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とかちプラザ女性情報コーナーに応募箱を

◇　趣味・教養　◇ 設置しています。▶受付窓口:市民活動課男

a 女共同参画係(市庁舎3階)▶FAX:23-0156

《題名》外国人講師派遣事業 ▶メールアドレス:

《内容》十勝在住の外国人が、自国の文化や料理、 danjyo@city.obihiro.hokkaido.jp
遊びを紹介してくれます。お仲間と一緒に 《問合》市民活動課 ☎65-4134

国際交流してみませんか？ a

※年間を通じて随時受付していますので、 a

お気軽にお問合せください。必要であれば 《題名》「市民文藝」第61号 作品募集について

ボランティア通訳を紹介します。 《内容》「市民文藝」第61号に掲載する作品を募集

《日時》R4/3/15(火)まで します。募集部門は、小説、戯曲・シナリ

《会場》森の交流館・十勝または市内公共施設 オ、文芸評論、随筆、ノンフィクション、

《定員》帯広市民おおむね10名以上 童話、詩、短歌、俳句、川柳の全10部門で

《費用》会場費、材料費等 す。応募された作品は「市民文芸誌編集委

《申込》利用日の3週間前までに森の交流館・十勝 員会」にて選考し、入選作を「市民文藝」

へ来館または電話申込 に掲載。特に優秀な作品については市民文

《問合》森の交流館・十勝 ☎34－0122 芸賞等を贈ります。募集に関する詳しい情

a 報は、募集要項をご覧ください。(図書

a 館、市内施設等に設置。HP掲載。)

《題名》【放送大学】2021年度第2学期(10月入学) 《会場》帯広市図書館(西2南14)

学生募集 《対象》帯広市および十勝の町村在住者、

《内容》放送大学は、BSテレビ・ラジオ、インター かつて住んでいた方

ネットで学ぶ通信制の大学です。とかちプ 《申込》8/31(火)までに図書館へ郵送

ラザ内にある帯広学習室で授業を視聴でき または持参。休館日はブックポストへ投函。

るほか、授業のDVDを借りて、自宅でマイ 《問合》帯広市図書館 ☎22-4700

ペースに学習できます。 a

《日時》募集期間:第1回6/10～8/31、 a

第2回9/1～9/14　 《題名》帯広市民大学講座　第7集

《対象》入学する年度の初めにおいて、選科履修 「十勝ワインと道東のワインについて」

生・科目履修生は満15歳以上、全科履修生 《内容》ワインに関するさまざまな疑問に答え、道

は満18歳以上でいずれも放送大学の入学資 東地域のワインの歴史・栽培・醸造方法を

格を満たす方 通し、わかりやすく解説します。

《定員》学生の種類により異なります 《日時》7/1(木)14:30～16:00

《費用》学生の種類により異なります 《会場》とかちプラザ 講習室402

《備考》募集要項は総合案内(市庁舎1階)、 《定員》40名

とかちプラザ(西4南13)で配布 《申込》前日までに電話または市HPから申込

《申込》〒261-8686千葉市美浜郵便局私書箱第5号 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192

放送大学学務部学生課出願登録係へ郵送 a

またはインターネットから出願 a

《問合》放送大学北海道学習センター 《題名》帯広市民大学講座　第8集

☎011-736-6318、生涯学習文化課 ☎65-4192 「宇宙日本食って何だろう？北海道初の

a 宇宙日本食開発のお話」

a 《内容》宇宙開発の未来を見据え、将来の宇宙での

《題名》第20回「女と男の一行詩」募集について 生活に必要な宇宙食について解説します。

《内容》男女共同参画をテーマとした「一行詩」を 《日時》7/9(金)18:30～20:00

募集します。「一行詩」とは、俳句や短歌 《会場》とかちプラザ 講習室402

などのような季語や字数に制約がない川柳 《定員》40名

のようなものです。性別にとらわれず、誰 《申込》前日までに電話または市HPから申込

もが暮らしやすい社会をみんなで築いてい 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192

くための願いや思いを自由に表現してくだ a

さい。 a

《日時》6/21(月)～7/31(土) 《題名》アイヌの知恵を学ぶ～植物観察会～

《対象》十勝管内在住又は通勤・通学されている方 《内容》植物の利用方法やアイヌ語名を学びます。

《備考》▶選考:一般投票と選考委員による審査で決 《日時》7/11(日)9:50～12:00

定します。▶賞:最優秀賞1点、優秀賞2点、 《会場》野草園(緑ヶ丘2)

入選3点(賞状と図書カードを贈呈) 《対象》小学生以上(小学生は保護者同伴)

《申込》7/31(土)までに、窓口持参、郵送、FAX、 《定員》先着30名

メール、市HPの専用ページのいずれかから 《費用》100円

ご応募ください(一人3作品まで)。また、 《備考》百年記念館集合、解散。
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《申込》7/7(水)までに電話申込 a

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 a

a 《題名》森の昆虫探し

a 《内容》堤公宏氏(森の回廊＠十勝)を講師に、はぐ

《題名》夜Zoo探検隊① くーむ周辺の森や草原で昆虫を探して観察

《内容》夜の動物園で動物たちはどのように過ごし します。

ているのでしょうか。普段見ることのでき 《日時》7/31(土)10:00～12:00

ない動物たちの様子や、夜行性動物を観察 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

します。 《定員》15名

《日時》7/11(日)18:30～20:00 《備考》小学生以下は保護者同伴

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《申込》6/25(金)～開催日の前日までに電話申込

《定員》30名(抽選) 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

《備考》小学生以下は保護者同伴 a

《申込》6/17(木)～7/1(木)に市HPフォームまたは a

郵便はがきで申込。はがき申込の際は市HP 《題名》夜の森めぐり

記載の必要事項を記載してください。 《内容》夜の森で活動する生き物たちを

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 観察します。

a 《日時》7/31(土)18:30～20:30

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《題名》帯広市民大学講座　第9集「ゼロからはじ 《定員》15名

める絵画鑑賞　神田日勝の絵から学ぼう」 《備考》小学生以下は保護者同伴

《内容》北海道を代表する画家・神田日勝につい 《申込》6/25(金)～開催日の前日までに電話申込

て、彼の生涯や作品を紹介するほか、神田 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

日勝の作品を入口に、絵画の楽しみ方を学 a

びます。 a

《日時》7/16(金)18:30～20:00 《題名》1日飼育係

《会場》とかちプラザ 講習室402 《内容》飼育員引率のもと、飼育体験を行います。

《定員》40名 《日時》8/1(日)10:00～15:15

《申込》前日までに電話または市HPから申込 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)

《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192 《対象》中学生以上

a 《定員》4名(抽選)

a 《申込》7/8(木)～7/22(木)に市HPフォームまたは

《題名》四季の森めぐり～夏～ 郵便はがきで申込。はがき申込の際は市HP

《内容》はぐくーむ周辺の森を歩き、夏の花や 記載の必要事項を記載してください。

生き物などを観察します。 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437

《日時》7/17(土)9:30～12:00 a

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地) a

《定員》30名 《題名》グリーンウッドワーク

《備考》小学生以下は保護者同伴 《内容》間伐体験を行い、切ったばかりの柔らかい

《申込》6/25(金)～開催日の前日までに電話申込 木と、人力の道具を使って自由に工作しま

《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200 す。

a 《日時》8/7(土)9:30～12:00

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《題名》「第34回帯広市野草園の花作品展」 《定員》15名

作品募集と作品展のご案内 《備考》小学生以下は保護者同伴

《内容》帯広市野草園に咲く野草や樹木の写真、絵 《申込》6/25(金)～開催日の前日までに電話申込

手紙を募集します。応募作品は8月末に市 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

民ホール(市庁舎1階)で開催する作品展で a

展示します。 a

《日時》作品募集:7/20(火)～8/13(金) 《題名》森の生き物講座(昆虫編)

作品展:8/23(月)～8/27(金) 9:00～17:00 《内容》森で見られるイモムシ・ケムシの生態や観

(最終日のみ16:30まで) 察手法などについて学びます。

《会場》作品展:市民ホール(市庁舎1階) 《日時》8/21(土)10:00～12:00

《備考》規格:写真は、キャビネ判以上で1人につき 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

20点まで。絵手紙は、はがきサイズで何点 《定員》10名

でも応募できます。 《備考》小学生以下は保護者同伴

《申込》7/20(火)～8/13(金)に電話で連絡の上、児 《申込》7/25(日)～開催日の前日までに電話申込

童会館(緑ヶ丘2)へ直接お持ちください。 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 a
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a a

《題名》夜Zoo探検隊② 《題名》森のキノコの観察会

《内容》夜の動物園で動物たちはどのように過ごし 《内容》宮谷恵美子氏(帯広の森ファンクラブ)を講

ているのでしょうか。普段見ることのでき 師に、森を歩きながら色々なキノコを観察

ない動物たちの様子や、夜行性動物を観察 します。

します。 《日時》9/12(日)9:30～12:00

《日時》8/21(土)18:30～20:00 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《定員》15名

《定員》30名(抽選) 《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》8/25(水)～開催日の前日までに電話申込

《申込》7/22(木)～8/5(木)に市HPフォームまたは 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

郵便はがきで申込。はがき申込の際は市HP a

記載の必要事項を記載してください。 a

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 《題名》森の生き物講座(樹木編)

a 《内容》シラカバを中心に森の樹木の生態や特徴に

a ついて学びます。

《題名》夏の大人陶芸教室 《日時》9/18(土)10:00～12:00

《内容》初心者の方を対象として大人の陶芸教室を 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

開催します。お茶碗やコップづくりを体験 《定員》10名

できます。お気軽にお申し込みください。 《備考》小学生以下は保護者同伴

《日時》8/28(土)10:00～12:00 《申込》8/25(水)～開催日の前日までに電話申込

《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2) 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

《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》四季の森めぐり～秋～

《申込》8/3(火)～8/20(金)までに電話申込 《内容》植物の実やたねを中心に観察しながら森を

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 歩きます。

a 《日時》9/19(日)9:30～12:00

a 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《題名》フォトブックを作ってメッセージを伝えよう 《定員》30名

～タンチョウレスキュー編～ 《備考》小学生以下は保護者同伴

《内容》北海道の道東を中心に生息するタンチョウ 《申込》8/25(水)～開催日の前日までに電話申込

は、一時は絶滅の危機にまで生息数を減ら 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

していましたが、長い保護活動により回復 a

してきています。 タンチョウの暮らしや a

人との共生について学んでみましょう。 《題名》森づくりの集い

《日時》9/4(土)13:00～15:00、9/5(日)10:00～ 《内容》市民やボランティア、森の活動団体などが

15:00、9/26(日)13:30～14:30 集い、間伐や外来種の伐採などの森づくり

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 活動を行います。子どもにもできる簡単な

《対象》どなたでも(未就学児には難しい内容です) 作業もあるので、お気軽にご参加ください。

《定員》10名(抽選) 《日時》9/26(日)9:30～12:00

《備考》3回連続講座です。 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

《申込》8/5(木)～8/19(木)に市HPフォームまたは 《定員》30名

郵便はがきで申込。はがき申込の際は市HP 《備考》小学生以下は保護者同伴

記載の必要事項を記載してください。 《申込》8/25(水)～開催日の前日までに電話申込

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

a a

a a

《題名》おびZoo寺子屋 アメリカバイソン編 《題名》楽しくデッサン教室

《内容》アメリカバイソンの秘密について 《内容》楽しみながら絵画を学ぶ「楽しくデッサン

学びます。 教室」の受講生を募集します。

《日時》9/11(土)13:30～14:30 《日時》10/2(土)、10/9(土)、10/16(土)、10/23(土)

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 各13:30～15:30

《定員》20名(抽選) 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)

《申込》8/12(木)～8/26(木)に市HPフォームまたは 《対象》小学4年生以上

郵便はがきで申込。はがき申込の際は市HP 《定員》先着24名

記載の必要事項を記載してください。 《費用》500円

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 《申込》9/1(水)～9/22(水)までに電話申込

a 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352
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a
a 《題名》第41回八千代牧場まつり

a 《内容》オンライン活用や期間開催を導入し、3つ

《題名》後期陶芸講座受講生の募集 の密を避けることが可能なイベントを開催

《内容》「令和3年度後期陶芸講座」の受講生を します。

募集します。 《日時》7/22(木)～8/17(火)

《日時》10/12(火)～3/8(火)原則毎月第2・4の 《会場》帯広市八千代公共育成牧場 他

火・水曜日10:00～15:00 《備考》新型コロナウイルス感染症の状況

《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2) により、内容を変更する可能性があります。

《対象》18歳以上の陶芸初心者 《問合》農政課 ☎59-2323

《定員》36名(抽選) a
《費用》受講料10,000円、材料費8,000円程度 a
《申込》9/1(水)～9/26(日)までに、往復はがきの ◇　子ども・子育て　◇

往信の裏に「後期陶芸講座希望」、住所、 a

氏名、年齢、電話番号を、返信の表に郵便 《題名》「宇宙の日」記念全国小・中学生
番号、住所、氏名を書いて、百年記念館へ 作文絵画コンテスト作品の募集
郵送してください。 《内容》「宇宙の日」記念全国小・中学生作文絵画

《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 コンテストの作品を募集します。作品の応

a 募方法は、帯広市児童会館に置いているチ

a ラシをご確認いただくか、JAXA「宇宙の

《題名》プラザ・エンジョイスクール 日」ホームページでご確認ください。2021

『2021年度第Ⅱ期講座』受講生募集 年作品のテーマは「もしも自分が宇宙飛行

《内容》8月～11月に開催する講座の受講生を募集 士になったら」です。応募された作品は帯

します。詳しくは、とかちプラザ、総合案 広市児童会館で12月頃実施する「宇宙の

内(市庁舎1階)、コミセンなどに配置のパ 日」記念全国小・中学生作文絵画コンテス

ンフレットか、とかちプラザホームページ ト作品展に展示され、入賞者には表彰式を

等でご確認ください。ジャンルは健康・ス 行います。

ポーツ、 音楽、書道・絵画、語学、華 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
道・茶道、趣味・手工芸、パソコンから 《対象》小・中学生
お選びいただけます。 《申込》7/1(木)～9/12(日)に児童会館へ

《日時》開講期間:8月～11月 持参または郵送
《会場》とかちプラザ 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《対象》高校生以上 a

《定員》先着15名～30名程度 a

(講座毎に定員が異なります) 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《費用》3回コース:3,000円、5回コース:5,000円、 《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、考

10回コース:10,000円 える遊びの楽しさを体験するとともに、将
《備考》事前申込みにより託児利用が可能です。 棋を通じて友達の輪を広げます。

詳しくは、とかちプラザまで。 《日時》7/10(土)10:00～12:00
《申込》7/21(水)までに、とかちプラザ窓口で申込 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2)
《問合》とかちプラザ ☎22-7890 《対象》小・中学生とその保護者

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
a a

◇　レジャー　◇ a

a 《題名》森の寺子屋～虫の巻～

《題名》緑ヶ丘公園・十勝池　 《内容》昆虫探しや昆虫調べなどに挑戦します。

ボート営業開始のお知らせ 《日時》7/11(日)10:00～15:00

《内容》緑ヶ丘公園の百年記念館の奥にある十勝池 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

で、手漕ぎボートの営業を行っています。 《対象》小学生

お一人でも、ご家族・ご友人と一緒でもお 《定員》15名

楽しみいただけますので、是非遊びに来て 《申込》6/25(金)～開催日の前日までに電話申込

ください。 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

《日時》▶営業日:9/30までの土・日・祝日 a

▶営業時間:～8/20 10:00～18:00、 a

8/21～9/30 10:00～17:00 《題名》親子囲碁入門教室

《会場》緑ヶ丘公園・十勝池 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考

《費用》300円 える遊びの楽しさを体験するとともに、囲

《問合》みどりの課 ☎65-4186 碁を通じて友達の輪を広げます。

《日時》7/11(日)10:00～12:00
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《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ケ丘2) 《定員》先着親子6組
《対象》小・中学生とその保護者 《申込》7/10(土)から電話または児童会館窓口で申込
《備考》マスクを着用してお越しください。 《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》小学生のための動物園塾

《題名》星の観察会 《内容》動物たちを取り巻く環境やその環境を守る

『宵の明星＆七夕の星をみよう！』 ことについて、みんなで学習する３回連続

《内容》望遠鏡での天体観察を行います。季節の夜 講座です。動物園センターでワークショッ

空を見上げてみましょう。 プを行うほか、最終日は動物の飼育体験を

《日時》7/16(金)19:00～20:15 行います。今回のテーマは「人と動物にか

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) かわる感染症について」です。

《定員》先着20名 《日時》7/24(土)・7/25(日)・7/26(月)各10:00～15:00

《申込》7/2(金)～7/16(金)に電話または児童会館 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)

窓口で申込 《対象》小学4年生～6年生

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《定員》12名(抽選)

a 《申込》6/24(木)～7/8(木)に市HPフォーム

a または郵便はがきで申込。はがき申込の際は

《題名》親子科学実験教室「消臭剤を作ろう！ 市HP記載の必要事項を記載してください。

～効果てきめんウッドエキス～」 《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437

《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、カラマツ 《題名》第63回キッズ・プレイグラウンド
に含まれる消臭成分を、アルコールを使っ (エジプト)
て取り出し、トイレの臭いも消える消臭剤 《内容》外国文化に触れられる機会を提供する、未

を作ります。 就学児童向けの国際交流イベントです。今

《日時》7/18(日)同内容の教室を3回実施します。 回はエジプト出身の帯広畜産大学留学生ア

①10:00～11:00、②13:15～14:15、 フメドさんが、簡単な英語を使って歌やダ

③14:45～15:45 ンスで子どもたちと交流します。エジプト

《会場》帯広市児童会館 生物実験室(緑ケ丘2) をテーマに、工作や分かりやすい物語も紹

《対象》小学生以上の親子 介します。

《定員》先着6家族(最大18名まで) 《日時》7/24(土)10:30～12:00

《申込》7/4(日)～7/18(日)に電話または児童会館 《会場》森の交流館・十勝(西20南6)

窓口で申込 《対象》0～6歳までの子どもとその保護者

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 (兄姉の参加も可能)

a 《定員》40名
a 《備考》Web申込ページは、森の交流館・十勝フェ

《題名》きらきら人形劇場 イスブックページ記事内でお知らせする

《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。お 予定です。

友達同士や親子で気軽にお楽しみいただけ 《申込》7/21(水)までにWebまたは電話申込
ます。 7月の出演予定は「もぐら」です。 《問合》森の交流館・十勝 ☎34-0122

《日時》7/18(日)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》つくってみよう縄文土器
《定員》先着20名 《内容》道東地域でもっとも古い縄文時代のムラの
《申込》7/4(日)～7/18(日)に電話または児童会館 ひとつ「八千代A遺跡」から見つかった

窓口で申込 「アカツキ式土器」と呼ばれる縄文土器を
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 作ります。作った土器は野焼きで焼き上げ

a た後、持ち帰ります。
a ※形作りのみの参加も可能。

《題名》親子おもしろ教室 《日時》【形作り】7/25(日)10:00～15:00 

「マジックキャッチャー」 【野焼き】8月上旬 10:00～15:00
《内容》紙コップとひもを使って、物をキャッチで 《会場》【形作り】帯広百年記念館(緑ヶ丘2) 

きる仕組みを作ります。国際宇宙ステー 【野焼き】植村直己野外学校(帯広市八千代) 
ションのロボットアームにも使われている ※野焼き会場までの移動は各自
仕組みです。 《対象》小学生以上

《日時》7/24(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 《定員》先着12名
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《費用》500円(材料費込み)
《対象》幼児・小中学生とその保護者 《申込》7/1(木)～7/17(土)に電話申込
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《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352 《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」

a 《対象》親子

a 《定員》先着10組

《題名》高学年硬式テニス体験教室 《費用》1,650円(材料費込) 

《内容》硬式テニスの基本を学ぶとともに、テニス ※お子さん1名分の費用です。

の楽しさを体験する教室です。 《備考》持ち物:筆記用具・ハサミ・ゴミ袋(小)・

《日時》7/25(日)10:00～12:00　　　　　　　　　 おしぼり

《会場》帯広市南町テニスコート 《申込》7/24(土)までにサラダ館へ電話申込

《対象》小学4年生～6年生の高学年 《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」

《定員》10名(抽選) ☎36-8095

《費用》100円 a
《備考》持ち物:ラケット・運動靴・タオル・着替 a

え・水分補給用飲料水 ▶申込方法の詳細 《題名》はじめてのスケート教室

は、各施設もしくは帯広市文化スポーツ振 《内容》スケートが滑れない方を対象とし、当財団

興財団HPをご確認ください。 職員と帯広スケート連盟指導者が講師とな

《申込》7/9(金)までに申込 り、スケートの楽しさを教える初心者教室

《問合》帯広の森野球場 ☎48-8338 です。

a 《日時》7/31(土)、8/1(日)10:00～11:30の2日間

a 《会場》帯広の森アイスアリーナ

《題名》ジュニアヒップホップダンス(4日間) 《対象》年中～小学2年生の初心者

《内容》簡単なヒップホップのステップを習い、初 《定員》40名(抽選)

歩のフリースタイルのダンスを踊れるよう 《費用》1,000円

になることを目的とした夏休み4日間の 《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子 

教室です。 ▶申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市

《日時》7/26(月)・7/28(水)・7/29(木)・7/30(金) 文化スポーツ振興財団HPをご確認ください。

各11:00～12:00 《申込》6/18(金)～7/12(月)に申込

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《問合》帯広の森アイスアリーナ ☎48-6256

《対象》小学2年生～6年生 a

《定員》20名(抽選) a

《費用》2,000円 《題名》親子七宝教室
《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服 《内容》親子七宝教室を開催します。親子でブロー

装、飲料水、スポーツタオル ▶申込方法の チやペンダントづくりに挑戦してみません

詳細は、各施設もしくは帯広市文化スポー か。

ツ振興財団HPをご確認ください。 《日時》8/1(日)10:00～12:00
《申込》7/13(火)までに申込 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《対象》4歳から中学生とその保護者

a 《定員》親子で計24名(先着順)
a 《費用》参加費1組300円、

《題名》夏休みキッズスポーツ(3日間集中) 材料費1人あたり400～1,000円
《内容》マット基本運動・鉄棒・跳び箱等を重点的 《申込》7/6(火)～7/20(火)に電話申込

に楽しみながら行います。 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352
《日時》7/28(水)・7/29(木)・7/30(金) a

各10:00～11:00 a

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《題名》夏休み親子草木染め教室

《対象》幼稚園・保育園の年中・年長 《内容》夏休みに親子を対象とした草木染め教室を

《定員》25名(抽選) 開催します。

《費用》1,500円 《日時》8/1(日)10:00～11:00 

《備考》持ち物:飲料水、運動靴、スポーツタオル 《会場》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」

▶申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 《対象》親子

市文化スポーツ振興財団HPをご確認 《定員》先着10組

ください。 《費用》1,650円(材料費込)　

《申込》7/12(月)までに申込 ※お子さん1名分の費用です。

《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《備考》持ち物:筆記用具・エプロン・厚手手袋

a (親のみ)・広口の空きビン

a 《申込》7/24(土)までにサラダ館へ電話申込

《題名》夏休み親子押し花教室 《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」

《内容》夏休みに親子を対象とした押し花教室を ☎36-8095

開催します。 a

《日時》7/31(土)10:30～11:30 a
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《題名》プラザわくわく教室　 財団HPをご確認ください。
特別企画「夏まつり」 《申込》7/12(月)までに申込

《内容》軽運動室内に、屋台制作コーナーを設置 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912
し、保護者と一緒に回って交流を a
深めます。 a

《日時》8/1(日)10:15～11:30 《題名》クチャ(仮小屋)を作ろう！
《会場》とかちプラザ5階　軽運動室 《内容》アイヌ民族が山で狩猟をするときに寝泊ま

《対象》1歳6か月～小学生未満の幼児 りをするために使っていた「クチャ(仮小

《定員》50組 屋)」づくりを体験。百年記念館に集合

《費用》入場料:参加幼児1名につき800円 し、バスで移動。雨天決行。荒天時は上士

(保護者及び教室対象年齢未満の参加は無料) 幌町生涯学習センターわっかでアイヌ文化

《申込》電話申込 講座を行う。小学生は保護者同伴。

《問合》とかちプラザ ☎22-7890 《日時》8/8(日)8:30～12:00
a 《会場》上士幌町イオル整備地
a (上士幌町字上音更東3線)

《題名》夏休み親子ハーバリウム教室 《対象》小学生以上
《内容》夏休みに親子を対象としたハーバリウム 《定員》先着20名

教室を開催します。 《費用》保険料100円
《日時》 8/1(日)10:30～12:00 《申込》7/27(火)～8/5(木)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》帯広百年記念館 ☎24-5352
《対象》親子 a
《定員》先着10組 a

《費用》1,650円(材料費込) 《題名》親子囲碁入門教室
※お子さん1名分の費用です。 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考

《備考》持ち物:筆記用具・ハサミ・ゴミ袋(小)・ える遊びの楽しさを体験するとともに、囲
おしぼり 碁を通じて友達の輪を広げます。

《申込》7/24(土)までにサラダ館へ電話申込 《日時》8/8(日)10:00～12:00
《問合》帯広市都市農村交流センター「サラダ館」 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ケ丘2)

☎36-8095 《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

《題名》夏休み親子消費者講座

《内容》LED電球を使ったランプ工作を通して、 a

省エネついて学びます。 《題名》親子科学実験教室「クマムシ発見隊」
《日時》8/3(火)①9:30～11:30、②13:30～15:30 《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、

《会場》とかちプラザ 講習室402 子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し

《対象》小学生とその保護者 い科学遊びを行います。今回は、緑ヶ丘公

《定員》各回15組 園に潜むクマムシを発見しよう！0.2～

《費用》１組につき800円(材料代) 0.3mmの大きさで宇宙空間でも生き延びら

《備考》15～18cmの定規、はさみをご持参 れるクマムシの発見隊になり、一緒に探し

ください。 ましょう。

《申込》7/30(金)までに電話申込 《日時》8/15(日)同内容の教室を3回実施します。
《問合》商業労働課 ☎65-4132 ①10:00～11:00、②13:15～14:15、

a ③14:45～15:45

a 《会場》帯広市児童会館 生物実験室(緑ケ丘2)

《題名》ベビーダンス教室(1回目) 《対象》小学生以上の親子

《内容》赤ちゃんを抱っこしたまま音楽にあわせて 《定員》先着6家族(最大18名まで)

ステップを踏むエクササイズです。五感に 《申込》8/1(日)～8/15(日)に電話または児童会館

よるコミュニケーションで親子の絆を育み 窓口で申込

ます。 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《日時》8/6～8/27の毎週(金)10:30～11:30の全3回

《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《対象》首がすわっている生後3ヶ月～2歳前後の 《題名》きかんしゃトーマス

乳幼児と保護者 ファミリーミュージカル

《定員》20組(抽選) 《内容》世界的人気を誇る「きかんしゃトーマス」

《費用》1,500円 のテレビアニメから機関車のトーマスと

《備考》持ち物:動きやすい服装、抱っこひも、バ パーシーがテレビを飛び出してステージを

スタオル、体温計、飲料水 駆け巡ります。映像も駆使したオリジナル

▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興
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ストーリーのファミリーミュージカル 《申込》8/7(土)～8/21(土)に電話
です。 または児童会館窓口で申込

《日時》8/15(日)①11:30～12:30、②14:00～15:00 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
《会場》帯広市民文化ホール 大ホール

《対象》親子

《費用》一般　2,900円　当日　3,100円 《題名》あそびの森のあしあとづくり

《備考》ファミリー:4枚以上まとめて購入の場合 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、森

1枚2,500円(当日販売なし)　 の中でゆるりと過ごしながら、外来植物の

2歳未満でも座席が必要な場合は有料　 抜き取りや草木染めなどを行います。

発売予定日:6/21(月) 《日時》8/22(日)10:00～15:00

《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番地)

《定員》30名

《費用》100円

《題名》小学生テニス教室 《備考》小学生以下は保護者同伴

《内容》小学生を対象に、硬式テニスの基本を学ぶ 《申込》7/25(日)～開催日の前日までに電話申込

とともにテニスを通じてスポーツの面白さ 《問合》帯広の森・はぐくーむ ☎66-6200

を習得してもらう教室です。 a
《日時》8/17～9/14の毎週(火)16:30～18:00の a

全5回、予備日:毎週金曜日 《題名》めだか水泳教室(3回目)
《会場》帯広市南町テニスコート 《内容》小学生の初心者を対象とした水泳教室で
《対象》小学1年生～6年生 す。水慣れから水泳の基礎を習います。
《定員》15名(抽選) 《日時》8/25～9/17の毎週(水)・(金)
《費用》2,500円 Aコース16:00～16:50、Bコース17:00～17:50
《備考》持ち物:ラケット・運動靴・タオル・着替 の水・金曜日の全8回

え・水分補給用飲料水 ▶申込方法の詳細 《会場》帯広の森市民プール
は、各施設もしくは帯広市文化スポーツ 《対象》小学生初心者
振興財団HPをご確認ください。 《定員》各60名(抽選)

《申込》7/30(金)までに申込 《費用》4,000円
《問合》帯広の森野球場 ☎48-8338 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 

a ▶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HPをご確認ください。

《題名》こども運動教室～年中から小2～(2回目) 《申込》6/18(金)～8/2(月)までに申込

《内容》走る・投げる・跳ぶ・バランス・柔軟性・ 《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630

回る・力の加減など、身体を動かす基礎を a

楽しみながら運動を行います。

《日時》8/19～9/30の毎週(木)16:00～17:00の全6回 《題名》星の観察会『夏の星座をみよう！』

《会場》帯広の森体育館 第1体育室 《内容》望遠鏡での天体観察を行います。夏の夜空

《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児、 を見上げてみましょう。
小学1・2年生 《日時》8/27(金)19:00～20:15

《定員》25名(抽選) 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

《費用》3,000円 《定員》先着20名

《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服 《申込》8/13(金)～8/27(金)に電話または児童会館
装、飲料水、スポーツタオル ▶申込方法の 窓口で申込
詳細は、各施設もしくは帯広市文化スポー 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434
ツ振興財団HPをご確認ください。

《申込》8/2(月)までに申込

《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a
a

《題名》きらきら人形劇場
《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。お a

友達同士や親子で気軽にお楽しみいただけ a

ます。8月の出演予定は 《題名》親子おもしろ教室「リングけん玉」

「パセリ座」です。 《内容》セロテープの芯とラップの芯でけん玉を
《日時》8/21(土)14:00～14:40 作ります。
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《日時》8/28(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
《対象》幼児・小学生とその保護者 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《定員》先着20名 《対象》幼児・小中学生とその保護者。

《定員》先着親子6組
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《申込》8/14(土)から電話または児童会館窓口で申込 碁を通じて友達の輪を広げます。
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《日時》9/12(日)10:00～12:00

a 《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ケ丘2)
a 《対象》小・中学生とその保護者

《題名》小学生の１日飼育係 《備考》マスクを着用してお越しください。
《内容》飼育員引率のもと、2人1組グループで飼育 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

体験を行います。 a

《日時》8/28(土)10:00～14:30 a

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《題名》第32回親と子のわくわく音楽会

《対象》小学4年生～6年生 《内容》帯広・十勝の小学校低学年以下の児童を

《定員》8名(抽選) 主に対象とし、日頃接する機会の少ない

《申込》7/29(木)～8/12(木)に市HPまたは郵便はが オーケストラの生演奏をお楽しみいた

きで申込。はがき申込の際は市HP記載の必 だけます。

要事項を記載してください。 《日時》9/12(日)14:30～15:30

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 《会場》帯広市民文化ホール 大ホール

a 《対象》小学校低学年以下の児童とその保護者

a 《問合》帯広市民文化ホール ☎23-8111

《題名》ベビーダンス教室(2回目) a

《内容》赤ちゃんを抱っこしたまま音楽にあわせて a
ステップを踏むエクササイズです。五感に 《題名》星の観察会

よるコミュニケーションで親子の絆を育み 『今年も木星＆土星がやってきた！』

ます。 《内容》望遠鏡での天体観察を行います。時季の夜
《日時》9/3～9/17の毎週(金)10:30～11:30の全3回 空を見上げてみましょう。
《会場》帯広の森体育館 第2体育室 《日時》9/17(金)19:00～20:15
《対象》首がすわっている生後3ヶ月～2歳前後の乳 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

幼児と保護者 《定員》先着20名
《定員》20組(抽選) 《申込》9/3(金)～9/17(金)に電話または児童会館
《費用》1,500円 窓口で申込
《備考》持ち物:動きやすい服装、 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

抱っこひも、バスタオル、体温計、飲料水 a
▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興 a

財団HPをご確認ください。 《題名》きらきら人形劇場
《申込》8/17(火)までに申込 《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。お
《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 友達同士や親子で気軽にお楽しみいただけ

a ます。9月の出演予定は「でく」です。

a 《日時》9/18(土)14:00～14:40

《題名》森の寺子屋～草の巻～ 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

《内容》植物調べや草木染めなどに挑戦します。 《対象》幼児・小学生とその保護者

《日時》9/4(土)10:00～15:00 《定員》先着20名

《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地) 《申込》9/4(土)～9/18(土)に電話または児童会館

《定員》15名 窓口で申込

《備考》小学生以下は保護者同伴 《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434

《申込》7/25(日)～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》親子科学実験教室

a 「簡単にできるモーター作り」

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、

《内容》児童生徒と保護者が将棋の基礎を学び、考 子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し

える遊びの楽しさを体験するとともに、将 い科学遊びを行います。今回は、モーター

棋を通じて友達の輪を広げます。 の仕組みを学び、色々なモーター作りをし

《日時》9/11(土)10:00～12:00 ます。

《会場》帯広市児童会館 2階実習室(緑ヶ丘2) 《日時》9/19(日)同内容の教室を3回実施します。

《対象》小・中学生とその保護者 ①10:00～11:00、②13:15～14:15、

《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 ③14:45～15:45

a 《会場》帯広市児童会館 物理実験室(緑ケ丘2)
a 《対象》小学生以上の親子

《題名》親子囲碁入門教室 《定員》先着6家族(最大18名まで)
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《申込》9/5(日)～9/19(日)に電話または児童会館

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 窓口で申込
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《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《定員》60名(抽選)
a 《費用》2,500円
a 《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子 ▶申込方

《題名》親子で飼育体験 法の詳細は、各施設もしくは帯広市文化ス

《内容》飼育員の仕事を親子で体験。掃除・エサや ポーツ振興財団HPをご確認ください。

り・観察を通じて動物園で働く飼育員の世 《申込》8/20(金)～9/15(水)に申込
界を見てみよう。 《問合》帯広の森アイスアリーナ ☎48-6256

《日時》9/19(日)10:00～12:00 a

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) a
《対象》小学1年生～3年生とその保護者 ◇　健康・スポーツ　◇
《定員》4組(1組2名まで)(抽選) a
《申込》8/26(木)～9/9(木)に市HPまたは郵便はが 《題名》やさしい太極拳

きで申込。はがき申込の際は市HP記載の必 《内容》年代、性別に関係なく基礎代謝を高め、健

要事項を記載してください。 康増進、腰痛、肩こり、便秘、冷え性など

《問合》おびひろ動物園 ☎24-2437 に効果があるほか、ストレス解消にも役立

a ち、心も体もリフレッシュします。

a 《日時》7/26～9/6の毎週(月)14:15～15:15の全6回

《題名》ちびっこスケート教室(1回目) 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《内容》未経験者を対象とした、帯広スケート連盟 《対象》16歳以上の方

指導者による基礎を中心としたスケート教 《定員》20名(抽選)

室です。▶1回目を受講された方は2回目を 《費用》3,000円

受講することはできません。ご了承くださ 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料

い。 水、スポーツタオル ▶申込方法の詳細は、

《日時》9/22～10/2の(月)・(水)・(土) 各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興

17:10～18:00の全5回 財団HPをご確認ください。

《会場》帯広の森アイスアリーナ 《申込》7/6(火)までに申込

《対象》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

《定員》60名(抽選) a
《費用》2,500円 a

《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子 ▶申込方 《題名》背骨コンディショニング(2回目)
法の詳細は、各施設もしくは帯広市文化ス 《内容》背骨をはじめ肩関節や股関節の神経と深く

ポーツ振興財団HPをご確認ください。 関わりのある関節を動かすことで関節を柔

《申込》8/20(金)～9/6(月)に申込 らかくし背骨の歪みを正しい位置に戻す事

《問合》帯広の森アイスアリーナ ☎48-6256 でカラダの不調改善を図る教室です。

a 《日時》8/20〜10/15の毎週(金)14:00〜14:45の全6回

a 《会場》帯広の森体育館 第2体育室
《題名》親子おもしろ教室 《対象》16歳以上の方

「ねんどで昆虫を作ろう」 《定員》25名(抽選)
《内容》小麦ねんどを使ってチョウやトンボなどの 《費用》3,000円

からだを作ります。モールやOHPシートで 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、タオ

あしやはねも作ります。 ル、飲料水、エクササイズマット、バスタ

《日時》9/25(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 オル(エクササイズマットは1回50円でレン

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) タルもしています) ▶申込方法の詳細は

《対象》幼児・小中学生とその保護者 帯広市文化スポーツ振興財団HPをご確認

《定員》先着親子6組 ください。

《申込》9/11から電話または児童会館窓口で申込 《申込》8/2(月)までに申込
《問合》帯広市児童会館 ☎24-2434 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a a

a a

《題名》ちびっこスケート教室(2回目) 《題名》肩こり・腰痛・改善ヨガ(2期)

《内容》未経験者を対象とした、帯広スケート連盟 《内容》ヨガの呼吸法や動きを行い、骨格を中心と

指導者による基礎を中心としたスケート教 した身体の深層部を刺激し姿勢改善・身体

室です。▶1回目を受講された方は2回目を のバランス能力アップ・腰痛・肩こり解

受講することはできません。 消・新陳代謝促進などによる美容と健康

ご了承ください。 つくりのための教室です。

《日時》10/4～10/13の(月)・(水)・(土) 《日時》8/23～10/4の毎週(月)10:30～11:30の全6回

17:10～18:00の全5回 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《会場》帯広の森アイスアリーナ 《対象》16歳以上の方

《対象》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者 《定員》25名(抽選)
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《費用》3,000円 《題名》ボディメイク・エクササイズ
《備考》運動靴・動きやすい服装･スポーツタオ 《内容》ダイナミックストレッチ、ピラティス、ヨ

ル・水分補給用飲料水・ヨガマット(ヨガ ガ、バレエの要素を取り入れた優雅な動き

マットは1回50円でレンタル可能) で体の連動性を高める、ダンス系エクササ

▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興 イズです。

財団HPをご確認ください。 《日時》8/26～10/21の毎週(木)10:00～11:00の

《申込》8/10(火)までに申込 全8回

《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《会場》帯広の森体育館 第2体育室
a 《対象》16歳以上の方
a 《定員》25名(抽選)

《題名》とんでけ脂肪(陸Ver) 《費用》4,000円
《内容》簡単なエアロビクスのステップや縄跳びで 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料

汗を流し、筋トレで体を引き締めます。 水、スポーツタオル・エクササイズマット

《日時》8/25～9/29の毎週(水)19:00～19:50の全6回 (エクササイズマットは1回50円でレンタル

《会場》帯広の森市民プール 研修室 もしています) ▶申込方法の詳細は、各施

《対象》16歳以上の方 設もしくは帯広市文化スポーツ振興財団HP

《定員》10名(抽選) をご確認ください。

《費用》3,000円 《申込》8/10(火)までに申込
《備考》持ち物:運動着・運動靴・飲料水・タオル 《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HPを a

ご確認ください。 《題名》エンジョイ♪エクササイズ!!(2回目)

《申込》6/18(金)～8/2(月)に申込 《内容》音楽に合わせて身体を動かすエアロビク

《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 ス・リズムウォーク・簡単なボディーヒー

a リング(ピラティス)などを取り入れた有酸

a 素運動と、目的別筋力トレーニングを行う

《題名》水中エアロビクス(3回目) 体力向上・健康増進・運動意欲を高め運動

《内容》音楽に合わせてエアロビクスを行う水中 不足の解消を図る教室です。

運動の教室です。 《日時》9/6～11/22の毎週(月)12:00～12:45の

《日時》8/25～10/13の毎週(水)20:00～20:50の 全10回

全8回 《会場》帯広の森体育館 第2体育室

《会場》帯広の森市民プール 《対象》16歳以上の方

《対象》16歳以上の方 《定員》30名(抽選)

《定員》30名(抽選) 《費用》5,000円

《費用》4,000円 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー

《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル ▶申 ツタオル・水分補給用飲料水 ▶申込方法の

込方法の詳細は、各施設もしくは帯広市文 詳細は、各施設もしくは帯広市文化スポー

化スポーツ振興財団HPをご確認ください。 ツ振興財団HPをご確認ください。

《申込》6/18(金)～8/2(月)に申込 《申込》8/16(月)までに申込

《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912

a a

a a

《題名》ストレッチポールで姿勢改善教室(2回目) 《題名》背骨コンディショニング(3回目)

《内容》ストレッチポールを用いてプールの研修室 《内容》背骨をはじめ肩関節や股関節の神経と深く

で行う姿勢改善教室です。 関わりのある関節を動かすことで関節を柔

《日時》8/26～10/14の毎週(木)20:00～20:50の らかくし背骨の歪みを正しい位置に戻す事

全8回 でカラダの不調改善を図る教室です。

《会場》帯広の森市民プール 研修室 《日時》9/6〜11/22の毎週(月)13:00〜13:45の全10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》10名(抽選) 《対象》16歳以上の方

《費用》4,000円 《定員》25名(抽選)

《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水・タオル 《費用》5,000円
▶申込方法の詳細は、各施設もしくは帯広 《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、タオ

市文化スポーツ振興財団HPをご確認くだ ル、飲料水、エクササイズマット、バスタ

さい。 オル(エクササイズマットは1回50円でレン

《申込》6/18(金)～8/2(月)に申込 タルもしています) 

《問合》帯広の森市民プール ☎47-3630 ▶申込方法の詳細は帯広市文化スポーツ振興

a 財団HPをご確認ください。

a 《申込》8/23(月)までに申込
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《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《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) ▶申込方法

《題名》気功体操教室～練功十八法～ の詳細は、各施設もしくは帯広市文化ス

《内容》呼吸法と体操によって体内の血液の循環を ポーツ振興財団HPをご確認ください。

よくし、健康づくり・健康維持を図る教室 《申込》8/20(金)～9/27(月)に申込

です。音楽に合わせ、気軽にできるリラッ 《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000
クス効果のある呼吸体操。 a

《日時》9/13～10/25の毎週(月)14:15～15:15の a
全6回 ◇　文化、歴史、芸術　◇

《会場》帯広の森体育館 第2体育室 a

《対象》16歳以上の方 《題名》世界のともだち2021

《定員》20名(抽選) 《内容》映像で世界を紹介するコーナー、外国料理

《費用》3,000円 の試食、国際協力を知ることができる展示

《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料 など、楽しく外国文化を体験できるJICA北

水、スポーツタオル ▶申込方法の詳細は、 海道(帯広)との合同イベントです。来場に

各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興 は事前申込が必要です。なお、今年はWeb

財団HPをご確認ください。 上でも開催する予定です。

《申込》8/30(月)までに申込 《日時》7/11(日)10:00～15:30

《問合》帯広の森体育館 ☎48-8912 《会場》JICA北海道(帯広)

a 及び森の交流館・十勝(西20南6)
a 《定員》先着400名

《題名》しなやかボディ⑤ 《申込》7/8(木)までにWebから申込

《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として 《問合》世界のともだち実行委員会

活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。 (森の交流館・十勝内) ☎34-0122

さまざまな身体の部位の本来の機能を取り a

戻し「見かけの良さ」と「健康維持」を目 a

指す全身エクササイズ。自重の重さ(体重) 《題名》第83回インターナショナル・トーク

を負荷とし、しなやかな身体作りを目指し (スウェーデン)

ます。ターゲット部位は「背部」「腹部」 《内容》日本人と外国人が気軽に交流でき、世界の

です。 国々について学べるトークイベントです。

《日時》10/5～12/21の毎週(火)10:00～10:45の 今回はスウェーデン出身の英語講師、リヌ

全12回 スさんをゲストに迎え、スウェーデンの文

《会場》明治北海道十勝オーバル 化や地理、料理などについて話していただ

《対象》16歳以上の方 きます。紹介の後、参加者とフリートーク

《定員》20名(抽選) 交流を行います。トークは英語と日本語で

《費用》6,000円 行います。

《備考》持ち物:運動着、タオル、飲料水、ヨガ 《日時》7/17(土)18:30～20:00

マット(有料レンタル\50/回毎) ▶申込方法 《会場》森の交流館・十勝(西20南6)

の詳細は、各施設もしくは帯広市文化ス 《対象》中学生以上

ポーツ振興財団HPをご確認ください。 《問合》森の交流館・十勝 ☎34－0122
《申込》8/20(金)～9/27(月)に申込 a
《問合》明治北海道十勝オーバル ☎49-4000 a

a 《題名》過ぎ去りし街角　

a 荘田喜與志の見た帯広・十勝

《題名》しなやかボディ⑥ 《内容》郷土の写真家荘田喜與志氏は、昭和20年代

《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として から平成初期の十勝・帯広の生活風景を記

活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。 録しました。荘田氏の撮影した写真から、

さまざまな身体の部位の本来の機能を取り 地域社会の移り変わりを紹介します。

戻し「見かけの良さ」と「健康維持」を目 《日時》8/6(金)～9/12(日)

指す全身エクササイズ。自重の重さ(体重) 《会場》帯広百年記念館特別展示室(帯広市緑ヶ丘2)

を負荷とし、しなやかな身体作りを目指し 《問合》帯広百年記念館 ☎24-5352

ます。ターゲット部位は「背部」「腹部」 a
です。 a

《日時》10/5～12/21の毎週(火) 《題名》1/ｆゆらぎコンサート　シリーズ45    

20:00～20:45の全12回 野村英里＆秋葉彩恵　デュオコンサート

《会場》明治北海道十勝オーバル 《内容》ピアノ(野村英里氏)、ヴァイオリン(秋葉

《対象》16歳以上の方 彩恵氏)によるデュオリサイタルです。

《定員》20名(抽選) 《日時》8/22(日)開場18:00　開演18:30
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《会場》とかちプラザ 2階レインボーホール WEB講習」を受講した方

《定員》350名 《申込》7/12(月)までに申込

《費用》入場料:一般2,000円、高校生以下1,000円 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
(当日券は各500円増し) a

《申込》とかちプラザで受付 a

《問合》とかちプラザ ☎22-7890 《題名》帯広市生活援助員養成研修

a 《内容》帯広市の介護予防・日常生活支援総合事業

a (総合事業)における「てだすけサービス」

◇　暮らし　◇ の従事者を養成するための研修を開催

a します。

《題名》とかち大平原交流センターで 《日時》①7/24(土)・7/25(日)、②9/4(土)・9/5(日) 、

夕市を開催します 1日目は10:00～17:00、2日目は9:30～16:30

《内容》地元生産者が新鮮な農産物を販売する「夕  ※2日間の受講が必須です。

市」を毎週木曜日に開催します。毎週8軒 《会場》帯広コア専門学校(西11南41)
ほど出店し、季節ごとに様々な品揃えの野 《対象》てだすけサービス事業所への就職希望や

菜や果物、加工品などが並びます。 予定のある方

※売り切れ次第、終了となります。 《定員》先着20名
《日時》7/1～10/28の毎週(木)16:00～16:30に開催 《費用》食材費など1,000円程度の実費

(10月は15:00～15:30) 《備考》研修の全課程(12時間)を修了し、てだすけ

《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61) サービスを実施する事業所に就職すること

《問合》とかち大平原交流センター ☎53-4780 により、生活援助員として働くことができ

a ます。

a 《申込》①7/19(月)、②8/30(月)までに地域福祉課

《題名》普通救命講習 (FAX・窓口)へ申込書を提出。市HPからも

《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の 申込み可能。

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を 《問合》地域福祉課 ☎65-4113
習得します。 a

《日時》7/9(金)13:30～16:30 a

《会場》消防庁舎(西6南6) 《題名》普通救命講習

《対象》市内在住または勤務地が市内の方 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

《申込》7/2(金)までに申込 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132 習得します。

a 《日時》7/25(日)13:30～16:30

a 《会場》柏林台出張所(柏林台西町2)

《題名》ランチ＆運動つき健診教室 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

《内容》生活習慣病を予防するための栄養学習、手 《申込》7/18(日)までに申込
軽な運動をセットで体験できる教室です。 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
新型コロナウイルス感染症防止のため、栄 a
養学習と手軽な運動のみの内容となってい a

ます。 《題名》帯広の水を見る週間イベント

《日時》①7/17(土)、②7/28(水)、③8/7(土) 《内容》市役所市民ホールで水道・下水道事業の

各12:15～13:00 紹介を行います。

《会場》①緑西コミセン(西17南4)、 《日時》7/26(月)～7/30(金)9:00～17:00
②保健福祉センター(東8南13)、 《会場》市民ホール(市庁舎1階)
③南コミセン(西10南34) 《問合》上下水道部経営室総務課 ☎65-4211

《対象》特定健診、がん検診申込者 a

《定員》先着10名 a

《申込》各実施日の10日前までに北海道対がん協会 《題名》帯広市民大学講座　第10集

帯広出張所へ電話申込 「ビンゴで学ぶ！特殊詐欺の手口」

《問合》健康推進課 ☎25-9721、 《内容》特殊詐欺のさまざまな手口を解説し、「特

北海道対がん協会帯広出張所 ☎27-2345 殊詐欺キーワードビンゴ」を通して、犯人

a がよく使う言葉や、騙されない方法を楽し

a く学びます。

《題名》実技救命講習 《日時》7/28(水)15:00～16:00

《内容》普通救命講習と同じ修了証を交付します。 《会場》とかちプラザ 講習室402

《日時》7/19(月)18:30～20:30 《定員》40名

《会場》南出張所(西17南41) 《申込》前日までに電話または市HPから申込

《対象》市内在住または勤務地が市内の方で、イン 《問合》生涯学習文化課 ☎65-4192

ターネットで簡単に受講できる「応急手当 a
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a 《日時》8/27(金)10:00～11:30

《題名》認知症サポーター養成講座 《会場》とかちプラザ 視聴覚室

《内容》認知症について正しく理解し、地域で認知 《定員》先着50名

症の人とその家族を見守る応援者を養成し 《備考》1回目に中止となった講座内容です。

ます。認知症の症状などの基本的な知識や 《申込》8/26までに電話申込

認知症の方への接し方などを学びます。 《問合》商業労働課 ☎65-4132

《日時》①8/5(木)13:30～15:00、 a
②9/7(火)10:00～11:30 a

《会場》①啓北コミュニティセンター(西13北2)、 《題名》普通救命講習
②自由が丘福祉センター(自由が丘3) 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

《対象》帯広市民または帯広市内に通学、通勤して 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

いる方 習得します。

《定員》先着15名 《日時》9/9(木)13:30～16:30

《備考》講座受講後は認知症サポーターの証と 《会場》消防庁舎(西6南6)
して、オレンジカードを差し上げます。 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

《申込》①8/3(火)、②9/3(金)までに地域福祉課 《申込》9/2(木)までに申込
(電話・窓口)へ申込 《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》実技救命講習
《題名》普通救命講習 《内容》普通救命講習と同じ修了証を交付します。
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の 《日時》9/19(日)18:30～20:30

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を 《会場》南出張所(西17南41)
習得します。 《対象》市内在住または勤務地が市内の方で、イン

《日時》8/9(月)13:30～16:30 ターネットで簡単に受講できる「応急手当

《会場》消防庁舎(西6南6) WEB講習」を受講した方

《対象》市内在住または勤務地が市内の方 《申込》9/12(日)までに申込
《申込》8/2(月)までに申込 《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132
《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132 a

a a

a 《題名》令和3年度 帯広市消費者講座4回目

《題名》実技救命講習 《内容》衣食住、金融・経済、消費者トラブルなど

《内容》普通救命講習と同じ修了証を交付します。 日常の暮らしに役立つ基礎的な知識を学び

《日時》8/19(木)18:30～20:30 ます。今回のテーマは、「今から知ってお

《会場》南出張所(西17南41) きたい空き家対策～帯広市の現状と取り組

《対象》市内在住または勤務地が市内の方で、イン みから～」

ターネットで簡単に受講できる「応急手当 講師：帯広市建築開発課　定岡元気氏

WEB講習」を受講した方 《日時》9/24(金)10:00～11:00

《申込》8/12(木)までに申込 《会場》とかちプラザ 視聴覚室

《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132 《定員》先着50名

a 《申込》9/23までに電話申込

a 《問合》商業労働課 ☎65-4132

《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 《題名》普通救命講習
習得します。 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

《日時》8/22(日)13:30～16:30 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

《会場》柏林台出張所(柏林台西町2) 習得します。

《対象》市内在住または勤務地が市内の方 《日時》9/26(日)13:30～16:30

《申込》8/15(日)までに申込 《会場》柏林台出張所(柏林台西町2)

《問合》帯広消防署救急課 ☎26-9132 《対象》市内在住または勤務地が市内の方

a 《申込》9/19(日)までに申込

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3回目 a

《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び

ます。今回のテーマは、「何を食べたらい

いのかな？～健康寿命を延ばす食生活～」

講師：管理栄養士 北村和子氏

14

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/obj/
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帯広の森サポーターの会とは… 

「森を知り、育て、楽し

む」をポリシーに、個々の

木々の特性や森林の管理

方法を学びながら、適切な

育樹作業を行って豊かな

自然林を復活させ、次世代

に伝えていくことを目的

として活動している団体

です。 

毎年４月から11月の第１・３日曜日に例会を行ってい

るほか、植物・生物についての知識や森林管理の技術を

高めるための学習会・講習会や、森を楽しむイベント等

を行っています。 

丸山 勝さんは、帯広の森サポーターの会を立ち上げた2006年からのメンバーで

す。環境問題に関心があったことから、仲間とともに会を立ち上げ、活動をはじめま

した。当初15名ほどだった会員も、今では39名となり、隔週で行っている例会は毎

回20名前後の参加があるそうです。活動内容等につ

いて、お話を伺いました。 

動について▶▶▶私たち、帯広の森サポーター

の会が活動している森は「帯広の森」の最西端に

ある11ヘクタールほどの範囲です。約3/4はミズ

ナラやカシワ、シラカンバ等の落葉広葉樹の森、残り

活 

今回は、 

帯広の森サポーターの会 

会長 丸
ま る

山
や ま

 勝
まさる

さん 

を Pick Up！ 

〇「帯広の森」とは… 

市街地の南西部に広がる面積約406 

ヘクタールの広大な都市公園です。 

1975年に開催された市民植樹祭

から造成が始まり、現在は 

「帯広の森 森づくりガイ

ドライン」に沿って 

管理・利用がされ

ています。 
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の約1/4はカラマツ、トドマツ等の針葉樹を中心とし

た森です。活動範囲には、元々農家の母屋があった場

所に茂るオニグルミやヤチダモ、推定100年のカラマ

ツ等もあり、様々な木々が広がっています。私をはじ

め、会員は森に関わることを本業にしているわけで

はないので、森の中で活動するための知識と技術を

学びながら活動しています。森を育てるためには、木

を間引いたり、枝を落としたり、草刈りしたりといった、様々な作業が発生します。

間引く作業ひとつとっても、周囲の土壌や木の持つ生命力を確認するといった、木の

選び方を学ぶ必要があり、ここ３、４年は札幌などから講師を招いた講習会を行って

会全体として知識を深めています。 

かったこと・楽しいこと▶▶▶立ち上げ当初

は、会員は15名、例会は５名ほどで活動する

といったような状況でしたが、いろいろなイベント

を通して、イベント参加者が増えて入会につながり、

例会の参加者が増えていることはよかったなと思い

ます。イベントは森の楽しさをみんなで分かち合え

るようなことを行っていて、４月に行った白樺樹液

の珈琲を楽しむ体験会はみなさんに喜ばれました。 

労していること▶▶▶森を育てるための知識、技術を深めることに苦労してい

ます。活字から、また講師の先生から学ぶことはたくさんありますが、実際の

森づくりの現場では、学んだこと、そのままが目の前に広がっているわけでは

ないので、会員間でコミュニケーションをとりながら作業しています。 

れからのこと▶▶▶みんなに「あぁ、気持ちよかった！」と言われるような

園路の森を作りたいと思っています。 

最後にひと言！        私たちと一緒に、森で活動しませんか？ 

【活動日時】毎月第１・３日曜日 ９時～12 時（天候不順の場合、火曜日に順延） 

【 場 所 】帯広市西 25 条南６丁目周辺 

※興味のある方は、事務局まで連絡をお願いします。 

よ 

苦 

こ 

● 帯広の森サポーターの会 事務局（小原さん）● 

℡：090-8636-2951 fax：0155-35-7285 mail：obisapokai@gmail.com 

✔ 
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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 

商業労働課 65-4132/23-0172 

みどりの課 65-4186/23-0159 

水道総務課 65-4211/23-0165 

生涯学習文化課 65-4192/23-6142 

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) 

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) 

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 

帯広の森野球場 48-8338/47-1658 開場期間中なし 

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 

【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 


