

《題名》連続講座「十勝の古文書を読む」 《日時》8/1(土)10:00～14:30
《内容》十勝の古文書の読解と整理の仕方を学びま 《会場》おびひろ動物園

す。 《対象》小学4～6年生
《日時》9/27(日)、10/11(日)、10/25(日)、11/8(日) 《定員》8名(応募者多数の場合は抽選)

14:00～16:00 《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入
《会場》帯広百年記念館 2号室 園料が掛かります。)
《申込》9/26(土)までに電話申込 《申込》7/2(木)～7/16(木)までに、郵便はがきに
《問合》百年記念館 ☎24-5352 以下を記載し郵送またはホームページから

a ご応募ください。・氏名(ふりがな)・学
a 校名・学年・性別・郵便番号・住所・電話

《題名》楽しくデッサン教室受講生の募集 番号・保護者氏名・緊急時連絡先
《内容》楽しみながら絵画を学ぶ「楽しくデッサン 《問合》〒080-0846　帯広市緑ヶ丘2番地　おびひ

教室」の受講生を募集します。 ろ動物園「小学生の一日飼育係」係
《日時》10/3(土)、10/10(土)、10/17(土)、10/24(土)  ☎24-2437

13:30～15:30 a
《会場》帯広百年記念館 3号室 a
《対象》十勝管内在住の小学4年生以上 《題名》親子ハーバリウム教室
《定員》先着10名 《内容》親子を対象とした教室を開催します。
《費用》500円 《日時》8/1(土)10:30～12:00
《申込》9/1(火)～9/20(日)までに電話申込 《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」
《問合》百年記念館 ☎24-5352 (西22条南6丁目6番地2)

a 《対象》親子
a 《定員》先着10組

◇　レジャー　◇ 《費用》1,650円(材料費込)
a 《備考》持ち物:筆記用具・ハサミ・ゴミ袋(小)・

《題名》海の日イベント～動物たちに氷のプレゼン おしぼり 
ト～の開催について ※お子様が2名以上参加の時は別途受講料が

《内容》海の日に際し、飼育動物に果物の入った氷 　かかります。
などの特別メニューを給餌します。対象予 《申込》7/25(土)までにサラダ館へ電話または
定動物はニホンザル、チンパンジー、ホッ FAXで申込　FAX:67-5720
キョクグマ、アムールトラです。 《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」

《日時》7/23(木)11:00～14:30 ☎36-8095
《会場》おびひろ動物園 a

《備考》動物の体調や天候などによって変更になる a

場合もありますので、当日、正門・南門の 《題名》親子七宝教室
掲示板または公式ブログのスポットガイド 「ブローチ・ペンダントを作ろう」
予定表をご覧ください。 《内容》親子でブローチやペンダント作りに挑戦し

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 てみませんか。
a 《日時》8/1(土)10:00～12:00
a 《会場》帯広百年記念館 3号室

《題名》よるの動物園(夜間開園) 《対象》お子様が保育園・幼稚園の年長以上の親子
《内容》開園時間を夜9時まで延長します。普段は ※十勝管内に住んでいる方に限ります。

見られない、夜の動物たちの姿を見に来て 《定員》先着6組12名
ください。 《費用》参加費:1組300円
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材料費:1名あたり400円～1,000円 4.電話番号 5.性別 6.小学校名(学年) 
《備考》持ち物:エプロンまたは汚れても良い服装 ●返信表 返送先　●返信裏 未記入
《申込》7/2(木)～7/17(金)までに電話申込 《問合》児童会館 ☎24-2434
《問合》百年記念館 ☎24-5352

a
a 《題名》親子で飼育体験参加者募集

《題名》親子草木染め教室 《内容》飼育員のお仕事を親子で体験してみません
《内容》親子を対象とした教室を開催します。 か？ お掃除・エサやり・観察を通じて、
《日時》8/2(日)10:00～11:00 動物園で働く飼育員の世界を見てみま
《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 しょう。

(西22条南6丁目6番地2) 《日時》9/27(日)10:00～12:00
《対象》親子 《会場》おびひろ動物園
《定員》先着10組 《対象》小学1～3年生とその保護者(1組2名まで)
《費用》1,650円(材料費込) 《定員》4組(応募者多数の場合は抽選)
《備考》持ち物:筆記用具・エプロン・厚手手袋 《申込》8/27(木)～9/10(木)までに、はがきに以下

(親のみ)・広口の空きビン を記載し郵送またはホームページからご応
※お子様が2名以上参加の時は別途受講料が 募ください。・氏名(ふりがな)・学校名・
　かかります。 学年・性別・郵便番号・住所・電話番号・

《申込》7/25(土)までにサラダ館へ電話または 保護者氏名・緊急時連絡先
FAXで申込　FAX:67-5720 《問合》〒080-0846　帯広市緑ヶ丘2番地　

《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 おびひろ動物園「親子で飼育体験」係 
☎36-8095 ☎24-2437

a
《題名》親子押し花教室 ◇　文化、歴史、芸術　◇
《内容》親子を対象とした教室を開催します。 a
《日時》8/2(日)10:30～11:30 《題名》「大ホールでスタインウェイを弾いてみよ
《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 う！」のご案内

(西22条南6丁目6番地2) 《内容》ピアノを習っている子どもたちに世界最高
《対象》親子 峰のピアノ、スタインウェイを体験しても
《定員》先着10組 らうために開催します。今年度は毎月1回
《費用》1,650円(材料費込) 開催予定です。開催日や申込日は(一財)帯
《備考》持ち物:筆記用具・ハサミ・ゴミ袋(小)・ 広市文化スポーツ振興財団のHPにて公表し

おしぼり ています。
※お子様が2名以上参加の時は別途受講料が 《会場》帯広市民文化ホール 大ホール
　かかります。 《対象》帯広・十勝でピアノを習っている小中高生

《申込》7/25(土)までにサラダ館へ電話または 《定員》先着10組
FAXで申込　FAX:67-5720 《費用》1区分50分、1組500円

《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 《備考》1組でピアノを弾ける人数は3名まで。演奏
☎36-8095 会の練習、連弾、ヴァイオリンなど(他の

楽器)とのアンサンブル、使用スタイルは
a 自由です。弾きたい曲の楽譜などをお持ち

《題名》理科クラブ員の募集 ください。親御さんの見学、付添は可能で
《内容》学校の授業では味わえないような実験や体 す。 

験をすることにより、科学への興味や関 《申込》申込期間に電話申込
心、知的探求心を育てます。 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111

《日時》9/26(土)～2/20(土)のうち各月1～2回 a
9:30～11:30 ※10/3(土)は9:30～15:00

《会場》児童会館 《題名》アイヌ文化交流会
《対象》十勝管内在住の小学4～6年生 ～世界の先住民の国際デー～ 
《定員》抽選10名 《内容》アイヌの伝統工芸品や、文化・歴史パネル
《費用》3,100円(保険料含む) の展示のほか、アイヌ民族に関するDVDの
《申込》8/11(火)～8/21(金)の期間中、往復はがき 上映等を行います。開会式では、国の重

に必要事項を記入の上、郵送でご応募くだ 要無形民俗文化財に指定されているカムイ
さい。お申込みは申込期限必着で、1名に トウウポポ保存会のみなさんが民族舞踊を
つき1通です。 披露します。
≪往復はがきの記載要領≫ 《日時》8/22(土)13:00～18:00
●往信裏 1.「理科クラブ申し込み」 8/23(日)9:30～16:00
2.住所及び郵便番号 3.氏名(ふりがな) 《会場》とかちプラザ 1階アトリウム
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《備考》開会式は8/22(土) 13:00～ を介護しているご家族が気軽に参加できる
《問合》地域福祉課 ☎65-4146 場所で、介護を終えた人も参加可能です。

a 《日時》①7/30(木)13:30～15:00 ②8/27(木)
a 13:30～15:00 ③9/24(木)13:30～15:00

《題名》第386回帯広百年記念館ロビーコンサート 《会場》グリーンプラザ(公園東町3)
「アナホルン プチ LIVE」四重奏をメイン 《費用》100円
としたホルンアンサンブルコンサート 《問合》地域福祉課 ☎65-4113

《内容》皆さんご存じのジブリ映画のメドレー曲を a
中心とした楽しいホルンアンサンブルコン
サートです。 《題名》認知症サポーター養成講座の開催

《日時》8/23(日)18:00～18:30 《内容》認知症について正しく理解し、地域で認知
《会場》帯広百年記念館ロビー 症の人とその家族を見守る応援者を養成し
《定員》先着30名 ます。認知症の症状などの基本的な知識や
《問合》百年記念館 ☎24-5352 認知症の方への接し方などを学びます。

《日時》8/7(金)13:30～15:00
《会場》花園福祉センター(公園東町3)

《題名》(令和2年度アートシアター鑑賞事業) 《対象》帯広市民または帯広市内に通学、通勤して
よったり寄ったり競演会～東と西の落語～ いる方

《内容》東西人気落語家による公演を開催します。 《定員》先着15名
出演:笑福亭生喬、桂雀々、古今亭菊之 《備考》講座受講後は認知症サポーターの証とし
丞、柳家権太楼 て、オレンジリングを差し上げます。

《日時》9/26(土)13:30開演 《申込》8/5(水)までに電話申込
《会場》帯広市民文化ホール 小ホール 《問合》地域福祉課 ☎65-4113
《対象》一般 a

《費用》2,500円 a
《備考》未就学児入場不可 《題名》帯広市消費者講座(8月)

《申込》事前チケット購入必要 《内容》衣食住・金融・環境問題など日常の暮らし

《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111 に役立つ知識を学びます。●テーマ「知っ

a ておきたいキャッシュレスの基礎知識～ス

a マートに利用するために～」●講師:ファ

◇　暮らし　◇ イナンシャルプランナー佐久間正氏
a 《日時》8/21(金)10:00～11:30

《題名》帯広市消費者講座(7月) 《会場》とかちプラザ 講習室402
《内容》衣食住・金融・環境問題など日常の暮らし (西4条南13丁目1)

に役立つ知識を学びます。●テーマ「気を 《対象》帯広市民
つけて！こんな消費者トラブル～最近の事 《定員》30名
例と対応策～」 ●講師:帯広市消費生活 《申込》商業労働課
アドバイスセンター相談員 《問合》商業労働課 労働消費係 ☎65-4132

《日時》7/21(火)10:00～11:30 a
《会場》とかちプラザ 講習室402 a

(西4条南13丁目1）
《対象》帯広市民
《定員》30名
《申込》商業労働課
《問合》商業労働課 労働消費係 ☎65-4132

a

a
《題名》帯広の水を見る週間イベント
《内容》市役所市民ホールで水道・下水道事業の紹

介を行います。
《日時》7/27(月)～7/30(木)9:00～17:00
《会場》市庁舎 1階(市民ホール)
《問合》上下水道部 総務課 ☎65-4211

《題名》認知症・家族の集い「茶話会」
《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方

が相談や交流できる場『認知症・家族の集
い茶話会』があります。現在、認知症の方
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  学ぶ って 

今回は、 

帯広市家庭教育学級 

会長 高山 なぎささん 

を Pick Up！ 

帯広市家庭教育学級とは… 

帯広市が主催している、親のための学習の場です。子どもの健やかな成長発
達のための知識、家庭での教育の仕方、子育てのあり方を学びます。 

令和２年度は７学級が開設されており、学級生自らが学習計画を立て、月に
1～2回、学習会を行っています。 

※新型コロナウイルスの影響で、現時点では学習活動を見合わせています。 

 

●やりがい 

自分たちで学びたいことを自分たちで決めて行

えることでしょうか。 

ひとりでは躊躇
ちゅうちょ

してしまうことも、仲間が

いたり、講師料を市で負担してい 

ただけたりと、学びやすい環境に 

あり、視野を広げることができます。 

 

●入会したきっかけ 

市の「パパママおしゃ

べり広場」で知り合った

お友だちに誘われて入

会しました。 

合同レク 

帯広市出身。 

家庭教育学級に入って10年、運営

に携わって5年になるベテランの

学級生です。 
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学級はお子さんの年齢に合わせて、 

乳幼児学級、小学学級、中学学級、放送利用学級が 

あり、年会費として3,000円程度(材料費別)かかります。 

 活動場所は、地区の小学校やとかちプラザなどです。年間を通して、学級生を募集しています。

乳幼児学級は子育て支援課、小学学級・中学学級・放送利用学級は生涯学習文化課へ申し込み、

お問合せください。 

【令和2年度開設学級】 

乳幼児学級・光南小学級・東小学級・森の里小学級・若葉小学級・中学学級・放送利用学級 

◎開設中の小学校以外の方もお近くの学級に参加することができます。乳幼児学級は子育て支

援課へ、各小学級・中学学級・放送利用学級は生涯学習文化課へお気軽にお問合せください。 

 

●家庭教育学級で苦労したこと 

運営する立場になって、全学級の合同行事などに携わるようになったこと

でしょうか。はじめは会議などが多く大変でしたが、担当を分散することで

スムーズに運営できるようになりました。 

また、どの学級でも学級生が減ってきていて苦労しています。 

○申し込み・お問い合わせ先 

乳幼児学級は…市民福祉部こども福祉室子育て支援課 ☎25-9700 

小学学級・中学学級・放送利用学級は… 

生涯学習部生涯学習文化室生涯学習文化課 ☎65-4192 

随時受付していますので、年度途中でもお気軽にお問い合わせください。 

 

●よかったこと・楽しいこと 

講師料の自己負担が少なく、育児や生活に役立つ講座 

で学べること。また、一人では見学できない給食セン 

ターや裁判所などに行けることです。 

７学級合同行事の交流会で、ほかのお母さんの話が聞けることも

自分の子育ての参考になっています。 

 

●最後にひとこと 

名前はちょっと堅苦しく感じられるか

もしれませんが、楽しくやっています。 

学級生が減っていることは気がかりで

すが、なんとか「家庭教育学級」が続く

ことを願っています。 

交流会 
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＜問合せ先一覧表（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 

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(月曜日が祝日の場

合はその翌日) 

市民活動課 080-8670 
西5条南7丁目1 

帯広市役所 
65-4134/23-0156 土日・祝日 

商業労働課 080-8670 
西5条南7丁目1 

帯広市役所 
65-4132/23-0172 土日・祝日 

上下水道部総務課 080-8670 
西5条南7丁目1 

帯広市役所 
65-4211/23-0165 土日・祝日 

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 

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  

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

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(月曜日が祝日の場

合はその翌日) 

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 36-8095/67-5720 

水曜日（水曜日が祝日の場

合はその翌日） 

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（火曜日が祝日の場

合はその翌日） 

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（月曜日が祝日の場

合はその翌日） 

 


