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＊《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、申込みの必要がない 

または 当日受付 です。 

＊掲載の情報は、新型コロナウイルス

感染症の影響により、中止・延期等の

可能性があります。開催前にお問い

合わせいただくか、市ホームページ

等でご確認ください。 

 



a 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514

◇　趣味・教養　◇ a

a a

《題名》帯広市民文化ホールバックステージツアー 《題名》チーズ作り体験研修(約1kg)

《内容》帯広市民文化ホールの舞台機構や音響設 《内容》地場産の生乳を使った加工方法を

備、照明機構の見学と体験を、舞台技術や 学びます。 

芸術への関心の向上を目的に開催します。 《日時》①1/22(土)、1/23(日)②2/5(土)、2/6(日)

《日時》1/8(土)19:00～21:00 ③2/19(土)、2/20(日)④3/5(土)、3/6(日)

《会場》帯広市民文化ホール(西5南11-48) ⑤3/19(土)、3/20(日)　※各回1日目は

《対象》十勝管内在住の16歳以上の方 10:00～16:00、2日目は10:00～10:30 

《定員》先着20名 《会場》帯広市畜産物加工研修センター

《費用》500円 (八千代町西4線194)

a 《定員》各回先着8名

a 《費用》3,000円

a 《申込》各申込期間に帯広市畜産物加工研修

a センターまで電話申込 

《備考》動きやすい服装でご来場ください。 ①12/28(火)～1/14(金)、

長崎屋帯広店の駐車場(3階・5階・屋上)を ②12/28(火)～1/28(金)、

ご利用ください。 ③1/27(木)～2/11(金・祝)、

《申込》1/5(水)までに帯広市民文化ホールへ ④1/27(木)～2/25(金)、

電話申込 ⑤2/25(金)～3/11(金)

《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111 《問合》帯広市畜産物加工研修センター ☎60-2514

a a

a a

a 《題名》おびZoo寺子屋 野鳥編

《題名》プラザ・エンジョイスクール　 《内容》おびひろ動物園内に棲む野鳥たちの秘密に

パソコン講座 ついて学びます。

《内容》楽しく分かりやすいパソコン講座。 《日時》1/22(土)13:30～14:30

①1月講座、②2月講座　①、②とも全5回。 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)

詳細は、とかちプラザHPなどを 《対象》小学生以下は保護者同伴

a ご覧ください。 《定員》抽選で20名

《日時》①1/13(木)～1/28(金)の各曜日　 《申込》1/6(木)までに市HPメールフォームまたは

②2/3(木)～2/18(金)の各曜日　 郵便はがきで申込。はがき申込の際は市HP

①、②とも時間は 記載の必要事項を記載してください。

午前の部10:00～12:00、 a

午後の部13:30～15:30、 a

夜間の部18:30～20:30 a

《会場》とかちプラザ(西4南13-1) a

《対象》高校生以上 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437

《定員》各先着20名 a

《費用》5,000円(テキスト代別) a

《申込》①1/7(金)まで、②1/21(金)までに a

とかちプラザへ申込 《題名》味噌作り教室

《問合》とかちプラザ ☎22-7890 《内容》十勝産の大豆を使って、安心で美味しい

a 手作り味噌を作ります。全10回開催します

a ので、参加できる日程でお申込みください。

《題名》3種のソーセージ作り体験研修（約700g） 《日時》①1/23(日)、②1/29(土)、③1/31(月)、

《内容》地場産の豚肉を使った加工方法を ④2/5(土)、⑤2/13(日)

学びます。 各日10:00～11:00または13:00～14:00

《日時》①1/16(日)、②2/13(日)、③3/13(日) 《会場》帯広市都市農村交流センターサラダ館

各日10:00～14:00 (西22南6)

《会場》帯広市畜産物加工研修センター 《定員》各回抽選で10名

(八千代町西4線194) 《費用》1回(10kg) 4,800円

《定員》先着10名 《備考》【持ち物】筆記用具・10㎏用ポリ樽・

《費用》2,200円 ポリ樽用ビニール袋・エプロン・三角巾・

《申込》各申込期間に帯広市畜産物加工研修 マスク・ぴったりのゴム手・サランラップ・

センターまで電話申込 ふきん

①1/7(金)まで、②12/28(火)～2/4(金)、 《申込》1/13(木)までに往復ハガキをサラダ館

③1/27(木)～3/4(金) (〒080-2472 帯広市西22条南6丁目6番地2)へ
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郵送(必着)または持参。往復ハガキの往信

の裏に第1・第2希望日時、郵便番号、住所、 《題名》冬の大人陶芸教室

氏名、年齢、電話番号を、返信の表に 《内容》初心者の方を対象として大人の陶芸教室を

郵便番号、住所、氏名を記載。初めて参加 開催します。お茶碗やコップづくりを体験

する方は「初回」と記入してください。 できますので、お気軽にお申込みください。

《問合》帯広市都市農村交流センターサラダ館 《日時》2/19(土)10:00～12:00

☎36-8095 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)

a 《対象》18歳以上の方

a 《定員》先着18名

a 《費用》1,500円(材料費込み)

《題名》星の観察会『シリウス＆星のゆりかご 《申込》2/1(火)～2/16(水)までに百年記念館へ

オリオン大星雲をみよう！』 電話申込

《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

時季の夜空を見上げてみましょう。 a

《日時》1/28(金)19:00～20:15 a

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《対象》どなたでも 《題名》星の観察会『星雲＆星団をみよう！』
《定員》先着20名 《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。

《備考》当日は、①、②の2グループに分かれて 時季の夜空を見上げてみましょう。

観察します。 《日時》2/25(金)19:00～20:15

①正面玄関前駐車場→天文台【10名】、 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

②天文台→正面玄関前駐車場【10名】 《定員》先着20名
《申込》1/14(金)～1/28(金)に電話または児童会館 《備考》当日は、①、②の2グループに分かれて

窓口で申込 観察します。 

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 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》2/11(金・祝)～2/25(金)に電話または児童会館
a 窓口で申込

《題名》四季の森めぐり～冬～ 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《内容》事前に決めたテーマをもとに冬の森を a

歩く、ちょっと変わった観察会です。 a

《日時》1/30(日)9:30～12:00 a

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《題名》おびZoo探検隊①、②

《定員》30名 《内容》閉園中の動物園で動物たちはどのように

《備考》小学生以下は保護者同伴 過ごしているのでしょうか。普段見る

《申込》12/25(土)～開催日の前日までに電話申込 ことのできない動物たちの様子を観察

《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 します。

a 《日時》3/5(土)または3/6(日)各13:30～15:00

a 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)

a 《対象》小学生以下は保護者同伴

《題名》ソーセージ作り体験研修(約250g) 《定員》抽選で各日45名

《内容》地場産の豚肉を使った加工方法を 《申込》2/3(木)～2/17(木)に市HPメールフォーム

学びます。 または郵便はがきで申込。はがき申込の際

《日時》①1/30(日)、②2/27(日)、③3/27(日) は市HP記載の必要事項を記載してください。

各日10:00～14:00

《会場》帯広市畜産物加工研修センター

(八千代町西4線194) a

《定員》先着20名 a

《費用》1,000円 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437

《申込》各申込期間に帯広市畜産物加工研修 a

センターまで電話申込 a

①12/28(火)～1/21(金)、 a

②1/27(木)～2/18(金)、 《題名》森のスノーシューハイキング

③2/25(金)～3/18(金) 《内容》帯広川周辺の少し起伏のある自然林を

《問合》帯広市畜産物加工研修センター スノーシューで歩きます。

☎60-2514 《日時》3/6(日)9:30～12:00

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)

a 《定員》15名

a
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a a

《備考》小学生以下は保護者同伴 a

《申込》1/25(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 《申込》提出期限:1/30(日)

a 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700

a a
a

《題名》グリーンウッドワーク

《内容》間伐体験を行い、切ったばかりの柔らかい 《題名》帯広市民文化ホール冬休み舞台探検
木と人力の道具を使って、箸作りなどに挑 《内容》帯広市民文化ホールの舞台機構や音響設備、

戦します。(大人向けの木工体験) 照明機構の見学と体験を、舞台技術や芸術

《日時》3/12(土)9:30～12:00 への関心の向上を目的に開催します。

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《日時》1/7(金)①10:00～12:00、②14:00～16:00、
《定員》15名 1/8(土)①10:00～12:00、②14:00～16:00
《備考》小学生以下は保護者同伴 《会場》帯広市民文化ホール(西5南11-48)
《申込》2/25(金)～開催日の前日までに電話申込 《対象》十勝管内在住の小学4年生から中学3年生まで

《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《定員》各回先着20名
a 《費用》500円
a 《備考》動きやすい服装でご来場ください。長崎屋

a 帯広店の駐車場(3階・5階・屋上)をご利用

《題名》冬のバードウォッチング ください。

《内容》森を歩き、冬から春にかけてよく見られる 《申込》1/5(水)までに帯広市民文化ホールへ

野鳥を観察します。 電話申込

《日時》3/19(土)10:00～12:00 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)

《定員》15名

《備考》小学生以下は保護者同伴 a

《申込》2/25(金)～開催日の前日までに電話申込 《題名》まめまめおまつり

《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 《内容》豆万華鏡作りなどの豆を使った複数の体験から、

a 好きな体験を選んで楽しむおまつりです。

a 《日時》1/8(土)、1/9(日)各日10:00～12:00

a 《会場》とかち大平原交流センター

a (川西町基線61)

◇　レジャー　◇ 《対象》小学生、未就学児

a 《費用》1,000円(2種類体験できます)

《題名》第59回おびひろ氷まつり 《問合》とかち大平原交流センター ☎53-4780

《内容》厳しい寒さの中、氷や雪の魅力を感じなが

ら、帯広の冬を楽しむおまつりです。 a

《日時》1/28(金)～1/30(日)各日10:00～20:00

(最終日は18:00) 《題名》親子囲碁入門教室

《会場》緑ヶ丘公園 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、

《問合》帯広のまつり推進委員会 考える遊びの楽しさを体験するとともに、

a ☎22-8600 囲碁を通じて友達の輪を広げます。

《講師》日本棋院帯広支部 役員
a 《日時》①1/10(月・祝)、②2/13(日)、③3/13(日)
a 各日10:00～12:00　
a 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)

a 《対象》小学生・中学生と保護者

◇　子ども・子育て　◇ 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

a
《題名》わくわく♪ドキドキ！！

家読(うちどく)にチャレンジ！

《内容》12/1(水)～1/30(日)の間に読んだ本の感想 《題名》もっくん教室「もちつきぺったん」
を「家読ノート」に書いて、図書館に提出 《内容》棒を輪ゴムでつなげて、本当にお餅を

してください。小学生・中学生には、抽選 ついているかのような動きの

で図書カードなどが当たります。 おもちゃを作ります。

《対象》十勝管内の小学生・中学生と保護者

a
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《日時》1/12(水)①10:00～10:15、 とを目的として実施します。ルールはチー

②10:30～10:45、③11:00～11:15 ムの1人がそりに乗り、もう1人がそりを引

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) いてコースを一往復、それを第5走者まで

《対象》幼児とその保護者 繰り返し勝敗を競います。トーナメント

《定員》各回先着2家族 形式で、小学校低学年・高学年、中学校

《申込》1/4(火)～1/12(水)に電話または児童会館 女子、中学男子及び男女混合と年齢別に

窓口で申込 競技区分を設定しています。

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《日時》1/30(日)10:00～13:30(受付9:30)

a 《会場》帯広の森運動公園内 陸上競技場西側広場

a (南町南7線56)

a 《対象》小学生、中学生

《題名》きらきら人形劇場 《定員》1チーム5名以上7名以内、

《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。 各競技区分ごと32チームまで

お友達同士や親子で気軽にお楽しみいた 《申込》1/7(金)までに申込書を直接または郵送、
だけます。 ファクスで青連協事務局
1月の出演予定は「とうきび座」です。 (〒080-8670西5南7-1、市役所8階

《日時》1/16(日)14:00～14:40 学校地域連携課内、☎65-4162、
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) Ｆ23-0161)へ。

《対象》幼児・小学生とその保護者 《問合》帯広市青少年育成者連絡協議会事務局

《定員》先着20名 (学校地域連携課内) ☎65-4162

《申込》1/4(火)～1/16(日)に電話または児童会館

窓口で申込 a

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 a
a 《題名》第32回親と子のわくわく音楽会
a 《内容》帯広・十勝の小学校低学年以下の児童と

a 保護者を対象に日頃接する機会の少ない

《題名》もっくん教室「あったか手袋」 オーケストラの生演奏を楽しんでいただ

《内容》画用紙で作ったミトン型手袋に毛糸や きます。

モールなどを貼ります。 《日時》1/30(日)14:30～15:30
《日時》1/19(水)①10:00～10:15、 《会場》帯広市民文化ホール(西5南11-48)

②10:30～10:45、③11:00～11:15 《対象》小学校低学年以下の児童と保護者
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《定員》700人(同一グループ毎に1席空ける
《対象》幼児とその保護者 グループディスタンスになります)
《定員》各回先着2家族 《備考》往復はがきで申込が必要
《申込》1/9(日)～1/19(水)に電話または児童会館 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111

窓口で申込
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 a

a a

a 《題名》もっくん教室「わーい！おにだー」

a 《内容》紙コップとストローで金棒を持った手が上

《題名》親子おもしろ教室「トラちゃん貯金箱」 下に動き、音が鳴るおにを作ります。
《内容》コインを入れるとトラちゃんの顔が 《日時》2/2(水)①10:00～10:15、②10:30～

クルクルする貯金箱を作ります。水車の 10:45、③11:00～11:15

仕組みやバランスについて自然と覚えます。 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

《日時》1/22(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 《対象》幼児とその保護者

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《定員》各回先着2家族
《対象》幼児・小学生・中学生とその保護者 《申込》1/23(日)～2/2(水)に電話または児童会館

※幼児、小学校低学年の方は保護者と 窓口で申込
一緒に参加してください。 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《定員》各回先着親子6組で、合計12組 a

《申込》1/8(土)～1/21(金)に電話

または児童会館窓口で申込

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 a

a

a

a 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《題名》十勝子ども雪上ばんば 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、

《内容》雪と親しむ冬の屋外スポーツを通し、心豊 将棋を通じて友達の輪を広げます。

かでたくましく健康な青少年を育成するこ 《講師》日本将棋連盟十勝支部
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《日時》①2/12(土)、②3/12(土)各日10:00～12:00 《題名》きらきら人形劇場
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。

《対象》小学生・中学生とその保護者 お友達同士や親子で気軽にお楽しみいただけ

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 ます。2月の出演予定は「みみず」です。

a 《日時》2/19(土)14:00～14:40
a 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
a 《対象》幼児・小学生とその保護者

《題名》みんなで楽しく！リトミック教室(1・2歳) 《定員》先着20名
《内容》子どもたちに音という一番わかりやすく 《申込》2/5(土)～2/19(土)に電話または児童会館

身近なものに触れることで、音感教育、 窓口で申込
生活習慣、情操教育など、音楽を使って 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
身体的・感覚的・知的に優れた子どもたちの a

育成を図ります。 a

《日時》2/15(火)10:30～11:15 a

《会場》帯広市市民活動交流センター 《題名》お父さんと一緒に体力向上教室

(藤丸百貨店内8階 多目的活動室) ～年中・年長～

《対象》1・2歳と保護者 《内容》色々な動きをすることで基礎体力・持続

《定員》抽選で30組 力・柔軟性・バランス能力向上・精神安定

《費用》500円 をはかる教室です。

《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水　 《日時》2/20(日)10:00～11:00

▶申込方法の詳細は、帯広市文化 《会場》帯広の森体育館(帯広の森運動公園内)
スポーツ振興財団HPをご確認 《対象》年中・年長児とお父さん(お母さんでも可)

a ください。 《定員》抽選で20組
《申込》12/20(月)～1/24(月)に申込 《費用》500円
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《備考》持ち物:体育館シューズ・動きやすい

a 服装・飲料水
▶申込方法の詳細は、帯広市文化スポーツ

振興財団HPをご確認ください。

a 《申込》12/20(月)～1/24(月)に申込

a 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a a

《題名》もっくん教室「ゆらゆらおひなさま」 a

《内容》紙コップで前後に揺れるおひなさまを a

作ります。 a

《日時》2/16(水)①10:00～10:15、

②10:30～10:45、③11:00～11:15

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) a

《対象》幼児とその保護者 a

《定員》各回先着2家族 a

《申込》2/6(日)～2/16(水)に電話または児童会館 《題名》あそびの森のあしあとづくり

窓口で申込 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 薪ストーブで暖を取りつつ、かんじき

a 散歩など、ゆるりと森を楽しみます。

a 《日時》2/20(日)10:00～15:00

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)

《題名》小麦から小麦粉を作ろう 《定員》30名

《内容》石臼を使って小麦から小麦粉を作ります。 《費用》100円

《日時》2/19(土)10:00～12:00 《備考》小学生以下は保護者同伴

《会場》とかち大平原交流センター 《申込》1/25(火)～開催日の前日までに電話申込

(川西町基線61) 《問合》帯広の森・はぐくーむ　☎66-6200

《対象》親子 a

《定員》先着12組 a

《費用》1組500円 a

《申込》2/12(土)までに電話でとかち大平原交流 《題名》親子おもしろ教室「ゆらゆらタイガー」
センターへ申込 《内容》牛乳パックとトイレットペーパーのしんを

《問合》とかち大平原交流センター　☎53-4780 使って張子のようなトラを作ります。頭と

a しっぽが同時にゆらゆらゆれてあいきょう

a あるトラです。

a 《日時》2/26(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
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《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《日時》3/13(日)14:00～14:40
《対象》幼児・小学生・中学生とその保護者 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

※幼児、小学校低学年の方は保護者と 《対象》幼児・小学生とその保護者
一緒に参加してください。 《定員》先着20名

《定員》各回先着親子6組で、合計12組 《申込》2/27(日)～3/13(日)に電話または児童会館
《申込》2/12(土)～2/25(金)に電話または児童会館 窓口で申込

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 a

a a

a a

a a

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

《日時》2/26(土)10:00～15:00 《題名》令和3年度ゴルゲート練習会

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《内容》帯広市発祥のスポーツ「ゴルゲート」の

《定員》15名 練習会として、下記日程で施設の開放を

《備考》小学生以下は保護者同伴 行います。実施施設はよつ葉アリーナ十勝、

《申込》1/25(火)～開催日の前日までに電話申込 帯広の森コミュニティセンターです。

《問合》帯広の森・はぐくーむ　☎66-6200 運動不足解消に、是非ゴルゲートを

a お楽しみください。

a 《日時》【よつ葉アリーナ十勝】
a 1/7(金)・1/21(金)・2/4(金)・2/18(金)・

《題名》もっくん教室「さかなつり」 3/2(水)・3/9(水)・3/11(金)各日13:00～16:00 
《内容》カラーのポリ袋でかわいいおさかなを 【帯広の森コミュニティセンター】

作って、さかなつりを楽しみましょう。 1/27(木)・2/3(木)・2/10(木)・2/17(木)・
《日時》3/2(水)①10:00～10:15、②10:30～10:45、 2/24(木)・3/3(木)・3/10(木)・3/17(木)・

③11:00～11:15 3/24(木)各日13:00～15:30
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《会場》よつ葉アリーナ十勝 サブアリーナ(大通北1-1)、

《対象》幼児とその保護者 帯広の森コミュニティセンター 大集会室

《定員》各回先着2家族 (空港南町南11線43)

《申込》2/20(日)～3/2(水)に電話または児童会館 《備考》※各日程で練習会場を確保していますが、

窓口で申込 指導者等はついていませんので、各自ルー
a ル・マナーを守りながら楽しくプレーして
a ください。
a ※パークゴルフかゲートボールのスティックを

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 お持ちください。ボール、ゲート、ゲート
a ホールは会場にご用意しています。
a 《問合》スポーツ課 ☎65-4210
a

《題名》もっくん教室「ひらひらちょうちょ」 a

《内容》色画用紙で作ったちょうちょに、絵を a

描いたりシールを貼りひらひらさせて 《題名》市民クロスカントリースキーツアー

動かします。 参加者募集

《日時》3/9(水)①10:00～10:15、 《内容》冬季スポーツの普及振興と健康維持増進の

②10:30～10:45、③11:00～11:15 ため、クロスカントリースキーツアーを

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 開催いたします。

《対象》幼児とその保護者 《日時》1/23(日)8:00～16:00(受付7:30～)
《定員》各回先着2家族 《会場》集合場所:帯広市役所南側駐車場、

《申込》2/27(日)～3/9(水)に電話または児童会館 コース:上士幌町 糠平湖タウシュベツ川

窓口で申込 橋梁周辺特設コース(8kmコース)

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《対象》小学生以上の帯広市民
a 《定員》先着38名
a 《備考》※ツアーの帰路で温泉の入浴休憩を予定し
a ています。入浴を希望される方は、入浴料

《題名》きらきら人形劇場 金(大人300円、小人100円)、入浴用具が必
《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。 要となります。 

お友達同士や親子で気軽にお楽しみいた ※スキーをお持ちでない方にはスキーを
だけます。 貸出しておりますので、申込の際にお伝え
3月の出演予定は「ありんこ」です。 ください。(身長及び足のサイズ)
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《申込》1/12(水)までに申込 a
《問合》スポーツ課 ☎65-4210 a

a a

《題名》森のスキーツアー

a 《内容》コース外の森の中を歩き、帯広の森の

《題名》令和3年度ゴルゲート教室の開催について 見どころをめぐる、中級者以上向けの

《内容》帯広市発祥のスポーツ「ゴルゲート」の スキーツアーです。

初心者向けの教室を開催します。講師による 《講師》帯広クロスカントリースキークラブ
指導のもと、ゴルゲートを分かりやすく 《日時》2/5(土)9:30～12:00

解説します。 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)

《日時》1/23(日)13:00～15:00 《定員》15名

《会場》帯広の森コミュニティセンター(空港南町南11線43) 《備考》小学生以下は保護者同伴

《定員》先着30名 《申込》12/25(土)～開催日の前日までに電話申込

《備考》パークゴルフかゲートボールのスティック 《問合》帯広の森・はぐくーむ　☎66-6200

をお持ちください。ボール、ゲート、 a

ゲートホールは会場にご用意しています。 a

《申込》1/17(月)までに申込 a

《問合》帯広の森コミュニティセンター ☎47-3974 《題名》第10回財団杯北海道雪中パークゴルフ大会

兼帯広市健康スポーツ推進雪中パーク

ゴルフ大会

a 《内容》冬期間の体力維持増進と、パークゴルフの

《題名》歩くスキー体験 幅広い普及・振興を図ることを目的として

《内容》主に初心者を対象にした歩くスキーの います。

体験・講習会です。 《日時》2/11(金・祝)受付 8:00～

《講師》帯広クロスカントリースキークラブ 《会場》帯広の森研修センター南側広場

《日時》1/29(土)9:30～12:00 (帯広の森運動公園内)

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《対象》16歳以上の方

《定員》30名 《定員》150名(応募多数の場合は抽選といたします)

《備考》小学生以下は保護者同伴 《費用》1,000円(保険料含む)

《申込》12/25(土)～開催日の前日までに電話申込 《備考》持ち物:クラブ・ティー・ボール・
《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 ペグシル

▶申込方法の詳細は帯広市文化
a スポーツ振興財団HPをご確認

a a ください。

《題名》体幹美人エクササイズ(2回目) a

《内容》アップテンポな音楽のリズムにのせて有酸 a

素運動を取り入れたエクササイズと筋力ト 《申込》12/20(月)～1/20(木)に申込(当日消印有効)

レーニングを行い、体幹を鍛えることを目 《問合》帯広の森野球場 ☎48-8338

的としたエクササイズ教室です。美しい姿 a

勢と、メリハリのある美しいカラダづくり a
を目指しましょう。運動前後の食事と水分 a
補給の摂取方法についてもご紹介します。 《題名》健康寿命を延ばすフットケア

《日時》2/1～3/8の毎週(火)20:00～20:45の全6回 《内容》生活習慣病と運動の関係性、歩くために

《会場》明治北海道十勝オーバル(帯広の森運動公園内) 必要な筋肉について、足への関心を持って

《対象》16歳以上の女性 いただくとともに健康づくりへの意識向上に

《定員》抽選で15名 つながるきっかけ作りを目的とした講習会

《費用》4,000円 です。

《備考》持ち物:運動着、ヨガマットまたはバス 《日時》2/13(日)10:00～12:00

タオル(ヨガマットレンタルは1回50円) 《会場》帯広の森野球場(帯広の森運動公園内)

▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《対象》50歳以上の方

振興財団HPをご確認ください。 《定員》先着20名

《備考》持ち物:爪切り・動きやすい服装・

手ぬぐい(スポーツ)タオル

▶申込方法の詳細は帯広市文化

a スポーツ振興財団HPをご確認

《申込》1/24(月)までに申込 a ください。

《問合》帯広の森研修センター ☎48-8048 《申込》12/20(月)～1/24(月)に申込

《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a
7



a

a

a a
《題名》第29回市民ゴルゲート大会 《題名》第40回郷土美術展

《内容》帯広で生まれたスポーツ「ゴルゲート」を 《内容》十勝管内で絵画、工芸などの創造活動を

通じて、冬期間の運動不足の解消や、 されている方々の作品を一堂に集めた、

スポーツを通じての仲間との交流機会を 展覧会を開催します。

設けることで、明るく元気なまち“帯広”を 《日時》1/14(金)～1/30(日)9:00～17:00

盛り上げることを目的としています。 (最終日は15:30まで)

《日時》3/12(土)受付9:00～ 開始9:30～ 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)

《会場》よつ葉アリーナ十勝 サブアリーナ 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

(大通北1-1)

《対象》帯広市民 a

《定員》先着50名 a
《備考》持ち物:パークゴルフかゲートボールの 《題名》ロビー展「動画で旅する十勝の歴史2」

スティック 《内容》昭和に記録された動画から、帯広・十勝の

(ボールは事務局でご用意いたします) 歩みをひもときます。

《申込》2/18(金)～3/8(火)に電話申込 《日時》1/15(土)～2/6(日)9:00～17:00

《問合》スポーツ課 ☎65-4210 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)

a 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

a

a a
a a

◇　文化・歴史・芸術　◇ 《題名》市民協働による鑑賞事業「ヴァイオリン＆

a ピアノによるクラシック名曲コンサート」

《題名》魅力たくさん！十勝探訪【考古学編】 《内容》市と企業の協働による市民向け鑑賞事業と

《内容》十勝の魅力を様々な切り口で再発見し、 して、株式会社オカモト様の企画によるク

その魅力を発信する講演会が始まります。 ラシックコンサートを開催します。 ヴァ

第1回のテーマは『考古学』。十勝の太古の イオリンとピアノでお贈りするクラシック

ロマンを一緒に感じませんか？ の名曲コンサートをお楽しみください。

《日時》1/12(水)14:00～15:30 《日時》1/22(土)開場13:30、開演14:00

《会場》帯広百年記念館 2号室(緑ヶ丘2) 《会場》帯広市民文化ホール 小ホール(西5南11-48)

※オンライン同時配信 《定員》560名(全席自由)

a 《費用》1,000円※高校生以下無料

a 《申込》チケットは、とかちプラザ、文化ホール

a (チケットらいぶ)などで取扱

a 《問合》(株)オカモト(とかちプラザ) ☎22-7890

《対象》小学校5年生以上
《定員》会場参加:先着50名

(オンラインでの参加は制限なし) a
《申込》会場参加の方のみ、1/5(水)までに十勝圏 《題名》ロビー展「ひな人形展」

複合事務組合総務課へ電話、FAX37-3494 《内容》当館所蔵のひな人形を展示します。

またはメール 《日時》2/12(土)～3/6(日)
soumuka@tokachiken.hokkaido.jpで申込 9:00～17:00

(オンラインでの参加の場合は、申込不要)

《問合》十勝圏複合事務組合総務課 ☎37-3491 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)

a 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

a a

a

《題名》「本が泣いています」展
《内容》汚れたり破損した状態で返却された図書館 《題名》ロビー展「デッサン教室作品展」

の本を展示します。図書館の利用マナーに 《内容》「楽しくデッサン教室」受講生の作品を

ついて改めて考えます。 展示します。

《日時》1/14(金)～1/27(木) 《日時》2/13(日)～3/6(日)9:00～17:00

《会場》帯広市図書館(西2南14-3) 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)

《問合》帯広市図書館 ☎22-4700 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

a

a

a
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a

《題名》後期陶芸講座修了作品展 《題名》普通救命講習【消防庁舎】

《内容》「後期陶芸講座」受講生の作品を 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

展示します。 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

《講師》3/1(火)～3/8(火)9:30～16:30 習得します。

※3/1は12:00から、3/8は11:00まで 《日時》①1/9(日)、②2/9(水)、③3/9(水)

《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2) 各日13:30～16:30

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《会場》消防庁舎(西6南6-3)

a 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

a 《申込》各締切日までに申込①1/2(日)まで、

②2/2(水)まで、③3/2(水)まで

《題名》博物館講座 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

「学芸員のしごと　学芸活動報告会」 a

《内容》当館の学芸スタッフが令和3年度に行った a

調査研究成果などを発表します。 a

《講師》帯広百年記念館 学芸スタッフ 《題名》実技救命講習

《日時》3/12(土)14:00～16:00 《内容》受講する1か月前から前日までにインター

《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2) ネット上にある応急手当WEB講習を受講し

《定員》50名 ていただける方を対象に開催する講習会。

《申込》3/1(火)～3/11(金)に電話申込 普通救命講習と同じ修了証を交付します。

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《日時》①1/19(水)、②2/19(土)、③3/19(土)

a 各日18:30～20:30

a 《会場》南出張所(西17南41-5)

《対象》市内在住または勤務地が市内の方

◇　暮らし　◇ 《申込》各締切日までに申込①1/12(水)まで、

a ②2/12(土)まで、③3/12(土)まで

《題名》1/9(日)成人の集い　新たな門出を祝います 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

《内容》新成人を迎えた皆さんを祝い、励ますとと a

もに、成人としての自覚を持ってもらうよ a

うに、新型コロナウイルス感染症拡大防止 a

策を徹底し、「成人の集い」を2部開催で 《題名》普通救命講習【柏林台出張所】

実施します。 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

※新型コロナウイルス感染状況により、 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

開催の延期、内容を変更する場合があり 習得します。

ますので、ご理解いただきますよう 《日時》①1/23(日)、②2/27(日)、③3/27(日)

お願いします。 各日13:30～16:30

a 最新情報は順次、市HPに掲載しますので、 《会場》柏林台出張所(柏林台西町2-2)

a ご確認ください。 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

a 《申込》各締切日までに申込①1/16(日)まで、

a ②2/20(日)まで、③3/20(日)まで

《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132

a

《日時》1/9(日)①受付12:00～、13:00～13:40、 a

②受付15:00～、16:00～16:40 a

《会場》帯広市民文化ホール(西5南11-48) 《題名》認知症・家族の集い「茶話会」

《対象》H13/4/2からH14/4/1までに生まれた方 《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方

(市内に住民登録がない方も出席可) が相談や交流できる場として、認知症家族

《備考》【持ち物】(1)12月上旬に送付する案内は の集い「茶話会」があります。現在、認知

がき、または運転免許や学生証など生年月 症の方を介護しているご家族が気軽に参加

日が確認できるもの。(2)式典の2週間前よ できる場所で、介護を終えた人も参加可能

り記入いただいた健康観察チェックシート です。予約は不要です。認知症のことを知

《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 りたい方もお気軽にご参加ください。

a 《日時》1/27(木)、2/24(木)、3/24(木)

a 各13:30～15:00

a 《会場》グリーンプラザ(公園東町3-9)

a 《費用》参加費 100円

《問合》地域福祉課 ☎65-4113

a a

a a
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a

《題名》帯広市生活援助員養成研修

《内容》帯広市の介護予防・日常生活支援総合事業

(総合事業)における「てだすけサービス」

の従事者を養成するための研修を開催

します。

《講師》帯広コア専門学校 職員

《日時》①2/5(土)・2/6(日)、②3/5(土)・3/6(日)、

③3/19(土)・3/20(日) 

1日目は10:00～17:00、2日目は9:30～16:30　

※2日間の受講が必須です。

《会場》帯広コア専門学校(西11南41)

《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

《費用》食材費など1,000円程度の実費

《備考》研修の全課程(12時間)を修了し、てだすけ

サービスを実施する事業所に就職すること

により、生活援助員として働くことができ

ます。

《申込》①1/31(月)、②2/28(月)、③3/14(月)まで

に地域福祉課(FAX・窓口)へ申込書を

提出。市HPからも申込可能。

《問合》地域福祉課 ☎65-4113

a

a

a

《題名》認知症サポーター養成講座の開催

《内容》認知症について正しく理解し、地域で認知

症の人とその家族を見守る応援者を養成し

ます。認知症の症状などの基本的な知識や

認知症の方への接し方などを学びます。

《講師》地域包括支援センター帯広至心寮 職員

《日時》2/21(月)13:30～15:00

《会場》バラト福祉センター(東13南6)

《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

《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》2/17(木)までに電話申込

《問合》地域福祉課　☎65-4113
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紙を折って、花や動物等を作り上げる＝「おりがみ」を

知らない、折った

ことがないという

方はあまりいない

のではないでしょ

うか。「おりがみ」は、日本に古くから伝わ

る文化として、たくさんの人に親しまれて

きました。 

おりがみサークル パピロフレンズは、趣

味や教育、リハビリテーション効果など様々

な可能性を持つ折り紙の楽しみ方を伝える

サークルです。代表の三
み

浦
う ら

 将
ま さ

宏
ひ ろ

さんにお話

を伺いました。 

動について▶▶▶おりがみサークル パピロフレンズは、平成16年から帯広、

十勝管内を中心に、「おりがみ」の指導や各種イベント等の参加を通じて、「お

りがみ」の楽しさを伝えているサークルです。現在はメンバー５名で、子ど

もやご年配の方にいろいろな折り方を指導したり、各種イベントに参加して展示や

指導を行ったりしています。 

こうした活動をするきっかけとなったのは、私が介護職に転

職したことです。仕事上、「おりがみ」を覚えなければならない

状況になり、いろいろなものを折っているうちに、「おりがみ」

の魅力に取りつかれてしまいました。仕事で利用者さんに教え

るだけでなく、イベントによばれたり、指導を頼まれるように

なるうちに、仲間もでき、サークルとして立ち上げることにな

りました。 

活 

今回は、 

おりがみサークル パピロフレンズ 

代表 三
み

浦
うら

 将
まさ

宏
ひろ

さん 

を Pick Up！ 

指導する三浦さん 
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● おりがみサークル パピロフレンズ ● 

各種イベントの参加や出張指導など、お問い合わせは三浦さんまで 

携帯：090-2876-5481、メール：origamioyaji@gmail.com 

 

 

かったこと・楽しいこと▶▶▶皆さんに

「おりがみ」を指導していると、折り図

を見てどんどん折り進められる方、難しい顔で

悪戦苦闘されている方など、一人ひとり異なり

ますが、完成したときは皆さん笑顔になりま

す。出来上がった「おりがみ」を手にして笑顔

で「ありがとう」「楽しかった」と感謝されると、

活動していてほんとうによかったと思います。 

また、「おりがみ」仲間とともに折り方や指

導方法などを学び合うことに喜びを感じてい

ます。 

労していること▶▶▶仕事や家事の合間に活動している

ので、時間やスケジュールの調整に苦労しています。また、

新型コロナウイルス感染症の影響で、活動の中止や休止が続い

たことはとても残念でした。 

れからのこと▶▶▶新型コロナウイルス感染症の影響で指導する機会やイベ

ントが減ってしまっています。「おりがみ」の指導は、手取り足取りの部分が

あるため、感染症対策には十分に気をつけています。新型コロナウイルス感染症が収

まったときに、これまで以上の内容で指導や展示ができたらいいなと思っています。

そのためにも、地道にではありますが、「おりがみ」の勉強・研究を続けていきたい

と思っています。 

 

よ 

苦 

こ 

帯広美術館で行われていた特別展に

ちなんで折りました。 
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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 

※12/29(水)～1/3(月)休み 
生涯学習文化課 65-4192/23-6142 

スポーツ課 65-4210/23-6142 

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)  

※12/27(月)～1/3(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 

※12/29(水)～1/3(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) 

※12/29(水)～1/3(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 

※12/29(水)～1/3(月)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) 

※12/29(水)～1/3(月)休み 

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) 

※12/29(水)～1/3(月)休み 

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)  

※12/29(水)～1/3(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) 

※12/29(水)～1/3(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) 

※12/28(火)～1/4(火)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2 36-8095/67-5720 

水曜日(祝日の場合は翌日) 

※12/29(水)～1/3(月)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 

※12/28(火)～1/4(火)休み 

十勝圏複合事務組合総務課 080-2464 西24条北4丁目1-5 37-3491/37-3494 
土日・祝日 

※12/29(水)～1/3(月)休み 

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

(祝日の場合は翌日) 

※12/31(金)～1/3(月)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 

※12/28(火)～1/3(月)休み 

帯広の森研修センター 48-8048/48-7058 
火曜日 

※12/31(金)～1/2(日)休み 

帯広の森野球場 48-8338/47-1658 
土曜日・日曜日・祝日 

※12/29(水)～1/3(月)休み 

帯広のまつり推進委員会 (電話)22-8600 ※12/31(金)～1/3(月)休み 

帯広市青少年育成者連絡協議会事務局（学校地域連携課内） 65-4162/23-0161 
土日・祝日 

※12/29(火)～1/3(日)休み 

【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 


