
 

   
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 《会場》帯広の森アイスアリーナ駐車場集合

◇　趣味・教養　◇ 《定員》30名

a 《備考》小学生以下は保護者同伴

《題名》シニア向け定期講演会 《申込》3/25(木)～開催日の前日までに電話申込

《内容》シニア向け生涯学習サークルの事務局が企 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
画する定期講演会です。4月は音楽講演会 a
を予定、5～9月も開催を予定しています。 a

《日時》4～9月まで月1回開催。 《題名》チーズ研修(約1キログラム)
初回は4/28(水)10:30～11:40 《内容》地場産の生乳を使った加工方法を

《会場》とかちプラザ 学びます。
《対象》市内在住のシニア 《日時》①4/17(土)～4/18(日)、②5/1(土)～
《定員》先着50名 5/2(日)、③5/15(土)～5/16(日)、
《申込》講演会に参加したい方は開催前日までに、 ④5/29(土)～5/30(日)、⑤6/12(土)～

帯広シニアサークルふたば事務局に電話申 6/13(日)、⑥6/26(土)～6/27(日)
込。帯広シニアサークルふたばに入会希望 ※いずれも1日目は10:00～16:00、
の方は随時電話受付中。 　2日目は10:00～10:30

《問合》帯広シニアサークルふたば事務局(とかち 《会場》畜産物加工研修センター
プラザ内) ☎22-7890 (八千代町西4線198)

a 《定員》先着各8名
a 《費用》3,000円

《題名》ソーセージ研修(約700グラム) 《備考》持ち物:エプロン、ハンカチ、三角巾、マ
《内容》地場産の肉を使った加工方法を学びます。 スク ※昼食や飲み物は各自ご用意、もし
《日時》①4/11(日)、②5/9(日、③6/6(日) くはカウベルハウスをご利用ください。

いずれも10:00～14:00 《申込》①4/9(金)、②4/23(金)、③5/7(金)、
《会場》畜産物加工研修センター ④5/21(金)、⑤6/4(金)、⑥6/18(金)

(八千代町西4線198) までに電話申込
《定員》先着各10名 《問合》畜産物加工研修センター ☎60-2514
《費用》2,200円 a

《備考》持ち物:エプロン、ハンカチ、三角巾、マ a

スク ※昼食や飲み物は各自ご用意、もし 《題名》帯広市民大学講座「西アフリカの神秘！

くはカウベルハウスをご利用ください。 見て・聞いて・旅するベナン」

《申込》①4/2(金)、②4/30(金)、③5/28(金)まで 《内容》ベナン共和国での青年海外協力隊活動を通

に電話申込 じて学んだこと、感じたことを楽しくお伝

《問合》畜産物加工研修センター ☎60-2514 えします。ニュ ースだけではわからない

a 豊かな文化・生活に触れ、多様性の素晴ら
a しさを感じましょう！

《題名》令和3年度前期陶芸講座受講生の 《日時》4/23(金)18:30～20:00

募集について 《会場》とかちプラザ 4階講習室402
《内容》令和3年度前期陶芸講座の受講生を 《定員》40名

募集します。 《申込》前日までに電話または市ホームページから
《日時》4/13(火)～8/24(火)の全18回、原則 申込

毎月第2・4火曜日・水曜日10:00～15:00 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192
《会場》百年記念館(緑ケ丘2) a
《対象》十勝管内在住の18歳以上の初心者の方 a
《定員》36名(定員を超えた場合、抽選・初受講の 《題名》企画展

方優先) 「辻川和夫写真展～光響曲　十勝野～」
《費用》受講料10,000円(5ヶ月分)、別途材料費等 《内容》十勝の美しい風景を再発見できる写真を

(8,000円程度) 展示します。
《備考》持ち物:筆記具、エプロン、雑巾、 《日時》4/24(土)～5/9(日)9:30～17:00

ものさし(30cm)、古タオル 《会場》百年記念館　特別展示室
《申込》3/2(火)～3/17(水)(17日必着)までに 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

往復はがきで申込 a
《問合》百年記念館 ☎24-5352 a

a 《題名》博物館講座

a 「史料から見る依田勉三・晩成社5」

《題名》四季の森めぐり～早春～ 《内容》依田勉三が書き残した歴史資料から、開拓

《内容》第2柏林台川周辺の森を歩き、早春の花や 時代を生きた人々の営みをひもときます。
生き物を観察します。 《日時》4/24(土)14:00～16:00

《日時》4/17(土)9:30～12:00 《会場》百年記念館　2号室
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《定員》先着50名 《日時》5/1(土)～8/31(火)
《申込》4/1(木)～4/23(金)までに電話申込 《対象》帯広市及び十勝管内在住の方並びにかつて
《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 住んでおられた方

a 《備考》募集要項に記載の注意事項を確認いただ
a き、募集要項下部の応募票に必要事項を記

《題名》ソーセージ研修(約250グラム) 入し、応募作品(原本)に必ず添付してくだ
《内容》地場産の肉を使った加工方法を学びます。 さい。 1作品につき1部原本、3部コピー、
《日時》①4/25(日)、②5/23(日)、③6/20(日) 計4部を提出してください(応募原稿は返却

いずれも10:00～14:00 しません) 。
《会場》畜産物加工研修センター 《申込》8/31(火)までに、図書館へ郵送または来館

(八千代町西4線198) にてご提出ください。
《定員》先着各10名 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700
《費用》1,000円 a
《備考》持ち物:エプロン、ハンカチ、三角巾、 a

マスク ※昼食や飲み物は各自ご用意、 《題名》クルミの木でものづくり

もしくはカウベルハウスをご利用ください。 《内容》帯広の森に生えるオニグルミの木について
《申込》①4/16(金)、②5/14(金)、③6/11(金)まで 学びながら、間伐、ものづくりを

に電話申込 行います。
《問合》畜産物加工研修センター ☎60-2514 《日時》5/8(土)9:30～12:00

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ
a 《定員》15名

《題名》プラザ・エンジョイスクール 《備考》小学生以下は保護者同伴
『2021年度(5・6・7月)第Ⅰ期』受講生募集 《申込》4/25(日)～開催日の前日までに電話申込

《内容》5月～7月に開催する講座の受講生を募集し 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
ます。詳しくは、とかちプラザ、総合案内 a
(市庁舎1階)、コミセンなどに配置のパン a
フレットか、とかちプラザホームページで 《題名》1日飼育係参加者募集
ご確認ください。ジャンルは健康・スポー 《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す
ツ、 音楽、書道・絵画、語学、華道・茶 ることで、動物園動物や野生動物との向き
道、趣味・手工芸、料理、パソコンからお 合い方、動物園の役割などを考えてみま
選びいただけます。 しょう。

《日時》開講期間:5月～7月 《日時》5/9(日)10:00～15:15
《会場》とかちプラザ　他 《会場》おびひろ動物園
《対象》高校生以上 《対象》中学生以上
《定員》先着15名～30名程度 《定員》4名(応募者多数の場合は抽選)

(講座毎に定員が異なります) 《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入
《費用》3回講座:3,000円、5回講座:5,000円、10回 園料が掛かります。)

講座:10,000円(講座毎に費用が異なりま 《申込》4/15(木)～4/29(木)までに、はがきに以下
す。また、別途テキスト代等がかかる講座 を記載し郵送、または動物園ホームページ
もあります) からご応募ください。氏名・ふりがな・

《備考》とかちプラザ会場の講座のみ、事前お申込 年齢・郵便番号・住所・電話番号・緊急時
みにより託児利用が可能です。詳しくは、 連絡先
とかちプラザまで。 《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 

《申込》4/6(火)～4/22(木)にとかちプラザ窓口で おびひろ動物園 ☎ 24-2437
申込。(受付時間は10:00～21:30) a

《問合》とかちプラザ ☎ 22-7890 a
a 《題名》森の生き物講座(鳥編)

a 《内容》飯嶋良朗氏を講師に、住宅地に見られる

《題名》「市民文藝」第61号　作品募集 野鳥の生態や観察手法などを学びます。

《内容》「市民文藝」第61号に掲載する作品を募集 《日時》5/15(土)9:30～11:30
します。募集部門は、小説、戯曲・シナ 《会場》大空団地
リオ、文芸評論、随筆、ノンフィクショ 《定員》10名
ン、童話、詩、短歌、俳句、川柳の全10部 《備考》小学生以下は保護者同伴
門です。 入選作を「市民文藝」に掲載 《申込》4/25(日)～開催日の前日までに電話申込
し、特に優秀な作品に対しては市民文芸賞 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
等を贈り表彰します。応募方法等で分か a
らないことがありましたら、帯広市図書館 a
までお問い合わせください。多くの皆様
からのご応募をお待ちしてます。 
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《題名》みどりと花のフェスタ2021 るボランティア活動に興味のある方の
《内容》緑に触れ合える様々なイベントや、緑に関 ご参加をお待ちしています。

する取り組みについてのパネル展示を開催 《日時》5/25(火)～7/13(火)10:00～15:00
します。 《会場》グリーンプラザ(帯広市公園東町3)

《日時》5/15(土)9:30～13:00 《対象》帯広市民及び近隣町村住民
《会場》みどりと花のセンター 《定員》10名(応募多数の場合は抽選)
《備考》パネル展示は5/15(土)～5/23(日)で実施。 《備考》毎週火曜日開催、全8回 各回4時間
《問合》みどりと花のセンター ☎21-3172 (休憩をはさむ)

a 《申込》4/20(火)～5/14(金)8:45～17:30
a 《問合》障害福祉課 ☎65-4148

《題名》森の生き物講座(菌類編) a
《内容》中馬いづみ准教授(帯広畜産大学)を講師 a

に、野生の草木に寄生する菌類の生態や 《題名》令和3年度夜間陶芸講座受講生の
観察手法などを学びます。 募集について

《日時》5/15(土)13:30～15:30 《内容》令和3年度夜間陶芸講座の受講生を
《会場》帯広の森・はぐくーむ 募集します。
《定員》10名 《日時》6/1(火)～10/19(火)の全18回、原則毎月
《備考》小学生以下は保護者同伴 第1・3火曜日・水曜日 18:30～21:30
《申込》4/25(日)～開催日の前日までに電話申込 《会場》百年記念館(緑ケ丘2)
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《対象》十勝管内在住の18歳以上の初心者の方

a 《定員》36名(定員を超えた場合、抽選・初受講の
a 方優先)

《題名》おびＺｏｏ寺子屋～アライグマ編～ 《費用》受講料8,000円(5ヶ月分)、別途材料費等
参加者募集 (8,000円程度)

《内容》知っているつもりでも知らない事の多い動 《備考》持ち物:筆記具、エプロン、雑巾、ものさ
物のアレコレを見て触れて感じてみましょ し(30cm)、古タオル
う。 今回はアライグマについて 《申込》5/1(土)～5/18(水)(18日必着)までに往復
学びます。 はがきで申込。

《日時》5/15(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》一般(ただし、小学生以下は保護者同伴の a

こと) 《題名》四季の森めぐり～初夏～

《定員》20名(応募者多数の場合は抽選) 《内容》「森の回廊＠十勝」とともに森を歩き、初

《申込》4/15(木)～4/29(木)までに、はがきに以下 夏の草花などを観察します。
を記載し郵送、または動物園ホームページ 《日時》6/13(日)9:30～12:00
からご応募ください。代表者氏名(ふりが 《会場》帯広の森・はぐくーむ
な)・代表者年齢・代表者住所・郵便番 《定員》30名
号・代表者電話番号・緊急時連絡先・参加 《備考》小学生以下は保護者同伴
者全員の氏名(ふりがな)と年齢 《申込》5/25(火)～開催日の前日までに電話申込

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200
おびひろ動物園 ☎24-2437 a

a a
a 《題名》登り窯ワークショップIN帯広

《題名》四季の森めぐり～春～ 《内容》北海道陶芸協会副会長の下沢敏也先生によ
《内容》第2柏林台川周辺の森を歩き、春の花を観 る陶芸のワークショップです。下沢先生に

察します。 よるデモンストレーションの後、作陶した
《日時》5/22(土)9:30～12:00 作品は9月に登り窯で焼成・お渡しとなり
《会場》帯広の森(西20条南6丁目交差点付近の駐車 ます。

場集合) 《日時》6/13(日)①10:00～12:00、②13:30～15:30
《定員》30名 《会場》百年記念館 1号室
《備考》小学生以下は保護者同伴 《対象》18歳以上で十勝管内在住の陶芸初心者
《申込》4/25(日)～開催日の前日までに電話申込 《定員》各30名
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《費用》4,000円(2kgの粘土込み)

a 《備考》持ち物:手ぬぐい、エプロン
a 《申込》5/11(火)～6/9(水)までに電話申込

《題名》要約筆記奉仕員養成講座の受講生募集 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352
《内容》聞こえの不自由な方のために会話や講演内 a

容などを文字に変えて伝える要約筆記の技 a
法を学ぶ講座です。音声情報をサポートす
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《題名》博物館講座 考える遊びの楽しさを体験するとともに、
「北海道の縄文土器を世界に語る」 囲碁を通じて友達の輪を広げます。

《内容》海を越えて展開する北海道の縄文土器研究 《日時》4/11(日)10:00～12:00
の最新成果について紹介します。 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)

《日時》6/19(土)14:00～16:00 《対象》小・中学生とその保護者

《会場》百年記念館 2号室 《備考》マスクを着用してお越しください。

《定員》先着50名 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《申込》6/1(火)～6/18(金)までに電話申込 a

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 a

a 《題名》科学技術週間行事
a 《内容》科学技術週間(4/12～4/18日)に合わせ、

《題名》1日飼育係参加者募集 「海」をテーマにした科学技術週間ポス
《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す ターを配布します。また、当館2階の貝

ることで、動物園動物や野生動物との向き の展示コーナー古代生物標本もご覧
合い方、動物園の役割などを考えてみま ください。
しょう。 《日時》4/13(火）～4/18(日）

《日時》6/26(土)10:00～15:15 《会場》児童会館(緑ヶ丘2番地)
《会場》おびひろ動物園 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《対象》中学生以上 a
《定員》4名(応募者多数の場合は抽選) a
《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、 《題名》あそびの森のあしあとづくり

入園料がかかります) 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、春
《申込》5/27(木)～6/10(木)までに、はがきに以下 の森探検や地図づくり、森のお手入れな

を記載し郵送、または動物園ホームページ ど、楽しみながら森とふれ合います。
からご応募ください。氏名・ふりがな・ 《日時》4/18(日)10:00～15:00
年齢・郵便番号・住所・電話番号・緊急時 《会場》帯広の森・はぐくーむ
連絡先 《定員》30名

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 《費用》100円
おびひろ動物園 ☎24-2437 《備考》小学生以下は保護者同伴

a 《申込》3/25(木)～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

◇　レジャー　◇ a

a a

《題名》おびひろ動物園夏期開園 《題名》大ホールでスタインウェイを弾いてみよう!

《内容》令和3年度のおびひろ動物園の夏期開園が 《内容》ピアノを習っている子どもたちに世界最高
始まります。開園初日は9:00より正門広場 峰のピアノ、スタインウェイを体験しても
にて、動物たちがお出迎えします。 らうために開催いたします。令和3年度も

《日時》4/29(木)～11/3(水)9:00～16:30 毎月1回開催予定です。
(10月から9:30～16:00) 《日時》4/18(日)10:00～20:00 ※5月以降の開催日

《会場》おびひろ動物園 はホームページにて公表します。

《費用》入園料:大人420円、65歳以上・高校生210 《会場》帯広市民文化ホール 大ホール(西5条南11)
円、中学生以下無料 《対象》帯広・十勝のピアノを習っている

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 小・中・高校生

a 《定員》10組限定　
a ※申込多数の場合は区分ごと抽選

◇　子ども・子育て　◇ 《費用》1組500円　※1組1区分、1区分50分
a 《備考》※1組でピアノを弾ける人数は3名まで 

《題名》親と子のエンジョイ将棋 ※ピアノ用補助ペダルはありませんので
《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、 ご持参ください。 ※新型コロナウイルス

考える遊びの楽しさを体験するとともに、 の関係により、帯広市の「新しい生活様式」
将棋を通じて友達の輪を広げます。 に基づきマスク着用と手指消毒、検温の

《日時》4/10(土)10:00～12:00 ご協力をお願いいたします。 ※長崎屋
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) 帯広店の駐車場(3階・5階・屋上)をご利用
《対象》小・中学生とその保護者 ください。 ※ご一緒に入場できる関係者
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 (付添者)は3名までです。

a 《申込》3/14(日)～4/2(金)までに、帯広市文化ス
a ポーツ振興財団ホームページの申込み

《題名》親子囲碁入門教室 フォームまたは電話、窓口にて申込
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111

4



《題名》【第63回こどもの読書週間事業】
スペシャルおはなし会 《題名》こどもウィークおびひろ2021

《内容》帯広図書館友の会おひさまによる「スペ 《内容》工作や実験教室など、日替わりで楽しい
シャルおはなし会」を開催します。絵本の 催しがもりだくさんです。
読み聞かせや紙芝居など楽しいおはなしが 《日時》4/29(木・祝)、5/1(土)～5/5(水・祝)の
いっぱいです。ご家族そろってお越しくだ うち3日間程度、各日10:00～15:00を予定。
さい。 《会場》児童会館

《日時》4/29(木)10:30～11:10 《対象》幼児、小・中学生
《会場》図書館 多目的視聴覚室 (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)
《定員》先着30名 《申込》4/20(火)～当日までに児童会館窓口または
《問合》帯広市図書館 ☎22-4700 電話で申込

a 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
a a

《題名》帯広少年少女発明クラブ員募集 a
《内容》令和3年度に活動するクラブ員を募集しま 《題名》【第63回こどもの読書週間事業】

す。基本的な工作技術を習得し、アイデア 親子で行く！図書館の裏側探検ツアー
を形にした作品を作り発明につなげます。 《内容》図書館職員のガイドで、普段は入れない

《日時》活動期間:5/8(土)～R4/2/26(土)の主に 図書館の裏側を探検します。
第2・第4土曜日(全19回)9:30～11:30を 《日時》5/4(火・祝)10:30～11:40
予定。 《会場》図書館 多目的視聴覚室

《会場》児童会館 《対象》小・中・高校生とその家族
《対象》小学校新4年生～中学校新2年生 《定員》10家族
《定員》20名(応募多数の場合は抽選) 《備考》子どもだけ、大人だけの参加は
《費用》会費1,200円と保険料 できません。
《申込》4/1(木)～4/10(土)当日消印有効で往復は 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700

がきにて申込。往信・裏に「発明クラブ申 a
込み」と明記の上、①住所(郵便番号も)、 a
②氏名(ふりがな)、③電話番号、④性別、 《題名》【第63回こどもの読書週間事業】
⑤学校名と学年、⑥保護者氏名をご記入く 春から電子図書館はじめました！
ださい。また、返信・表には返送先をご記 英語絵本のおはなし会
入のうえ、帯広市児童会館(〒080-0846 《内容》電子図書館のご紹介と、英語のリーディン
緑ヶ丘2番地)まで。 グ機能を活用して同じ絵本の日本語・英語

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 のおはなし会を行います。
a 《日時》5/5(水・祝)10:30～11:00
a 《会場》図書館 多目的視聴覚室

《題名》令和3年度 自然体験クラブ員募集 《対象》幼児～大人
《内容》十勝の自然にたっぷり触れる「自然体験ク 《定員》30名

ラブ」のクラブ員を募集します。火おこし 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700
体験、Eボートで川くだりなど、自然に親 a
しみながら他校の児童との交流も a
深めます。 《題名》親と子のエンジョイ将棋

《日時》令和3年5月～9月の土日のうち全5回、 《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、
開催日は未定です。 考える遊びの楽しさを体験するとともに、

《会場》帯広市児童会館に毎回集合・解散。 将棋を通じて友達の輪を広げます。
十勝管内各地で体験学習をします。 《日時》5/8(土)10:00～12:00

《対象》帯広市内の小学校新4年生～新6年生 《会場》児童会館　2階実習室(緑ヶ丘2番地)
《定員》15名(応募多数の場合は抽選) 《対象》小・中学生とその保護者
《費用》5,000円(保険料を含む)自然体験クラブ 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

初日にお支払いいただきます。 a
《申込》4/2(金)～4/15(木)までに、往復はがきに a

て申込。往信・裏に①自然体験クラブ申 《題名》親子囲碁入門教室
込、②住所(郵便番号も)、③氏名(ふりが 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、
な)、④電話番号、⑤性別、⑥小学校名・ 考える遊びの楽しさを体験するとともに、
学年をご記入の上、返信・表に返送先、 囲碁を通じて友達の輪を広げます。
返信・裏には何も書かないで帯広市 《日時》5/9(日)10:00～12:00
児童会館(〒080-0846 緑ヶ丘2番地)まで。 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《対象》小・中学生とその保護者
a 《備考》マスクを着用してお越しください。
a 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
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《題名》めだかUP 《申込》4/22(木)～5/6(木)までに、はがきに以下
《内容》小学校新4年生～新6年生の高学年を対象に を記載し郵送、または動物園ホームページ

した長期水泳教室です。 からご応募ください。氏名・ふりがな・学
《日時》5/14～12/3の毎週(金)18:00～18:50の 校名・学年・郵便番号・住所・電話番号・

全24回 保護者氏名・緊急時連絡先
《会場》帯広の森市民プール 《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 
《対象》小学校新4年生～新6年生 おびひろ動物園 ☎24-2437
《定員》40名(抽選) a
《費用》12,000円 a
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《題名》幼児と児童の走り方教室

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 《内容》小学校新1年生から新3年生までを対象に運動
文化スポーツ振興財団ホームページをご確認 の基本や、すばやい動きを学ぶことを目的
ください。 として開催します。

《申込》4/19(月)までに申込 《日時》5/16(日)10:45～12:15
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 《会場》明治北海道十勝オーバル

a 《対象》小学校新1年生～新3年生のお子様
a 《定員》100名(抽選)

《題名》幼児と児童の走り方教室 《費用》500円
《内容》幼稚園・保育園(年中・年長)を対象に運動 《備考》持ち物:動きやすい服装、室内用運動靴、

の基本や、すばやい動きを学ぶことを目的 タオル、着替え、水分補給用飲料水 
として開催します。 ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市

《日時》5/16日(日)9:00～10:30 文化スポーツ振興財団ホームページをご確認
《会場》明治北海道十勝オーバル ください。
《対象》幼稚園・保育所の年中・年長の幼児 《申込》4/30(金)までに申込
《定員》100名(抽選) 《問合》帯広の森陸上競技場 ☎47-1188
《費用》500円 a
《備考》持ち物:動きやすい服装、室内用運動靴、 a

タオル、着替え、水分補給用飲料水 《題名》めだか水泳教室(1回目)
※申込方法の詳細は、各施設もしくは 《内容》小学生の初心者を対象とした水泳教室で
帯広市文化スポーツ振興財団ホーム す。水慣れから水泳の基礎を習います。
ページをご確認ください。 《日時》5/19～6/11の毎週(水)・(金)の

《申込》4/30(金)までに申込 17:00～17:50の全8回
《問合》帯広の森陸上競技場 ☎47-1188 《会場》帯広の森市民プール

a 《対象》小学生初心者
a 《定員》60名(抽選)

《題名》親子科学実験教室 《費用》4,000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:水着、水泳帽子、バスタオル 

楽しい工作や科学実験を行います。 ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広
《日時》5/16(日)①10:00～11:00、 市文化スポーツ振興財団ホームページを

②13:15～14:15、③14:45～15:45 ご確認ください。
《会場》児童会館 2階生物実験室(緑ヶ丘2番地)　 《申込》4/26(月)までに申込
《対象》小学生以上の親子 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630

(高学年以上は児童のみでも参加可) a
《定員》各回10家族(最大20名) a
《申込》5/2(日)～当日までに児童会館窓口または 《題名》親子おもしろ教室

電話で申込 《内容》親子で工作をします。小学校高学年以上で
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 あれば、お子さんだけでも参加できます。

a 《日時》5/22(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
a 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)

《題名》親子で飼育体験参加者募集 《対象》幼児、小・中学生とその保護者(幼児、小
《内容》飼育員のお仕事を親子で体験してみません 学校低学年の場合は保護者同伴)

か？お掃除・エサやり・観察を通じて、 《定員》①、②ともに先着親子6組まで
動物園で働く飼育員の世界を見てみま 《備考》①と②は同じ内容です。
しょう。 《申込》5/8(土)～5/21(金)までに帯広市児童会館

《日時》5/16(日)10:00～12:00 窓口または電話で申込み
《会場》おびひろ動物園 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《対象》小学校新1年生～新3年生とその保護者 a

(1組2名まで) a
《定員》4組(応募者多数の場合は抽選)
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《題名》おやこ水泳教室(2回目) 《題名》運動会翌日の図書館の臨時開館
《内容》お母さんやお父さんと一緒にプールに入 《内容》市内小学校の運動会と中学校の体育祭の

り、水遊びを通して楽しみながら水慣れ 翌日となる5/31(月)と6/7(月)は臨時開館
していきます。 します。なお、臨時開館の翌日の6/1(火)と

《日時》5/24～7/5の(月)10:00～10:50の全6回 6/8(火)は振替休館とさせていただきます
《会場》帯広の森市民プール (雨天等で運動会・体育祭が順延になって
《対象》2・3・4歳児と保護者 も変更はありません)。
《定員》20組(抽選) 《日時》5/31(月)、6/7(月) 
《費用》3,000円 開館時間は10:00～20:00
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《会場》図書館

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700
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》5/10(月)までに申込 《題名》ソフトテニススクール
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 《内容》ソフトテニス初心者を対象とした、基礎習

a 得やミニゲームを通じてテニスの楽しさを
a 紹介する教室です。

《題名》ベビースイミング(2回目) 《日時》6/2～7/5の毎週(月)・(水)18:00～20:00の
《内容》水に慣れると同時に親子のスキンシップ、 全10回

子育てママ同士のコミュニケーションの場 《会場》帯広の森テニスコート
に最適です。 《対象》小学校新4年生～中学校新1年生の初心者

《日時》5/24～7/5の(月)のA・11:00～11:50、 《定員》20名(抽選)
B・12:00～12:50の全6回 《費用》5,000円

《会場》帯広の森市民プール 《備考》持ち物:運動靴、ラケット、タオル　
《対象》6か月～2歳未満(1歳11か月まで)の ※申込方法の詳細は、各施設

幼児と保護者 もしくは帯広市文化スポーツ振興
《定員》各10組(抽選) 財団ホームページをご確認ください。
《費用》3,000円 《申込》3/19(金)～5/11(火)にお申込みください。
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《問合》帯広の森スポーツセンター ☎48-2401

※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 a
ください。 《題名》レッツ！バルシューレ(1回目)

《申込》5/10(月)までに申込 《内容》バルシューレとは、ドイツ語で「ボール教
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 室」という意味です。ボールなどを使った

a 様々な運動遊びを楽しく経験することで、
a 状況に合わせて自分自身で判断し、行動す

《題名》小学生の1日飼育係参加者募集 る力や気持ちを育てます。
《内容》動物のお部屋の掃除や観察など、飼育員に 《日時》6/2～7/7の毎週(水)15:45～16:35の全6回

はエサやり以外の仕事もたくさんありま 《会場》帯広の森体育館 第1体育室
す。先輩飼育員の引率のもと、2人1組の 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長、
グループで飼育体験をしてみましょう。 小学校新1・2年生

《日時》5/29(土)10:00～14:30 《定員》30名(抽選)
《会場》おびひろ動物園 《費用》2,400円
《対象》小学校新4年生～新6年生 《備考》持ち物:体育館シューズ・動きやすい服
《定員》8名(応募者多数の場合は抽選) 装・飲料水 ※申込方法の詳細は帯広市
《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、 文化スポーツ振興財団ホームページを

入園料がかかります。) ご確認ください。
《申込》4/29(木)～5/13(木)までに、はがきに以下 《申込》5/18(火)までに申込

を記載し郵送、または動物園ホームページ 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
からご応募ください。氏名・ふりがな・学 a
校名・学年・郵便番号・住所・電話番号・ a
保護者氏名・緊急時連絡先 《題名》親子で飼育体験参加者募集

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 《内容》飼育員のお仕事を親子で体験してみません
おびひろ動物園 ☎ 24-2437 か？お掃除・エサやり・観察を通じて、

a 動物園で働く飼育員の世界を見てみま
a しょう。

《日時》6/6(日)10:00～12:00
《会場》おびひろ動物園
《対象》小学校新1年生～新3年生とその保護者
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(1組2名まで) 《定員》各30名(抽選)
《定員》4組(応募者多数の場合は抽選) 《費用》3,000円
《申込》5/13(木)～5/27(木)までに、はがきに以下 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 

を記載し郵送、または動物園ホームページ ※申込方法の詳細は、各施設もしくは
からご応募ください。氏名・ふりがな・学 帯広市文化スポーツ振興財団ホーム
校名・学年・郵便番号・住所・電話番号・ ページをご確認ください。
保護者氏名・緊急時連絡先 《申込》5/31(月)までに申込

《問合》〒080-0846 帯広市緑ヶ丘2番地 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630
おびひろ動物園 ☎24-2437 a

a a
a 《題名》親子囲碁入門教室

《題名》ベビー＆ママピラティス(1回目) 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、
《内容》ベビー＆ママピラティスは赤ちゃんとママ 考える遊びの楽しさを体験するとともに、

のスキンシップを通じて愛情と信頼関係を 囲碁を通じて友達の輪を広げます。
深めます。 《日時》6/13(日)10:00～12:00

《日時》6/10～7/8の毎週(木)13:00～13:45の全5回 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《対象》小・中学生とその保護者
《対象》首が完全に据わっている生後3か月～ 《備考》マスクを着用してお越しください。

歩行前の赤ちゃんとその保護者 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《定員》20組(抽選) a
《費用》2,500円 a
《備考》持ち物:タオル・動きやすい服装 《題名》幼児水泳教室(2回目)

・飲料水・赤ちゃんの着替え等 《内容》年中・年長児の幼児を対象にした、水遊び
※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ から水泳の基礎を習う教室です。
振興財団ホームページをご確認ください。 《日時》6/14～7/19の毎週(月)A・15:00～15:50、

《申込》5/24(月)までに申込 B・16:00～16:50、C・17:00～17:50の
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 全6回

a 《会場》帯広の森市民プール
a 《対象》幼稚園・保育所の年中・年長の幼児

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《定員》各50名(抽選)
《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、 《費用》3,000円

考る遊びの楽しさを体験するとともに、 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 
将棋を通じて友達の輪を広げます。 ※申込方法の詳細は、各施設もしくは

《日時》6/12(土)10:00～12:00 帯広市文化スポーツ振興財団ホーム
《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地) 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》5/31(月)までに申込
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630

a a
a a

《題名》森の寺子屋～川の巻～ 《題名》みんなで楽しく！リトミック(1歳・2歳)
《内容》帯広の森を流れる川の探検や、生き物調べ 《内容》リトミックとは、音楽と身体を使った“子

などに挑戦します。 供の運動能力開発”です。子供達に音とい
《日時》6/12(土)10:00～15:00 う一番わかりやすく身近なものに触れるこ
《会場》帯広の森・はぐくーむ とで、音感教育・生活習慣・情燥教育な
《対象》小学生 ど、音楽を使って身体的・感覚的・知的に
《定員》15名 優れた子供達の育成を図ります。
《費用》300円 《日時》6/15(火)10:30～11:15　
《備考》小学生以下は保護者同伴 《会場》帯広市市民活動交流センター
《申込》5/25(火)～開催日の前日までに電話申込 (藤丸百貨店内8階 多目的活動室)
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《対象》1歳・2歳のお子様とその保護者

a 《定員》30組(抽選)
a 《費用》500円

《題名》年少児水泳教室(1回目) 《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水 
《内容》年少の幼児を対象にした、水遊びから ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市

水泳の基礎を習う教室です。 文化スポーツ振興財団ホームページをご確認
《日時》6/12～7/17の毎週(土)A・15:00～15:50、 ください。

B・16:00～16:50の全6回 《申込》5/31(月)までに申込
《会場》帯広の森市民プール 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《対象》幼稚園・保育所の年少の幼児 a
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a 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《題名》こども運動教室～年中から小2～(1回目) a
《内容》走る・投げる・跳ぶ・バランス・柔軟性・ a

回る・力の加減など、身体を動かす基礎を 《題名》めだか水泳教室(2回目)
楽しみながら運動を行う教室です。 《内容》小学生の初心者を対象とした水泳教室で

《日時》6/17～7/29の毎週(木)16:00～17:00の全6回 す。水慣れから水泳の基礎を習います。
《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《日時》6/23～7/21の毎週(水)・(金)
《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児、 A・16:00～16:50、B・17:00～17:50の全8回

新小学校1・2年生 《会場》帯広の森市民プール
《定員》25名(抽選) 《対象》小学生初心者
《費用》3,000円 《定員》各60名(抽選)
《備考》持ち物:体育館シューズ・動きやすい服 《費用》4,000円

装・飲料水 ※申込方法の詳細は帯広市 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 
文化スポーツ振興財団ホームページを ※申込方法の詳細は、各施設もしくは
ご確認ください。 帯広市文化スポーツ振興財団ホーム

《申込》6/1(火)までに申込 ページをご確認ください。
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《申込》5/31(月)までに申込

a 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630
a a

《題名》動物画写生コンクール a
《内容》児童・生徒を対象とした動物画コンクール 《題名》親子おもしろ教室

です。好きな動物を観察しながら写生して 《内容》親子で工作をします。小学校高学年以上で
みませんか？優秀作品は全道大会へ出品さ あれば、お子様だけでも参加できます。
れます。 《日時》6/26(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00

《日時》6/19(土)9:00～13:00 《会場》児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2番地)
※時間までに出来上がった絵を正門前受付に 《対象》幼児、小・中学生とその保護者
提出してください。 (幼児、小学校低学年の場合は保護者同伴)

《会場》おびひろ動物園 《定員》①、②ともに先着親子6組
《対象》中学生以下 《備考》①と②は同じ内容です。
《備考》持ち物:画板・絵の具 《申込》6/12(土)～6/25(金)までに児童会館窓口

・クレヨンなどの画材　 または電話で申込み
※画用紙はこちらでご用意しています。 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《問合》十勝毎日新聞社 ☎22-7555 a
a a
a 《題名》「親子陶芸教室」の開催について

《題名》あそびの森のあしあとづくり 《内容》親子で陶芸を楽しんでもらうことを
《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、倒 目的として、令和3年度親子陶芸教室を

木や枯れ木を運び出します。初夏の森を楽 開催します。
しむ観察会も実施します。 《日時》6/26(土)、7/3(土)、7/4(日)

《日時》6/20(日)10:00～15:00 いずれも10:00～12:00
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《会場》百年記念館 1号室
《定員》30名 《対象》お子様の年齢が4歳から中学生の親子
《費用》100円 《定員》各日親子で先着36名
《備考》小学生以下は保護者同伴 《費用》1組2名1,200円、1組3名1,500円
《申込》5/25(火)～開催日の前日までに電話申込 《申込》6/1(火)～6/9(水)までに電話申込
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

a a
a a

《題名》親子科学実験教室 ◇　健康・スポーツ　◇
《内容》親子のふれあいを深めることを目的とした a

楽しい工作や科学実験を行います。 《題名》エンジョイ♪エクササイズ!! (1回目)
《日時》6/20(日)①10:00～11:00、②13:15～ 《内容》音楽に合わせて身体を動かすエアロビク

14:15、③14:45～15:45 ス・リズムウォーク・簡単なボディーヒー
《会場》児童会館　地階化学実験室(緑ヶ丘2番地)　 リング(ピラティス)等を取り入れた運動不
《対象》小学生以上の親子 足の解消を図る教室です。

(高学年以上は児童のみでも参加可) 《日時》5/10～7/12の毎週(月)12:00～12:45の
《定員》各回6家族(最大20名) 全10回
《申込》6/6(日)～当日までに児童会館窓口 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

または電話で申込み 《対象》16歳以上の方
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《定員》30名(抽選) 《定員》25名(抽選)
《費用》5,000円 《費用》3,000円
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、スポー

スポーツタオル、水分補給用飲料水 ツタオル、水分補給用飲料水、ヨガマット
※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 (ヨガマットは1回50円でレンタル可能)
文化スポーツ振興財団ホームページをご確認  ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ
ください。 振興財団ホームページをご確認ください。

《申込》4/27(火)までに申込 《申込》4/27(火)までに申込
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a a
a a

《題名》背骨コンディショニング(1回目) 《題名》ナイター卓球教室
《内容》背骨をはじめ肩関節や股関節の神経と深く 《内容》初心者及び中級者を対象に、基本技術やス

関わりのある関節を動かすことで関節を柔 ポーツのマナーなどを習得するとともに、
らかくし背骨の歪みを正しい位置に戻すこ 卓球の普及振興を図る教室です。
とでカラダの不調改善を図る教室です。 《日時》5/17～7/5の毎週(月)19:00～20:30の全8回

《日時》5/10〜7/12の毎週(月)13:00〜13:45の全10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》16歳以上の方
《対象》16歳以上の方 《定員》20名(抽選)
《定員》25名(抽選) 《費用》4,000円
《費用》5,000円 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、スポー
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、タオ ツタオル、水分補給用飲料水、卓球ラケッ

ル、飲料水、エクササイズマット、バスタ ト(卓球ラケットは1回70円でレンタルもで
オル(エクササイズマットは1回50円でレン きます) ※申込方法の詳細は、各施設もし
タルもしています) くは帯広市文化スポーツ振興財団
 ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ ホームページをご確認ください。
振興財団ホームページをご確認ください。 《申込》4/27(火)まで申込

《申込》4/27(火)までに申込 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 a

a a
a 《題名》水中エアロビクス(2回目)

《題名》ストレッチバレエ 《内容》音楽に合わせてエアロビクスを行う
《内容》バレエバーのエクササイズを通して姿勢改 水中運動の教室です。

善・血行促進や股関節・背中・肩周りの柔 《日時》5/19～7/7の毎週(金)10:00～10:50の全8回
軟性を向上させ、しなやかな体作りを目指 《会場》帯広の森市民プール
し健康増進を図る教室です。 《対象》16歳以上の方

《日時》5/13～8/5の毎週(木)10:00～11:00の全10回 《定員》30名(抽選)
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《費用》4,000円
《対象》16歳以上の方 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 
《定員》25名(抽選) ※申込方法の詳細は、各施設もしくは
《費用》5,000円 帯広市文化スポーツ振興財団
《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装 ホームページをご確認ください。

・スポーツタオル・水分補給用飲料水 《申込》4/26(月)までに申込
※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630
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》4/26(月)までに申込 《題名》ヨガ①
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法と様々な

a ポーズを学び、身体の柔軟性を高めます。
a ゆったりと身体を動かす事を目的とした

《題名》肩こり・腰痛・改善ヨガ(1期) 内容です。
《内容》ヨガの呼吸法や動きを行い、骨格を中心と 《日時》5/25～7/27の毎週(火)20:00～21:00の

した身体の深層部を刺激し姿勢改善・身体 全10回
のバランス能力アップ・腰痛・肩こり解 《会場》明治北海道十勝オーバル
消・新陳代謝促進などによる美容と健康つ 《対象》16歳以上の方
くりのための教室です。 《定員》25名(抽選)

《日時》5/17～6/21の毎週(月)10:30～11:30の全6回 《費用》5,000円
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《備考》持ち物:運動着、タオル、飲料水、ヨガ
《対象》16歳以上の方 マット(有料レンタル\50/回毎) 
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※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 《題名》ZUMBA(ズンバ) 1回目
市文化スポーツ振興財団ホームページを 《内容》ラテン系の音楽に合せて行うダンスフィッ
ご確認ください。 トネスであり、全身の筋トレ効果や有酸素

《申込》4/10～5/17までに申込 運動・基礎代謝の向上にもなり、運動不足
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 の解消を図る教室です。

a 《日時》5/28～8/6の毎週(金)14:00～14:45の全8回
a 《会場》帯広の森体育館　第2体育室

《題名》ストレッチポールで姿勢改善教室(1回目) 《対象》16歳以上の人
《内容》ストレッチポールを用いてプールの研修室 《定員》25名(抽選)

で行う姿勢改善教室です。 《費用》4,000円
《日時》5/27～7/15の毎週(木)10:00～10:50の全8回 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装
《会場》帯広の森市民プール 研修室 ・スポーツタオル・水分補給用飲料水 
《対象》16歳以上の方 ※申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ
《定員》10名(抽選) 振興財団ホームページをご確認ください。
《費用》4,000円 《申込》5/10(月)までに申込
《備考》持ち物:動きやすい服装・運動靴・飲料水 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 a

市文化スポーツ振興財団ホームページをご a

確認ください。 《題名》硬式テニスナイター教室
《申込》5/10(月)までに申込 《内容》硬式テニス初心者および中級者を対象と
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 した、硬式テニスの基本を習得する教室

a です。
a 《日時》6/1～8/3の毎週(火)19:00～21:00の全10回

《題名》姿勢がきれいになる教室(1回目) 《会場》帯広の森テニスコート
《内容》簡単なエクササイズをはじめ、楽しく体を 《対象》16歳以上の初心者、中級者程度の方

動かし、きれいな姿勢を保つための筋力を 《定員》40名(抽選)
つけることを目的とした教室です。 《費用》5,000円

《日時》5/27～7/15の毎週(木)13:00～13:50の全8回 《備考》持ち物:運動靴、ラケット、タオル 
《会場》帯広の森市民プール 研修室 ※申込方法の詳細は、各施設
《対象》16歳以上の方 もしくは帯広市文化スポーツ振興財団
《定員》20名(抽選) ホームページをご確認ください。
《費用》4,000円 《申込》3/19～5/11までに申込
《備考》持ち物:動きやすい服装・運動靴・飲料水 《問合》帯広の森スポーツセンター ☎48-2401

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 a
市文化スポーツ振興財団ホームページを a
ご確認ください。 《題名》ふまねっと＆いきいき健康体操教室

《申込》5/10(月)までに申込 ～脳が覚める～
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 《内容》ふまねっと運動とは、50センチ四方のマス

a 目でできた大きな網を床に敷き、このマス
a 目を利用しながらステップを踏み、歩く運

《題名》楽しく水中運動教室 動です。様々なステップを踏むことによ
《内容》浮き棒やアクアミットなどの道具を取り入 り、全身・歩行のバランス改善や認知機能

れながら楽しく水中運動の効果を引き出し の向上を目的とした教室です。集団で交差
ます。 して歩くこともでき、レクレーションとし

《日時》5/27～7/15の毎週(木)20:00～20:50の全8回 ても楽しむことができます。
《会場》帯広の森市民プール 《日時》6/4～7/2の毎週(金)10:00～11:30の全5回
《対象》16歳以上の方 《会場》帯広の森体育館 第2体育室
《定員》20名(抽選) 《対象》16歳以上の方
《費用》4,000円 《定員》20名(抽選)
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《費用》1,500円

※申込方法の詳細は、各施設もしくは 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装
帯広市文化スポーツ振興財団ホーム ・スポーツタオル・水分補給用飲料水 
ページをご確認ください。 ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市

《申込》5/10(月)までに申込 文化スポーツ振興財団ホームページをご確認
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 ください。

a 《申込》5/18(火)までに申込
a 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
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《題名》ピラティス(2回目) 《題名》体幹美人エクササイズ(1回目)
《内容》呼吸を意識した動きの中で全身の筋強化、 《内容》アップテンポなリズムで有酸素運動を取り

柔軟性、バランス能力を高めることが目的 入れたエクササイズと筋力トレーニングで

です。 体幹を鍛え、メリハリのある美しいカラダ
《日時》6/7～7/26の毎週(月)10:00～10:50の全8回 づくりと運動前後の食事や水分補給の摂取
《会場》帯広の森市民プール 研修室 方法を学びます。
《対象》16歳以上の方 《日時》7/6～8/10の毎週(火)20:00～20:45の全6回
《定員》25名(抽選) 《会場》明治北海道十勝オーバル
《費用》4,000円 《対象》16歳以上の女性の方
《備考》持ち物:ヨガマット・タオル・飲料水 《定員》20名(抽選)

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 《費用》4,000円

市文化スポーツ振興財団ホームページを 《備考》持ち物:運動靴、ヨガマットまたはバスタ

ご確認ください。 オル、汗拭きタオル、飲料水 
《申込》5/17(月)までに申込 ※申込方法の詳細は、各施設もしくは
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 帯広市文化スポーツ振興財団ホーム

a ページをご確認ください。
a 《申込》6/28(月)までに申込

《題名》初めてスイミング 《問合》帯広の森研修センター ☎48-8048
《内容》初心者を対象にした水泳教室です。受講料 a

が都度500円なので気軽に水泳を始められ a
ます。 《題名》しなやかボディ④

《日時》6/18～11/5の毎週(金)19:00～19:50の 《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として
全16回 活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。

《会場》帯広の森市民プール さまざまな身体の部位の本来の機能を取り
《対象》16歳以上の方 戻し「見かけの良さ」と「健康維持」を目
《定員》各日先着20名 指す全身エクササイズ。自重の重さ(体重)
《費用》500円/回 を負荷とし、しなやかな身体作りを目指し
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル ます。

※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 《日時》7/7～9/29の毎週(水)20:00～20:45の全12回
市文化スポーツ振興財団ホームページを 《会場》明治北海道十勝オーバル
ご確認ください。 《対象》16歳以上の方

《申込》各開催日までに申込 《定員》20名(抽選)
《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 《費用》6,000円

a 《備考》持ち物:運動着、タオル、飲料水、ヨガ
a マット(有料レンタル\50/回毎) 

《題名》しなやかボディ③ ※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市
《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として 文化スポーツ振興財団ホームページをご確認

活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。 ください。
さまざまな身体の部位の本来の機能を取り 《申込》5/20～6/28までに申込
戻し「見かけの良さ」と「健康維持」を目 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
指す全身エクササイズ。自重の重さ(体重) a
を負荷とし、しなやかな身体作りを目指し a
ます。 《題名》ヨガ②

《日時》7/6～9/21の毎週(火)10:00～10:45の全12回 《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法と様々な
《会場》明治北海道十勝オーバル ポーズを学び、身体の柔軟性を高めます。
《対象》16歳以上の方 ゆったりと身体を動かす事を目的とした
《定員》20名(抽選) 内容です。
《費用》6,000円 《日時》7/29～10/7の毎週(木)20:00～21:00の
《備考》持ち物:運動着、タオル、飲料水、ヨガ 全10回

マット(有料レンタル\50/回毎) 《会場》明治北海道十勝オーバル
※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 《対象》16歳以上の方
文化スポーツ振興財団ホームページをご確認 《定員》25名(抽選)
ください。 《費用》5,000円

《申込》5/20～6/28までに申込
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
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《備考》持ち物:運動着、タオル、飲料水、ヨガ 《題名》認知症・家族の集い「茶話会」
マット(有料レンタル\50/回毎) 《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方
※申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市 が相談や交流できる場『認知症・家族の集
文化スポーツ振興財団ホームページをご確認 い茶話会』があります。現在、認知症の方
ください。 を介護しているご家族が気軽に参加できる

《申込》6/15～7/19までに申込 場所で、介護を終えた人も参加可能です。
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 《日時》①4/22(木)13:30～15:00、

a ②/27(木)13:30～15:00、
③6/24(木)13:30～15:00

◇　文化・歴史・芸術　◇ 《会場》グリーンプラザ(公園東町3)
a 《費用》100円

《題名》第40回おびひろ市民芸術祭 《問合》地域福祉課 ☎65-4113
《内容》帯広市内で文化活動をしている団体・個人 a

の練習・創作の成果を発表し、市民の皆さ a
んに鑑賞していただくものです。ステー 《題名》帯広市図書館休館(特別整理期間)に伴う
ジ、展示を実施します。 貸出拡大企画

《日時》4/29(木)～5/18(火) 《内容》貸出数と貸出期間を拡大します。貸出日が
※内容によって異なります 5/7(金)～5/20(木)の期間限定で、本が通

《会場》帯広市民文化ホール、帯広市民ギャラ 常は10冊までのところ15冊まで、CD･DVDは
リー、とかちプラザ 3点までのところ5点まで、また貸出期間が

《備考》内容が変更になることがありますので、 2週間までのところを3週間まで拡大･延長
ホームページなどでご確認ください。 します。

《問合》おびひろ市民芸術祭実行委員会 帯広市民 《日時》5/7(金)～5/20(木)
文化ホール内 ☎23-8111(火曜日休館) 《会場》図書館

a 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700

a a

◇　暮らし　◇ a
a 《題名》特別整理期間(休館)

《題名》普通救命講習の定期開催 《内容》年に一度の蔵書点検を行うため、5/21(金)
《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、 ～5/27(木)まで休館します。休館中の本の

AEDの使い方など心肺蘇生法を習得しま 返却は、返却ポスト(図書館南側の道路沿

す。 いと西側玄関右手)をご利用ください。た
《日時》①4/9(金)、②4/25(日)、③5/9(日)、 だし、DVD･ビデオテープ･CD等は破損防止

④5/23(日)、⑤6/9(水)、⑥6/27(日) のため、5/28(金)以降に1階カウンターに

各13:30～16:30 返却をお願いします。なお、移動図書館バ
《会場》①③⑤とかち広域消防局庁舎 3階 (西6条 スは通常どおり運行します。

南6丁目3-1)、②④⑥帯広消防署 柏林台出 《日時》5/21(金)～5/27(木)

張所 (柏林台西町2丁目) 《会場》図書館
《対象》帯広在住または帯広に勤務する方 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700
《定員》①③⑤各先着15名、②④⑥各先着8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》令和3年度帯広市消費者講座1回目

a 《内容》衣食住、金融・経済、消費者トラブルなど

a 日常の暮らしに役立つ基礎的な知識を学

《題名》実技救命講習の定期開催 ぶ、年間6回の講座です。1回目のテーマ

《内容》出血時の止血法や心肺停止時の救命手当、 は、「何を食べたらいいのかな？～健康寿
AEDの使い方など心肺蘇生法を習得しま 命を延ばす食生活～」講師：管理栄養士　
す。 北村和子氏

《日時》①4/19(月)、②5/19(水)、③6/19(土) 《日時》5/28(金)10:00～11:30
各18:30～20:30 《会場》とかちプラザ 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50名
《対象》帯広在住または帯広に勤務する方で、 《備考》2回目以降は、6/18、8/27、9/24、10/29、

インターネットで簡単に受講できる応急 11/19を予定しています。
手当WEB講習を受講した方 《申込》5/24までに電話申込

《定員》各先着9名 《問合》商業労働課 ☎65-4132
《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

a
a
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a
《題名》春のリサイクル広場

《内容》ごみの減量やリサイクルに関するパネル展
示を行います。

《日時》6/2(水)～6/4(金)9:00～17:00 
※最終日は15:00まで

《会場》市役所 1階市民ホール

《問合》清掃事業課 ☎37-2311

a

《題名》令和3年度帯広市消費者講座2回目

《内容》帯広市消費生活アドバイスセンター消費
生活相談員を講師に迎えて、「知って安
心、新たな手口～消費者トラブルにあわな
いために～」をテーマに講座を開きます。

《日時》6/18(金)10:00～11:30

《会場》とかちプラザ 2階視聴覚室

《定員》先着50名

《備考》3回目以降は、8/27、9/24、10/29、11/19
を予定しています。

《申込》6/14までに電話申込

《問合》商業労働課 ☎65-4132

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》6/29(火) 18:30～20:00
《会場》帯広市役所本庁舎
《対象》帯広市民または帯広市内に通学、通勤して

いる方
《定員》先着15名
《申込》6/25(金)までに電話申込
《問合》地域福祉課 ☎65-4113

a
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  15 

帯広手話サークル「手と手」とは… 
昭和57年11月、女子短期大学手話

講座(帯広市主催)の修了者14名によ

り「手話同好会」を発足したのが始

まりで、平成６年８月に『帯広手話サ

ークル「手と手」』と現在の名称に改称

しました。 

手話の学習やろう者との交流を通して、手話やろう者が抱えている問題などを学

び、共に活動し、誰もが明るく豊かな生活ができる社会をめざすことを目的としてい

ます。 

毎週水曜日の学習会のほか、研修やクリスマス会などろう者や会員相互の交流を深める

楽しい行事もあります。現在57名の会員で活動中です。 

江口祐子さんは、2016年に帯広市主催の手話奉仕員

養成講座を受講し、手話を覚えることが楽しく、「手話を

続けたい」と思い、その時の仲間とともに「手と手」に

入会しました。現在は手話の勉強のほか、サークルの事

務局員として３年目になります。お話を伺いました。 

りがい▶▶▶事務局員として、

行事の取りまとめなど

苦労もありますが、耳の聞こ

えない方々と手話で会話を楽

しみふれあう機会が増えたことで、やりがいを

感じています。 

や 

学ぶ って 

今回は、 

帯広手話サークル「手と手」 

 江
え

口
ぐ ち

 祐
ゆ う

子
こ

 さん 

を Pick Up！ 

〇手話とは…耳の

聞こえない人が手など

を使って表すことば

（言語）です。聞こえ

る人は声で会話をしま

すが、手話は手や指の

形や動きなどで会話し

ます。 
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会してよかったこと・楽しかったこと▶▶▶耳の聞こえない方と手話で話がで

きたとき、自分が知っている情報を手話で伝えることができたときは楽しいで

すし、通じ合えたときはとてもうれしいです。 

お互いの家族の話で盛り上がったりするなど、手

話を使うことで聴覚に障害のある人と普通にコミ

ュニケーションがとれることが素晴らしいと感じ

ていますし、入会して良かったと思います。 

労したこと▶▶▶手話表現の読み取りが分か

らず、手話で話しかけられても、戸惑う時があ

ります。ゆっくりもう一度表現していただく

など、日々、学んでいます。 

れからのこと▶▶▶手話表現の技術

を磨くほか、多くの人に手話を伝え

ることで、コミュニケーションの輪

を広めたいです。 

最後にひと言！ 私たちと一緒に、活動しませんか？ 

【活動日時】毎週水曜日 10 時～12 時 

【 場 所 】帯広市グリーンプラザ(公園東町 3 丁目 9 番地 1) 

※コロナウイルス感染症の影響で休会する場合があります。 

興味のある方は、見学もできますので、ご連絡をお願いします。 

入 

苦 

こ 

勉強会 

研修会 

クリスマス会 

● 帯広手話サークル「手と手」会長 近田祐子 ℡：0155-48-5217 ● 
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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 

障害福祉課 65-4148/23-0163 

商業労働課 65-4132/23-0172 

生涯学習文化課 65-4192/23-6142 

スポーツ課 65-4210/23-6142 

清掃事業課 080-2464 西24条北4丁目1 37-2311/37-2313 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 
4/29から夏期開園 

9:00~16:30 

帯広市畜産物加工研修センター 080-2336 八千代町西4線198番地 (電話)60-2514 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) 

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) 

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 

帯広の森陸上競技場 47-1188/48-6259 営業期間中なし 

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 

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 

帯広スポーツセンター 48-2401/48-6257 
①月曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

帯広の森研修センター 48-8048/48-7058 年末年始(食堂:火曜日) 

【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 


