
 

   

生涯学習情報誌 

＊《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

◇　趣味・教養　◇ a
a 《題名》ソーセージ、チーズ作り体験研修

《題名》外国人講師派遣事業 《内容》地場産の生乳や肉を使った加工方法を
《内容》十勝在住の外国人が、自国の文化や料理、 学びます。

遊びを紹介してくれます。お仲間と一緒に 《日時》【チーズ研修(約1kg)】①10/16(土)、
国際交流してみませんか？ 10/17(日)②10/30(土)、10/31(日)
※年間を通じて随時受付していますので、 ③11/13(土)、11/14(日)いずれも1日目は
お気軽にお問合せください。必要であれば 10:00～16:00、2日目は10:00～10:30 
ボランティア通訳を紹介します。 【ソーセージ研修(約250g)】

《日時》R4/3/15(火)まで 10/24(日)10:00～14:00 
《会場》森の交流館・十勝または市内公共施設 【ソーセージ研修(プレーンほか全3種、
《定員》帯広市民おおむね10名以上 計約700g)】11/7(日)10:00～14:00
《費用》会場費、材料費等 《会場》帯広市畜産物加工研修センター
《申込》利用日の3週間前までに森の交流館・十勝 (八千代町西4線194)

へ来館または電話申込 《定員》チーズ研修:先着8名、
《問合》森の交流館・十勝 ☎34-0122 ソーセージ研修(250g):先着20名、

a ソーセージ研修(700g):先着10名
a 《費用》チーズ研修:3,000円、

《題名》落花生収穫体験 ソーセージ研修(250g):1,000円、
《内容》3種類の落花生について学んだり、収穫体 ソーセージ研修(700g):2,200円

験ができます。成長具合、天候により、日 《申込》9/24(金)から各申込期限までに、帯広市畜
程変更もしくは中止する場合があります。 産物加工研修センターへ電話申込。

《日時》10/9(土)10:00～12:00 申込期限▶【チーズ研修】①10/8(金)、
《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61) ②10/22(金)、③11/5(金)
《定員》先着10組 【ソーセージ研修250g】10/15(金)、
《費用》1,000円(1組) 【ソーセージ研修700g】10/29(金)
《申込》10/2(土)までに 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514

とかち大平原交流センターへ電話申込 a
《問合》農政課 ☎59-2323、 a

とかち大平原交流センター ☎53-4780 《題名》男女共同参画セミナー
a 「イライラをニコニコに変えよう！
a ～男女が対等なパートナーでいるために～」

《題名》森の音楽会 《内容》お笑いコンビオクラホマの河野真也氏を講
《内容》秋の森で行う、市内小・中学生、高校生、 師に迎え、前向きな気持ちを持ちながら、

社会人バンドによる吹奏楽の野外演奏会を 家庭や地域、職場などで、男女がお互いに
開催します。 尊重し協力し合うことの大切さについてお

《日時》10/10(日)10:00～12:00 話ししていただきます。
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《講師》オクラホマ 河野真也氏
《備考》雨天中止 《日時》10/17(日)10:00～11:30
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《会場》とかちプラザ レインボーホール(西4南13-1)

a 《定員》先着175名
a 《申込》10/15(金)までに電話、FAX等で申込

《題名》さつまいも収穫体験 《問合》市民活動課 ☎65-4134
《内容》北海道では珍しいさつまいもの収穫体験が a

できます。成長具合、天候により日程変更 a
もしくは中止する場合があります。 《題名》1日飼育係⑤

《日時》10/10(日)10:00～12:00 《内容》飼育員引率のもと、飼育体験を行います。
《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61) 《日時》10/17(日)10:00～15:15
《定員》先着10組 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)
《費用》1,000円(1組) 《定員》抽選で4名
《申込》10/3(日)までにとかち大平原交流センター 《申込》9/23(木・祝)～10/7(木)に市HPメール

へ電話申込 フォームまたは郵便はがきで申込。
《問合》農政課 ☎59-2323、 はがき申込の際は市HP記載の必要事項を

とかち大平原交流センター ☎53-4780 記載してください。
a 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437
a
a
a a
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a
a a

《題名》星の観察会 《題名》「女性に対する暴力をなくす運動」
『秋の星座と巨大ガス惑星をみよう！』 パネル展

《内容》望遠鏡での天体観察を行います。 《内容》国が実施する「女性に対する暴力をなくす
時季の夜空を見上げてみましょう。 運動」(毎年11/12～11/25)にあわせ、DVや

《日時》10/29(金)19:00～20:15 セクハラ、ストーカー問題など、女性に対
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) する暴力に関するパネル展を開催します。
《定員》先着20名 《日時》11/12(金)～11/25(木)
《備考》当日は、①、②の2グループに分かれて、 《会場》市役所 1階市民ホール

観察します。 《問合》市民活動課 ☎65-4134
①正面玄関前駐車場▷天文台【10名】、 a
②天文台▷正面玄関前駐車場【10名】 a

《申込》10/15(金)～10/29(金)に電話 《題名》星の観察会『月食をみよう！』
または児童会館窓口で申込 《内容》望遠鏡で月食を観察します。

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《日時》11/19(金)19:00～20:15
a 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
a 《定員》先着20名
a 《備考》当日は、①、②の2グループに分かれて、

《題名》ハッピーハロウィン！ 観察します。
～動物たちに秋の味覚のプレゼント～ ①正面玄関前駐車場▷天文台【10名】、

《内容》ハロウィンに際し、飼育動物にカボチャな ②天文台▷正面玄関前駐車場【10名】
どの特別メニューを給餌します。 《申込》11/5(金)～11/19(金)に電話

《日時》10/31(日)10:00～15:00 または児童会館窓口で申込
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《備考》対象動物は未定です。動物の体調や天候な a

どによって変更になる場合があります。 a
《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 《題名》ソーセージ、チーズ作り体験研修

a 《内容》地場産の生乳や肉を使った加工方法を
a 学びます。

《題名》おびZoo探検隊① 《日時》【チーズ研修(約1kg)】①11/27(土)、
《内容》閉園中の動物園で動物たちはどのように過 11/28(日)②12/11(土)、12/12(日)

ごしているのでしょうか。普段見ることの いずれも1日目は10:00～16:00、
できない動物たちの様子を観察します。 2日目は10:00～10:30【ソーセージ研修

《日時》11/6(土)13:30～15:00 (約250g)】11/21(日)10:00～14:00 
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 【ソーセージ研修(プレーンほか全3種、
《定員》抽選で45名 計約700g)】12/5(日)10:00～14:00
《申込》10/7(木)～10/21(木)に市HPメールフォー 《会場》帯広市畜産物加工研修センター

ムまたは郵便はがきで申込。はがき申込の (八千代町西4線194)
際は市HP記載の必要事項を記載してくださ 《定員》チーズ研修:先着8名、
い。 ソーセージ研修(250g):先着20名、

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 ソーセージ研修(700g):先着10名
a 《費用》チーズ研修:3,000円、
a ソーセージ研修(250g):1,000円、
a ソーセージ研修(700g):2,200円
a 《申込》10/27(水)から各申込期限までに、帯広市
a 畜産物加工研修センターへ電話申込。
a 申込期限▶【チーズ研修】①11/19(金)、

《題名》わくわく巣箱観察会 ②12/3(金)
《内容》森にかけた巣箱の観察と清掃、利用状況の 【ソーセージ研修250g】11/12(金)、

記録を行います。 【ソーセージ研修700g】11/26(金)
《日時》11/7(日)10:00～12:00 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) a
《定員》15名 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 《題名》森のリースづくり
《申込》9/25(土)～開催日の前日までに電話申込 《内容》森の回廊＠十勝と共に、森の木に巻き付い
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 たつるを取る作業を行い、つる材を活用し

a てリース飾りを作ります。
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《日時》11/28(日)9:30～12:00 《日時》12/18(土)9:30～12:00
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《定員》20名 《定員》15名
《費用》100円 《費用》300円
《備考》小学生以下は保護者同伴 《備考》小学生以下は保護者同伴
《申込》10/26(火)～開催日の前日までに電話申込 《申込》11/25(木)～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 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

a a
a a
a 《題名》ソーセージ、チーズ作り体験研修
a 《内容》地場産の生乳や肉を使った加工方法を学び

《題名》おびZoo探検隊② ます。
《内容》閉園中の動物園で動物たちはどのように過 《日時》【チーズ研修(約1kg)】①12/25(土)、

ごしているのでしょうか。普段見ることの 12/26(日)②1/8(土)、1/9(日)いずれも1日
できない動物たちの様子を観察します。 目は10:00～16:00、2日目は10:00～10:30 

《日時》11/28(日)13:30～15:00 【ソーセージ研修(約250g)】
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 12/19(日)10:00～14:00 
《定員》抽選で45名 【ソーセージ研修(プレーンほか全3種、
《申込》11/4(木)～11/18(木)に市HPメールフォー 計約700g)】1/16(日)10:00～14:00 

ムまたは郵便はがきで申込。はがき申込の 《会場》帯広市畜産物加工研修センター
際は市HP記載の必要事項を記載してくださ (八千代町西4線194)
い。 《定員》チーズ研修:先着8名、

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 ソーセージ研修(250g):先着20名、
a ソーセージ研修(700g):先着10名
a 《費用》チーズ研修:3,000円、
a ソーセージ研修(250g):1,000円、
a ソーセージ研修(700g):2,200円
a 《申込》11/26(金)から各申込期限までに、帯広市
a 畜産物加工研修センターへ電話申込。

《題名》森の生き物講座(ほ乳類編) 申込期限▶【チーズ研修】①12/17(金)、
《内容》十勝中央部におけるエゾユキウサギの生息 ②12/28(火)

状況と生態について学びます。 【ソーセージ研修250g】12/10(金)、
《講師》帯広大谷短期大学特任教授 野崎司春氏 【ソーセージ研修700g】1/7(金)
《日時》12/5(日)10:00～12:00 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) a
《定員》10名 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 ◇　レジャー　◇
《申込》10/26(火)～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》国立公園化応援！日高山脈フォトラリー

a 《内容》日高山脈の国立公園化を応援するため、イ
a ンスタグラムを使った日高山脈フォトラ

《題名》星の観察会 リーを開催します。日高山脈のよく見える
『星の宝石箱 スバルをみよう！』 対象スポットを巡って、日高山脈の魅力

《内容》望遠鏡で星の宝石箱スバルを観察します。 たっぷりの写真を投稿してください。
《日時》12/10(金)19:00～20:15 《申込》11/30(火)まで
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《問合》日高山脈フォトラリー事務局
《定員》先着20名 (株式会社ティワイネット内) ☎67-5571、
《備考》当日は、①、②の2グループに分かれて、 環境課 ☎65-4136

観察します。 a
①正面玄関前駐車場▷天文台【10名】、 a
②天文台▷正面玄関前駐車場【10名】 a

《申込》11/26(金)～12/10(金)に電話 a
または児童会館窓口で申込 a

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 a
a 《題名》秋の森チャレンジデー
a 《内容》帯広の森について学ぶクイズラリーや木こ

《題名》ミニ門松づくり り体験、外来植物の抜き取りなど、森の中
《内容》森で間伐体験を行い、切ったシラカバの木 に用意された様々な体験に自主的に挑戦し

で卓上サイズの小さな門松を作ります。 て森を楽しむイベントです。
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《日時》10/17(日)10:00～15:00 《題名》親子囲碁入門教室

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 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。
a 《講師》日本棋院帯広支部 役員

《題名》まき割り体験 《日時》10/10(日)10:00～12:00
《内容》出入り自由で、まき割りや、まきを燃やし 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)

たたき火などを楽しみます。 《対象》小・中学生とその保護者

《日時》11/14(日)9:30～12:00 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)

《備考》小学生以下は保護者同伴 a
《申込》10/26(火)～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》親子で学ぼう！
ビート掘り＆ビートチップス作り体験

a 《内容》砂糖の原料であるビートについて学び、

◇　子ども・子育て　◇ 収穫したビートでチップスを作ります。
a 《日時》10/17(日)10:00～12:00

《題名》「とかちジュニア文芸」第12号作品募集 《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61)
《内容》十勝に住んでいる小学生、中学生、高校生、 《定員》先着5組

勤労者など18歳以下の方を対象に、小説・ 《費用》500円(1組)
戯曲・童話・詩・短歌・俳句の作品を募集 《備考》子ども1名追加につき、別途200円
します。入選作品は「とかちジュニア文芸」 かかります。
第12号に掲載し、表彰します。また、 《申込》10/10(日)までにとかち大平原交流セン
「図書館」というテーマで表紙の絵の募集 ターへ電話申込
も行います。 《問合》農政課 ☎59-2323、

《対象》帯広市、および十勝の町村に住んでいる とかち大平原交流センター ☎53-4780
18歳以下の方 a

《申込》応募締切:10/10(日) 応募の際は、必ず図 a

書館で配布している応募要項、またはHPを 《題名》親子科学実験教室
ご覧いただき、図書館3階事務室まで持参 「宝石・化石ミニ発掘体験」
または郵送をしてください。 《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、

《問合》帯広市図書館 ☎22-4700 子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し
a い科学遊びを行います。今回は、宝石や化
a 石の発掘を体験します。何が発見できるか
a …お楽しみに。
a 《日時》10/17(日)①10:00～11:00、
a ②13:15～14:15、③14:45～15:45

《題名》あつまれ♪秋のスペシャルおはなし会 《会場》帯広市児童会館 天文地学実験室(緑ケ丘2)
《内容》児童会館・図書館の2会場で、帯広図書館 《対象》小学生以上の親子

友の会おひさまの皆さんによる、絵本や紙 《定員》先着6家族(最大12名まで)
芝居、エプロンシアターなどの「スペシャ 《申込》10/3(日)～10/17(日)に電話
ルおはなし会」を開催します。 または児童会館窓口で申込

《日時》児童会館会場10/3(日)、図書館会場 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

11/21(日)、いずれも11:00～11:30 a
《定員》先着20名 a
《問合》帯広市図書館 ☎22-4700 《題名》親子おもしろ教室「スイングこざる」

a 《内容》牛乳パックと割りばしで踊るこざるを

a 作ります。

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《日時》10/23(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

将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》10/9(土)10:00～12:00 《定員》①、②ともに先着親子6組で、合計12組
《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) 《申込》10/9(土)～10/22(金)に電話
《対象》小・中学生とその保護者 または児童会館窓口で申込
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
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《申込》9/29(水)～10/27(水)にWebから申込
《題名》きらきら人形劇場 《問合》森の交流館・十勝 ☎34-0122
《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。

お友達同士や親子で気軽にお楽しみいただ
けます。 10月の出演予定は「くれよん」 《題名》森の寺子屋(木の巻)

です。 《内容》間伐やまき割り、たき火などに
《日時》10/30(土)14:00～14:40 挑戦します。
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《日時》11/13(土)10:00～15:00
《対象》幼児・小学生とその保護者 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《定員》先着20名 《対象》小学生
《申込》10/16(土)～10/30(土)に電話 《定員》15名

または児童会館窓口で申込 《費用》300円
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《申込》10/26(火)～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》森のパンプキンカーヴィング a
《内容》パンプキンカーヴィング(かぼちゃ彫り)を 《題名》親と子のエンジョイ将棋

体験してみませんか？「森のハロウィーン 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将
2021」の会場に飾るジャック・オー・ラン 棋を通じて友達の輪を広げます。
タンを作ります。 《日時》11/13(土)10:00～12:00
※翌日の「森のハロウィーン2021」終了後 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)
持ち帰り可。なお、今後のコロナウイルス 《対象》小・中学生とその保護者
感染状況によって中止または開催内容の変 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
更の可能性があります。 a

《日時》10/30(土)14:30～16:30 a
《会場》森の交流館・十勝(西20南6-1) 《題名》親子囲碁入門教室
《対象》中学生以下の親子 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考
《定員》抽選で10組 える遊びの楽しさを体験するとともに、囲
《備考》今年も、新型コロナウイルス感染拡大防止 碁を通じて友達の輪を広げます。

のため、ご来場の際はマスクの着用をお願 《講師》日本棋院帯広支部 役員
いします。また、体調の悪い方のご来場は 《日時》11/14(日)10:00～12:00
お控えいただきますようお願いします。入 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)
場の際には、連絡先や体調について用紙に 《対象》小・中学生とその保護者
記入していただくことを予定しています。 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《申込》9/17(金)～10/15(金)に森の交流館・十勝
の窓口または電話申込 a

《問合》森の交流館・十勝 ☎34-0122 a
a 《題名》ちびっこスケート教室(5回目)
a 《内容》帯広スケート連盟指導者による基礎を中心

《題名》森のハロウィーン2021 とした教室です。
《内容》スタンプラリーや仮装フォト、工作を行い 《講師》帯広スケート連盟 普及委員会

ます。各コーナー先着順。今年も、新型コ 《日時》11/15～11/24の(月)・(水)・(土)
ロナウイルス感染拡大防止のため、規模を 17:10～18:00の全5回
縮小して開催します。(例年開催している 《会場》帯広の森第二アイスアリーナ
仮装コンテストとお化け屋敷は行いませ (南町南7線56)
ん)なお、今後の新型コロナウイルス感染 《対象》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者
状況によっては中止または開催内容の変更 《定員》抽選で60名
の可能性があります。 《費用》2,500円

《日時》10/31(日)午前の部:10:00～12:30、 《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子
午後の部:13:30～15:30の二部制。 ▶申込方法の詳細は、各施設もしくは

《会場》森の交流館・十勝(西20南6-1) 帯広市文化スポーツ振興財団HPを
《対象》主な対象は中学生以下。小学4年生以下は ご確認ください。

保護者の同伴が必要。 《申込》10/20(水)～11/1(月)に申込
《定員》先着500名 《問合》帯広の森アイスアリーナ
《備考》ご来場の際はマスクの着用をお願いしま a ☎48-6256

す。また、体調の悪い方のご来場はお控え a

いただきますようお願いします。入場の際 a

は連絡先や体調について確認させていただ a

きます。
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《題名》キッズスポーツ教室
《内容》幼稚園・保育園の年中・年長を対象とした 《定員》各回先着親子で計36名

教室です。マット基本運動・縄跳び・鉄 《費用》参加費1組600円、材料費1人300円
棒・跳び箱等を重点的に楽しみながら行い 《備考》持ち物:エプロンまたは汚れてもよい服
ます。 装、使い古しのタオル、マスク

《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団 指導員 《申込》11/2(火)～11/14(日)に百年記念館へ
《日時》11/18～12/9の毎週(木)15:30～16:30 電話申込

の全4回 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352
《会場》帯広の森体育館 第1体育室 a

(南町南7線56) a
《対象》幼稚園・保育園の 《題名》きらきら人形劇場

年中・年長児 《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。お
《定員》抽選で20名 友達同士や親子で気軽にお楽しみいただけ
《費用》2,000円 ます。11月は十勝人形劇フェスティバルと
《備考》持ち物:体育館シューズ・動きやすい服 して開催します。

装・飲料水・タオル 《日時》11/28(日)①10:00～11:30、②13:00～14:30
▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
振興財団HPをご確認ください。 《定員》各回先着60名

《申込》11/2(火)までに申込 《申込》11/14(日)～11/28(日)に電話
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 または児童会館窓口で申込

a 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
a a

《題名》親子科学実験教室 a

「色々なペンで実験しよう」 《題名》もっくん教室「かわいい楽器」
《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 《内容》幼児とその保護者を対象とした簡単で

子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し 楽しい工作教室を行います。
い科学遊びを行います。今回は、水性ペ 《日時》12/1(水)①10:00～10:15、
ン、フリクションペン、ホワイトボードペ ②10:30～10:45、③11:00～11:15
ンのインクの特性を実験し、その後にかわ 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
いいカードを作ります。 《対象》幼児とその保護者

《日時》11/21(日)①10:00～11:00、 《定員》各回先着2家族
②13:15～14:15、③14:45～15:45 《申込》11/17(水)～11/30(火)に電話

《会場》帯広市児童会館 化学実験室(緑ケ丘2) または児童会館窓口で申込
《対象》小学生以上の親子 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《定員》先着6家族(最大20名まで) a
《申込》11/7(日)～11/21(日)に電話 a

または児童会館窓口で申込 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、

a 将棋を通じて友達の輪を広げます。
a 《日時》12/11(土)10:00～12:00

《題名》親子おもしろ教室 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)

「ティッシュペーパーで手作りカード」 《対象》小・中学生とその保護者
《内容》身近なティッシュペーパーとペットボトル 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

などを使って紙すきをします。素敵なクリ a
スマスカードや年賀状を作りましょう。 a

《日時》11/27(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 《題名》「宇宙の日」記念
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 全国小・中学生作文絵画コンテスト作品展
《対象》幼児・小中学生とその保護者 《内容》帯広市児童会館に応募された作品を
《定員》①、②ともに先着親子6組で、合計12組 展示します。
《申込》11/13(土)～11/26(金)に電話 《日時》12/11(土)～12/19(日)9:00～17:00

または児童会館窓口で申込 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

a a
a a

《題名》冬の親子陶芸教室 《題名》親子囲碁入門教室
《内容》親子で楽しみながら手軽に陶芸体験ができ 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考

ます。 える遊びの楽しさを体験するとともに、囲
《日時》①11/27(土)②11/28(日)③12/4(土) 碁を通じて友達の輪を広げます。

 各10:00～12:00 《講師》日本棋院帯広支部 役員
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《日時》12/12(日)10:00～12:00
《対象》4歳～中学生とその保護者 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)

(十勝管内在住の方)
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《対象》小・中学生とその保護者 《備考》小学生以上の親子
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《申込》12/5(日)～12/19(日)に電話

a または児童会館窓口で申込
a 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《題名》もっくん教室「ゆらゆらサンタ」 a
《内容》幼児とその保護者を対象とした簡単で楽し a

い工作教室を行います。 《題名》冬の親子七宝教室
《日時》12/15(水)①10:00～10:15、 《内容》七宝焼きで絵を描いて、壁飾りとして

②10:30～10:45、③11:00～11:15 楽しめます。
《会場》帯広市児童会館(緑ヶ丘2) 《日時》12/26(日)10:00～12:00
《対象》幼児とその保護者 《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)
《定員》各回先着2家族 《対象》4歳～中学生とその保護者
《申込》12/1(水)～12/14(火)に電話 (十勝管内在住の方)

または児童会館窓口で申込 《定員》先着親子で計24名
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《費用》参加費1組300円、材料費1人300円

a 《備考》持ち物:エプロンまたは汚れてもよい服

a 装、マスク

《題名》親子おもしろ教室「クリスマスからくり」 《申込》12/1(水)～12/10(金)に百年記念館へ

《内容》クランク機構というからくりを使って、サ 電話申込

ンタクロースとトナカイがぴょんぴょん飛 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

び回るおもちゃを作ります。 a
《日時》12/18(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 a

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《題名》冬休みキッズスポーツ＆食育教室
《対象》幼児・小中学生とその保護者 (3日間集中)

《定員》①、②ともに先着親子6組で、合計12組 《内容》マット基本運動・鉄棒・跳び箱等を重点的
《申込》12/4(土)～12/17(金)に電話 に楽しみながら行います。　▶最終日は

または児童会館窓口で申込 キッズスポーツ終了後、同じ会場にて食育

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 教室があります(30分程度)

a 《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団 指導員
a 《日時》1/5(水)・1/6(木)・1/7(金)10:00～11:00

《題名》あそびの森のあしあとづくり の3日間コース
《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、薪 《会場》帯広の森体育館 第1体育室

ストーブで暖を取りつつ、薪わりやつる切 (南町南7線56)
り、森のようちえんなど楽しみながら森に 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児
ふれあいます。 《定員》抽選で25名

《日時》12/19(日)10:00～15:00 《費用》2,000円
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《備考》持ち物:動きやすい服装・タオル・体育館
《定員》30名 シューズ・飲料水▶申込方法の詳細は帯広
《費用》100円 市文化スポーツ振興財団HPをご確認くださ
《備考》小学生以下は保護者同伴 い。
《申込》11/25(木)～開催日の前日までに電話申込 《申込》11/19(金)～12/21(火)に申込
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a a

a a

《題名》親子科学実験教室 a

「アンモナイトのレプリカ作り」 a
《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 a

子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し a
い科学遊びを行います。今回は、アンモナ 《題名》バルシューレ体験会(前半・後半)
イトについて学び、石膏を使って、本物の 《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し
アンモナイトで型取りをしたレプリカを作 く経験することで、状況に合わせて自分自
ります。 身で判断し、行動する力や気持ちを育む教

《日時》12/19(日)①10:00～11:00、 室の体験会です。

②13:15～14:15、③14:45～15:45 《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団 指導員
《会場》帯広市児童会館 天文地学実験室(緑ケ丘2) 《日時》1/9(日)前半9:45～10:45、
《定員》先着6家族(最大12名まで) 後半11:00～12:00
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《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
(南町南7線56) a

《対象》幼稚園・保育園の年少・年中・年長、 a

小学1・2年生 a

《定員》各回50名 a

《費用》200円 a
《備考》持ち物:体育館シューズ、動き

やすい服装、タオル、飲料水 a
▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ ◇　健康・スポーツ　◇
振興財団HPをご確認ください。 a

《申込》11/19(金)～12/20(月)に申込 《題名》帯広市健康マイレージ事業
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《内容》帯広市では、スマートフォン用アプリ

「SPOBY」を活用し、歩いてたまるポイン
a ト(ジュエル)を、協賛企業からの特典と交
a 換できる「健康マイレージ事業」を実施し

《題名》ベビーダンス教室(3回目) ています。自分のペースで無理なく「歩く
《内容》赤ちゃんを抱っこしたまま音楽にあわせて こと」からはじめてみませんか？また、健

ステップを踏むエクササイズです。五感に 診(検診)受診者限定の特典もありますの
よるコミュニケーションで親子の絆を で、併せて自分の体を確認してみましょ
育みます。 う！

《講師》日本ベビーダンス協会 《対象》18歳以上の帯広市民、
公認インストラクター 後藤奈津美氏 もしくは勤務先が市内の方

《日時》1/14～1/28の毎週(金)10:30～11:30の全3回 《備考》ユーザー登録画面入力後に事務局より
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 メールが届かない場合は、お使いの

(南町南7線56) スマートフォンの迷惑メール設定を確認
《対象》首がすわっている生後3ヶ月～2歳前後の するか、異なるフリーメールアドレスで

乳幼児と保護者 再度登録をお願いします。
《定員》抽選で20組 《問合》健康推進課 ☎25-9721
《費用》1組1,500円 a
《備考》持ち物:動きやすい服装、抱っこ紐、バス a

タオル、体温計、飲料水 《題名》屋内プールの一般開放
▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《内容》光南・啓西・豊成小学校にて屋内プールの
振興財団HPをご確認ください。 一般開放を実施しています。

《申込》11/19(金)～12/21(火)に申込 《日時》10:00～21:00
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《会場》光南小学校、啓西小学校、豊成小学校

a 《問合》スポーツ課 ☎65-4210
a a
a a
a 《題名》2021フードバレーとかちマラソン 
a on the WEB
a 《内容》今年のフードバレーとかちマラソンは新型

《題名》レッツ！バルシューレ(3回目) コロナウイルス感染症の影響により実地で
《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し の開催を中止し、スマートフォンのアプリ

く経験することで、状況に合わせて自分自 を使ったオンラインによる「集まらないマ
身で判断し、行動する力や気持ちを ラソン大会」として開催します。 詳細は
育みます。 公式HPをご確認ください。

《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団 指導員 《日時》10/1(金)～10/31(日)
《日時》1/19〜3/2の毎週(水)15:45〜16:35の全6回 《会場》インターネット上
《会場》帯広の森体育館 第1体育室 (https://foodvalley-marathon.com)

(南町南7線56) 《備考》スマートフォン(GPS計測対応のランニング
《対象》幼稚園・保育園の年中・年長、 アプリ使用)が必要になります。

小学1・2年生 《申込》走行後、公式HPに登録。(一部、
《定員》抽選で30名 事前の申込が必要な種目があります)
《費用》2,400円 《問合》2021フードバレーとかちマラソン大会
《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服 サポートセンター

装、タオル、飲料水 a (㈱新生帯広支社内)
▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ a ☎25-1248(平日10:00～17:00)
振興財団HPをご確認ください。 a

《申込》11/19(金)～12/27(月)に申込 a
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a

《題名》健康ウォーキング a
《内容》正しい歩き方やストレッチの方法を学び、 《題名》50歳からの水泳教室(2回目)

帯広の森の見どころをめぐりながら森の園 《内容》50歳以上の初心者を対象とした水泳教室で
路を歩きます。 す。回数が16回と長期なのでじっくり取り

《講師》ウォーキングアドバイザー 吉村智恵美氏 組めます。

《日時》10/2(土)10:00～12:00 《講師》帯広水泳協会 指導員及び(一財)帯広市文化

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) スポーツ振興財団 指導員

《定員》30名 《日時》10/13～3/16の毎週(水)12:00～12:50の

《備考》小学生以下は保護者同伴 全16回

《申込》開催日の前日までに電話申込 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線56)
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《対象》16歳以上の方

a 《定員》抽選で20名
a 《費用》8,000円

《題名》水中ウォーキング教室(3回目) 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル ▶申
《内容》ウォーキングを中心とした水中運動教室で 込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市文

す。プールが初めての方も参加しやすい教 化スポーツ振興財団HPをご確認ください。
室です。 《申込》10/4(月)までに申込

《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団 指導員 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630
《日時》10/7～12/2の毎週(木)10:00～10:50の全8回 a

《会場》帯広の森市民プール(南町南7線56) a

《対象》16歳以上の方 a

《定員》先着20名 a

《費用》1回500円
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル▶申込 a

方法の詳細は、各施設もしくは帯広市文化 a

スポーツ振興財団HPをご確認ください。 《題名》からだ回復ピラティス(1期)
《申込》各開催日までに申込 《内容》ストレス軽減や筋肉の緊張をほぐし副交感

《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 神経にリラックス効果を生み出し、さら
a に、筋肉のバランスを整え、姿勢を正し、
a 骨盤のゆがみの改善を図る教室です。
a 《講師》FTP認定ピラティスインストラクター 
a 谷田真弓氏

a 《日時》11/4〜12/23の毎週(木)10:00〜11:00の全8回
a 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《題名》2021帯広市スポーツフェスティバル (南町南7線56)
《内容》各種スポーツイベントを開催するほか、 《対象》16歳以上の方

10/10(日)は競技実施時間を除き、一部体 《定員》抽選で25名
育施設を無料開放します。 《費用》4,000円

《日時》10/10(日)ほか 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー
《会場》市内各スポーツ施設 ツタオル・飲料水・ヨガマット▶申込方法
《対象》帯広市民 の詳細は帯広市文化スポーツ振興財団HPを
《備考》詳細は市HPもしくは市内生涯学習施設に ご確認ください。

設置されているチラシをご覧ください。 《申込》10/19(火)までに申込
《問合》スポーツ課 ☎65-4210 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a a
a a
a a
a a
a
a a

《題名》エンジョイ♪エクササイズ!!(3回目)
《内容》音楽に合わせて身体を動かすエアロビク

ス・リズムウォーク・簡単なボディーヒー
リング(ピラティス)などを取り入れた有酸
素運動と、目的別筋力トレーニングを行う
体力向上・健康増進・運動意欲を高め運動

a 不足の解消を図る教室です。
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《講師》AFAA認定パーソナルフィットネス 《費用》4,000円
トレーナー 高嶋丈子氏 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー

《日時》12/6～2/28の毎週(月)12:00～12:45の ツタオル・飲料水
全10回 ▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 振興財団HPをご確認ください。

(南町南7線56) 《申込》10/20(水)～12/27(月)に申込
《対象》16歳以上の方 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《定員》抽選で30名 a
《費用》5,000円 a
《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー a

ツタオル・水分補給用飲料水▶申込方法の a
詳細は、各施設もしくは帯広市文化スポー a
ツ振興財団HPをご確認ください。

《申込》11/15(月)までに申込
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《題名》からだ回復ピラティス(2期)

《内容》ストレス軽減や筋肉の緊張をほぐし副交感
神経にリラックス効果を生み出し、さら
に、筋肉のバランスを整え、姿勢を正し、
骨盤のゆがみの改善を図る教室です。

《講師》FTP認定ピラティスインストラクター 
谷田真弓氏

a 《日時》1/20〜3/10の毎週(木)10:00〜11:00の全8回

a 《会場》帯広の森体育館 第2体育室
《題名》背骨コンディショニング(4回目) (南町南7線56)
《内容》背骨や肩関節や股関節の神経と深く関わり 《対象》16歳以上の方

のある関節を動かす事で、関節を柔らかく 《定員》抽選で25名
し背骨の歪みを正しい位置に戻す事でカラ 《費用》4,000円
ダの不調改善を図る教室です。 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー

《講師》AFAA認定パーソナルフィットネス ツタオル・飲料水
トレーナー 高嶋丈子氏 ▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ

《日時》12/6〜2/28の毎週(月)13:00〜14:45の全10回 振興財団HPをご確認ください。

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《申込》10/20(水)～12/27(月)に申込
(南町南7線56) 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

《対象》16歳以上の方 a

《定員》抽選で25名 a

《費用》5,000円 a
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料 a

水、ヨガマット、バスタオル▶申込方法の a
詳細は帯広市文化スポーツ振興財団HPをご a
確認ください。 a

《申込》11/22(月)までに申込 a

《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 ◇　文化・歴史・芸術　◇
a a
a 《題名》草森紳一　1/230蔵書展　～漫画～
a 《内容》草森紳一氏の蔵書約32,000冊の中から、
a 漫画をテーマとした図書130冊を厳選した

a 展示会です。
a 《日時》10/2(土)～10/5(火)開催時間は帯広市

《題名》ＺＵＭＢＡ(ズンバ)2回目 図書館HPをご覧ください。
《内容》ラテン系の音楽に合せて行うダンスフィッ 《会場》帯広市図書館(西2南14-3)

トネスであり、全身の筋トレ効果や有酸素 《備考》主催:帯広大谷短期大学草森紳一
運動・基礎代謝の向上にもなり、運動不足 蔵書プロジェクト
の解消を図る教室です。 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700

《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団 指導員 a
《日時》1/19〜3/16の毎週(水)10:15〜11:00の全8回 a
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 a

(南町南7線56) a
《対象》16歳以上の方 a
《定員》抽選で25名 a
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a
《題名》アイヌ文化ロビー展 a

《内容》アイヌ文化に登場する生物をパネルで 《題名》キナ(ゴザ)製作体験
紹介します。 《内容》アイヌの伝統的な手仕事を体験する講座

《日時》10/2(土)～10/24(日)9:00～17:00 です。

《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《日時》10/24(日)、10/31(日)、11/7(日)、

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 11/14(日)、11/21(日)各13:00～16:00

《会場》帯広市生活館(柏林台東町2-2)
a 《定員》先着15名

《題名》札幌交響楽団特別演奏会 《申込》10/1(金)～10/20(水)に百年記念館へ
《内容》「札響」の愛称で親しまれている北海道唯 電話申込

一のプロ・オーケストラ札幌交響楽団の演 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352
奏会です。クラシックの名曲の数々をお贈 a
りします。 a

《指揮》円光寺雅彦氏 《題名》第75回読書週間事業
《日時》10/6(水)開場18:15　開演19:00 《内容》10/27(水)～11/9(火)の読書週間に合わせ

《会場》帯広市民文化ホール 大ホール(西5南11-48) て「なりきり図書館員」や帯広図書館友の

《定員》1,540名 会による展示「明日に向かってジャンプ

《費用》S席3,000円、A席2,500円 2021」などのイベントを開催します。

《備考》未就学児入場不可。席は 《日時》10/27(水)～11/9(火)各イベントの詳細は
前後左右空けずに販売します。 帯広市図書館HPをご覧ください。

《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111 《会場》帯広市図書館(西2南14-3)

《問合》帯広市図書館 ☎22-4700

a
a

《題名》博物館講座「ぶらり帯広」
《内容》帯広市内をぶらり探索。街並みや市内に

残る文化財からわかる歴史・自然を紹介
します。 a

《日時》10/9(土)9:30～12:00 《題名》第52回おびひろ菊まつり
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《内容》晩秋の帯広を彩るまつり。たくさんの菊が

《定員》先着20名 会場を埋め尽くします。

《費用》100円 《日時》10/30(土)～11/3(水・祝)9:00～17:00
《申込》9/28(火)～10/8(金)に百年記念館へ (最終日は16:00まで)

電話申込 《会場》とかちプラザ(西4南13-1)
《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《問合》帯広のまつり推進委員会 ☎22-8600

a a
a a

《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 a
発表します。 a

《日時》10/9(土)開場13:30 開演14:00 a
《会場》帯広市民文化ホール 小ホール(西5南11-48) 《題名》高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト
《備考》帯広市内の小中高校合唱団が出演します。 コンサート2021
《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111 《内容》ヴァイオリニスト高嶋ちさ子がプロデュー

a スする観ても、聴いても、美しく、楽しい

a 女性だけのヴァイオリン・アンサンブル

《題名》日本画の世界 です。

《内容》小林満枝、関口雄揮らが描いた、十勝の風 《日時》11/14(日)開場14:15 開演15:00
景や花々など癒しの空間をお楽しみくだ 《会場》帯広市民文化ホール 大ホール(西5南11-48)
さい。 《定員》1,540名

《日時》10/22(金)～11/14(日)9:00～17:00 《費用》前売6,800円　当日7,300円

《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《備考》未就学児入場不可

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111

a a
a a
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《題名》マッチ箱展5 メール申込

《内容》ボランティアの会が整理を進めている、帯 《申込》10/1(金)までに申込
広・十勝のお店に置かれていたマッチ箱を 《問合》こども課 ☎65-4158、FAX23-0155、メール
展示します。 children@city.obihiro.hokkaido.jp

《日時》11/25(木)～12/26(日) a

《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) a

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《題名》視覚障害者のボランティア養成講座

a 《内容》視覚障害の理解のための座学や体験のほ
a か、音訳、点字、テキストデイジー図書の

《題名》アイヌ料理体験会 作成といった視覚障害者への情報支援ボラ
《内容》アイヌの伝統的な料理の作り方を実習する ンティアを行うための入門講座です。都合

講座です。 の良い日程のみ受講することもできます。
《日時》11/28(日)10:00～12:00 《日時》10/14(木)、10/15(金)、10/21(木)、
《会場》とかちプラザ(西4南13-1) 10/22(金)、10/28(木)、10/29(金)
《定員》先着30名 各10:00～12:00
《申込》11/2(火)～11/23(火・祝)に百年記念館へ 《会場》保健福祉センター(東8南13-1)、北海点字

電話申込 図書館(東2南11-3)
《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《定員》先着6名。ただしテキストデイジー図書の

a 作成は先着3名(新規優先)。
a 《申込》10/1(金)までに障害者生活支援センターへ
a 電話またはFAX申込
a 《問合》障害者生活支援センター
a ☎25-9701(保健福祉センター1階)
a a
a a
a 《題名》普通救命講習
a 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の
a 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

a 習得します。

◇　暮らし　◇ 《日時》10/9(土)13:30～16:30
a 《会場》消防庁舎(西6南6-3)

《題名》おびひろ軽トラ市が開催されています！ 《対象》市内在住または勤務地が市内の方
《内容》おびひろ軽トラ市は農家の皆さんが、自分 《申込》10/2(土)までに申込

の畑で採れた新鮮な農産物を持ち寄り、直 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
接販売する産直市を『毎週火・水・土曜 a
日』に開催します。 a

《日時》【毎週(火)】10/26まで15:00～16:00 岡書 《題名》実技救命講習
西帯店(西21南3-38)、【毎週(水)】10/27まで 《内容》普通救命講習と同じ修了証を交付します。
14:00～16:00(10月は13:00～15:00) 岡書 《日時》10/19(火)18:30～20:30
帯広イーストモール店(東4南16-6)、【毎週 《会場》南出張所(西17南41-5)
(土)】10/30まで7:30～8:00 駅北多目的広 《対象》市内在住または勤務地が市内の方で、受講
場(西2南11) する1か月前から前日までに、インター

《問合》農政課 ☎59-2323 ネット上にある応急手当WEB講習を受講し
a ていただける方
a 《申込》10/12(火)までに申込

《題名》保育職場就労支援セミナー 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
《内容》保育士の資格があり市内の保育施設に就労 a

を希望している方や、保育の仕事に興味が a
あり保育補助として働いてみたい方を対象 《題名》普通救命講習
に、保育職場への就労を応援するセミナー 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の
を開催します。また、市内各保育施設を動 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を
画等で紹介します。希望する方は保育施設 習得します。
で行う「保育体験」もできます。 託児： 《日時》10/24(日)13:30～16:30
有(無料：セミナー参加申し込み時に合わ 《会場》柏林台出張所(柏林台西町2-2)
せて申し込みが必要です。) 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

《日時》10/5(火)9:00～12:00 《申込》10/17(日)までに申込
《会場》市役所 10階第3会議室 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
《備考》チラシ表面の申込用紙に必要事項をご記入 a

のうえ、郵送・FAX・持参・電話または a
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《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 《題名》普通救命講習

が相談や交流できる場『認知症・家族の集 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の
い茶話会』があります。現在、認知症の方 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を
を介護しているご家族が気軽に参加できる 習得します。
場所で、介護を終えた人も参加可能です。 《日時》11/9(火)13:30～16:30

《日時》①10/28(木)　②11/25(木)　③12/23(木) 《会場》消防庁舎(西6南6-3)
各13:30～15:00 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

《会場》グリーンプラザ(公園東町3-9) 《申込》11/2(火)までに申込
《費用》100円 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
《問合》地域福祉課 ☎65-4113 a

a a
a 《題名》令和3年度帯広市消費者講座6回目

《題名》令和3年度帯広市消費者講座5回目 《内容》衣食住、金融・経済、消費者トラブルなど
《内容》衣食住、金融・経済、消費者トラブルなど 日常の暮らしに役立つ基礎的な知識を学

日常の暮らしに役立つ基礎的な知識を学 ぶ、年間6回の講座です。今回は、「元気
ぶ、年間6回の講座です。今回は、 なうちに考えたい人生のしまい方～生前整
「知って安心、新たな手口～消費者トラ 理のポイント～」です。
ブルにあわないために～」です。 《講師》合同会社Tuttiほうゆう代表社員 

《講師》帯広市消費生活アドバイスセンター 鈴木政昭氏
消費生活相談員 谷地史織氏 《日時》11/19(金)10:00～11:30

《日時》10/29(金)10:00～11:30 《会場》とかちプラザ 視聴覚室(西4南13-1)
《会場》とかちプラザ 視聴覚室(西4南13-1) 《定員》先着50名
《定員》先着50名 《申込》11/18(木)までに電話申込
《備考》2回目に中止となった講座内容です。 《問合》商業労働課 ☎65-4132
《申込》10/28(木)までに電話申込 a
《問合》商業労働課 ☎65-4132 a

a 《題名》実技救命講習
a 《内容》普通救命講習と同じ修了証を交付します。

《題名》帯広市生活援助員養成研修 《日時》11/19(金)18:30～20:30
《内容》帯広市の介護予防・日常生活支援総合事業 《会場》南出張所(西17南41-5)

(総合事業)における「てだすけサービス」 《対象》市内在住または勤務地が市内の方で、受講
の従事者を養成するための研修を開催 する1か月前から前日までに、インター
します。 ネット上にある応急手当WEB講習を受講し

《講師》帯広コア専門学校 職員 ていただける方
《日時》①11/6(土)・11/7(日)、②12/4(土)・ 《申込》11/12(金)までに申込

12/5(日) 、1日目は10:00～17:00、 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
2日目は9:30～16:30　 a
※2日間の受講が必須です。 a

《会場》帯広コア専門学校(西11南41-3)
《対象》てだすけサービス事業所への就職希望や

予定のある方
《定員》先着20名 《題名》認知症サポーター養成講座の開催
《費用》食材費など1,000円程度の実費 《内容》認知症について正しく理解し、地域で認知
《備考》研修の全課程(12時間)を修了し、てだすけ 症の人とその家族を見守る応援者を養成し

サービスを実施する事業所に就職すること ます。認知症の症状などの基本的な知識や
により、生活援助員として働くことができ 認知症の方への接し方などを学びます。
ます。 《講師》地域包括支援センター帯広けいせい苑 職員

《申込》①11/1(月)、②11/29(月)までに地域福祉 《日時》11/24(水)13:30～15：00
課(FAX・窓口)へ申込書を提出。市HPから 《会場》南コミュニティーセンター(西10南34-1)
も申込可能。 《対象》帯広市民または帯広市内に通学、

《問合》地域福祉課 ☎65-4113 通勤している方
a 《定員》先着15名
a 《備考》講座受講後は認知症サポーターの証とし

て、オレンジカードを差し上げます。
《申込》11/22(月)までに電話申込
《問合》地域福祉課 ☎65-4113

13



a
a

《題名》普通救命講習
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を
習得します。

《日時》11/28(日)13:30～16:30
《会場》柏林台出張所(柏林台西町2-2)
《対象》市内在住または勤務地が市内の方
《申込》11/21(日)までに申込
《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

a
a

《題名》普通救命講習
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を
習得します。

《日時》12/9(木)13:30～16:30
《会場》消防庁舎(西6南6-3)
《対象》市内在住または勤務地が市内の方
《申込》12/2(木)までに申込
《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

a
a

《題名》実技救命講習
《内容》普通救命講習と同じ修了証を交付します。
《日時》12/19(日)18:30～20:30
《会場》南出張所(西17南41-5)
《対象》受講する1か月前から前日までに、イン

ターネット上にある応急手当WEB講習を受
講していただける方

《申込》12/12(日)までに申込
《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

a
a

《題名》普通救命講習
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を
習得します。

《日時》12/26(日)13:30～16:30
《会場》柏林台出張所(柏林台西町2-2)
《申込》12/19(日)までに申込
《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
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おびひろ動物園ボランティアグループ 

ZooFul
ズ ー フ ル

とは… 

今から10年ほど前、「おびひろ動物園をもっと盛り上げたい！」と帯広畜産大学の

有志が集まり発足したのが、「おびひろ動物園ボランティアグループ ZooFul
ズ ー フ ル

」。 

動物園＝Zoo
ズ ー

、楽しい＝joyful
ジョイフル

を合わせて作った造語が、グループ名の由来です。現

在、帯広畜産大学の学生を中心とした27名ほどのメンバーが、毎週土曜日と日曜日

におびひろ動物園で活動しています。メンバーの富
とみ

田
た

 綺
き

咲
さき

さんにお話を伺いました。 

動について▶▶▶おびひろ動物園ボランティアグループZooFulは、帯広畜産

大学の学生を中心としたボランティアグループで、毎週末、おびひろ動物園の

ちびっこふぁーむで

来園者と動物のふれ合いの

サポートや、イベントのお

手伝い等の活動を行ってい

ます。昨年からの新型コロ

ナウイルス感染症の影響

で、動物園が臨時休園した

り、大学側の事情で活動で

きなかったりすることもあ

りますが、メンバー同士で

行ける日を調整しながら、

毎週土曜日と日曜日に分かれて、両曜日とも2、3名は動

物園で活動しています。何度も通っていると、動物の個

性がわかってきて、ほんとうに楽しいです。 

活 

今回は、 

おびひろ動物園ボランティアグループ 

ZooFul 富
と み

田
た

 綺
き

咲
さ き

さん 

を Pick Up！ 

ちびっこふぁーむのヤギと 
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かったこと・楽しいこと▶▶▶私は動物園に興味

があって、帯広畜産大学を志望したのですが、大

学入学後にZooFulの存在を知り、活動に参加する

ようになりました。動物園に行くこと自体が楽しいので

すが、飼育員の方から直接お話を聞く機会もあるので、

動物の生態について詳しく知ることもできます。来園者

とは違った角度から動物や動物園を知ることができる

のが、ZooFulの活動の楽しいところです。 

労していること▶▶▶動物が好きなので、動物にまつわる苦労はないのですが、

来園者の方、特にちびっこふぁーむに来る子どもたちに、動物とのふれあい方

を伝える難しさを感じています。ただ「ダメだよ」

というのではなくて、何がどうしてダメなのかやど

のように動物と接したらよいのかをわかりやすく伝

えて、みんなにもっと動物を好きになってほしいと

思っています。また、今は新型コロナウイルス感染

症の影響で、ZooFulのメンバー間で顔を合わせる機

会が減っているので、活動を引き継ぐことの難しさ

を感じています。 

れからのこと▶▶▶

みんなにもっと動物

やおびひろ動物園を好きに

なってもらいたいと思って

います。私自身は大学卒業後は活動から離れてしまうかもしれ

ませんが、ZooFul の活動が今後も後輩たちによって続けられていくことを願って

います。 

● おびひろ動物園ボランティアグループ ZooFul ● 

【活動日時】開園期間中:毎週土曜日・日曜日 【場所】おびひろ動物園:ちびっこふぁーむ他 

活動についてのお問い合わせは、Twitter（ツイッター）、instagram（インスタグラム）

の DM（ダイレクトメッセージ）でお願いします。ZooFul 公式アカウント ＠obi_zooful 

よ 

苦 

こ 

こんな工作を用意することも 

FM WING で毎月第１木曜日

18:30～19:00 に、ZooFul の活動

を伝える番組を担当しています！ 

イベントに向けて 
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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 

障害福祉課 65-4148/23-0163 

こども課 65-4158/23-0155 

商業労働課 65-4132/23-0172 

環境課 65-4136/23-0159 

みどりの課 65-4186/23-0159 

スポーツ課 65-4210/23-6142 

農業技術センター(農政課) 089-1182 川西町基線61 59-2323/59-2448 土日・祝日 

保健福祉センター(健康推進課) 080-0808 東8条南13丁目1 25-9721/25-7445 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  

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毎月末日(土日、①の場合

は月の最終平日)  

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 開園期間中は無休 

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 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) 

とかち大平原交流センター 089-1182 川西町基線61 (電話)53-4780 月曜日(祝日の場合は翌日) 

グリーンプラザ 080-0847 公園東町3丁目9番地1 (電話)27-2325 年末年始 

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) 

帯広の森アイスアリーナ 

080-0856 
南町南7線56番地7 

帯広の森運動公園内 

48-6256/47-3296 
①月曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

帯広の森体育館 48-8912/48-6261 
①火曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

帯広の森市民プール 47-3630/47-3629 
①火曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

日高山脈フォトラリー事務局 (電話)67-5571  

2021フードバレーとかちマラソン大会サポートセンター (電話)25-1248  

帯広のまつり推進委員会 (電話)22-8600  

【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 


