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6月20日発行 ＊《対象》《定員》《費用》《申込》 

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。 

開催前に問い合わせ先、HP等で

ご確認ください。 



a

◇趣味・教養◇ 《題名》第88回インターナショナル・トーク(エジ
a プト)

《題名》【放送大学】2022年度第2学期(10月入学) 《内容》インターナショナル・トークは、世界の
学生募集 国々について学べる講演会であるととも

《内容》放送大学は、BSテレビ・ラジオ、インター に、日本人と外国人が気軽に交流できるイ
ネットで学ぶ通信制の大学です。とかちプ ベントです。今回は帯広畜産大学留学生ア
ラザ内にある帯広学習室で授業を視聴でき フメドアブドウさんが、自己紹介や母国エ
るほか、授業のDVDを借りて、自宅でマイ ジプトの面白い事実などについて話しま
ペースに学習できます。 す。紹介の後、参加者とフリートーク交流

《日時》募集期間:【第1回】6/10～8/31、【第2 を行います。トークは日本語と英語で行い
回】9/1～9/13 ます。

《対象》入学する年度の初めにおいて、選科履修 《日時》7/9(土)15:00～16:30
生・科目履修生は満15歳以上、全科履修生 《会場》森の交流館・十勝(西20南6)
は満18歳以上でいずれも放送大学の入学資 《対象》中学生以上
格を満たす方 《問合》観光交流課(☎34-0122)

《定員》学生の種類により異なります a
《費用》学生の種類により異なります
《備考》募集要項は総合案内(市庁舎1階)、とかち 《題名》四季の森めぐり～夏～

プラザ(西4南13)で配布 《内容》はぐくーむ周辺の森を歩き、夏の花や生き
《申込》〒261-8686千葉市美浜郵便局私書箱第5号 物などを観察します。

放送大学学務部学生課出願登録係へ郵送ま 《日時》7/16(土)9:30～12:00

たはインターネットから出願 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)
《問合》放送大学北海道学習センター(☎ 《定員》先着30名

011-736-6318)生涯学習文化課(☎65-4192) 《備考》小学生以下は保護者同伴
a 《申込》6/25(土)～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》第21回「女(ひと)と男(ひと)の一行詩」の a

募集
《内容》男女共同参画をテーマとした「一行詩」を 《題名》海の日イベント～動物たちに氷のプレゼン

募集します。「一行詩」とは、俳句や短歌 ト～
などのような季語や字数に制約がない川柳 《内容》暑い夏を過ごす動物たちに、果物の入った
のようなものです。性別にとらわれず、誰 氷などの特別メニューを給餌します。今回
もが暮らしやすい社会をみんなで築いてい はホッキョクグマ、チンパンジー、ニホン
くための願いや思いを自由に表現してくだ ザルに給餌を行います。
さい。選考は一般投票と選考委員による審 《日時》7/18(月)10:00～16:30
査で決定します。賞は最優秀賞1点、優秀 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)
賞2点、入選3点(賞状と図書カードを贈呈) 《問合》おびひろ動物園(☎24-2437)
です。

《日時》6/23(木)～7/31(日)
《対象》十勝管内に在住または通勤、通学している 《題名》体験教室「つくってみよう縄文土器」

人 《内容》帯広市内で見つかった縄文土器をモデルに
《備考》1人3作品まで応募可能。 した土器づくりを体験します。
《申込》7/31(日)までに下記受付窓口までFAX、 《日時》【形作り】7/23(土)10:00～12:00、【野焼

メール、郵送、持参、市HP、とかちプラザ き】8/14(日)10:00～14:00
女性情報コーナー設置の応募箱から応募。 《会場》【形作り】帯広百年記念館、【野焼き】植
受付窓口:市役所3階市民活動課男女共同参 村直己野外学校(帯広市八千代町西１線165
画係(FAX:23-0156、メールアドレス: 番地)
danjyo@city.obihiro.hokkaido.jp) 《対象》小学生以上(小学４年生以下は保護者同伴)

《問合》市民活動課(☎65-4134) 《定員》先着12名
a 《費用》500円

《申込》7/1(金)～7/16(土)帯広百年記念館へ電話
《題名》星の観察会「月の凹凸はなんだろう？」 申込
《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。時季 《問合》帯広百年記念館(☎24-5352)

の夜空を見上げてみましょう。
《日時》7/8(金)19:00～20:15 a
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《定員》先着30名
《申込》6/24(金)～7/8(金)に電話または帯広市児

童会館窓口で申込
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)
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《題名》夜Zoo探検隊①、② 《題名》絵本にでてくる虫のおはなし
《内容》夜のおびひろ動物園で動物たちはどのよう 《内容》「虫」をテーマにした子ども向け講演会で

に過ごしているのでしょうか。普段見るこ す。虫に関する本の展示・貸出も行いま
とのできない動物たちの様子や、夜行性動 す。
物を観察します。ホッキョクグマ、アメリ 《日時》7/30(土)13:30～14:20
カビーバー、アカカンガルー、ゴマフアザ 《会場》帯広市図書館(西2南14)１階多目的視聴覚室
ラシのガイドを行います。 《対象》幼児～小学生(保護者の同伴は1人まで可)

《日時》①7/23(土)、②8/27(土)いずれも18:30～ 《定員》先着15名
20:00 《申込》7/1(金)～7/30(土)までにオンライン申請

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) にて申込（帯広市図書館HPまたは館内設置の
《対象》小学生以下は保護者同伴 チラシをご覧ください。）
《定員》抽選30名 《問合》帯広市図書館(☎22-4700)
《申込》①6/23(木)～7/7(木)、②7/28(木)～ a

8/11(木)当園への郵送またはHPの申込 a

フォームから申込 《題名》森の昆虫探し
《問合》おびひろ動物園(☎24-2437) 《内容》はぐくーむ周辺の森や草原で昆虫を探して

a 観察します。
a 《講師》堤　公宏　氏(森の回廊＠十勝)

《題名》夏休み文章教室 《日時》7/31(日)10:00～12:00
《内容》詩、小説・童話、短歌、俳句の作り方を教 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

えてくれます。 《定員》先着15名
《講師》詩：佐竹宏子先生、鈴木宏和先生、小説・ 《備考》小学生以下は保護者同伴

童話：稲見亜希先生、嶋健先生、短歌：吉 《申込》6/25(土)～開催日の前日までに電話申込

田真弓先生、俳句：髙松忠信先生 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66-6200)
《日時》7/23(土) 【詩】10：15～12：15 【小説・ a

童話】13：30～15：30 
7/24(日) 【短歌】13：00～14：00 【俳 《題名》プラザ・エンジョイスクール『2022年度第
句】14：00～15：00 Ⅱ期講座』受講生募集

《会場》帯広市図書館（西2南14）1階研修室 《内容》8月～10月に開催する講座の受講生を募集
《対象》詩：小学生・中学生、その他：小学4～6年 します。詳しくは、とかちプラザ、総合案

生・中学生 内(市庁舎1階)、コミセンなどに配置のパ
《定員》先着各10名 ンフレットか、とかちプラザＨＰ等でご確
《申込》7/1(金)～7/20(水)までにオンライン申請 認ください。ジャンルは｢健康・スポー

にて申込(帯広市図書館HPまたは館内設置の ツ｣、｢音楽｣、｢書道・絵画｣、｢語学｣、｢華
チラシをご覧ください。) 道・茶道｣、｢趣味・手工芸｣、「料理」、｢

《問合》帯広市図書館(☎22-4700) パソコン｣からお選びいただけます。
a 《日時》開講期間:8月～10月

《会場》とかちプラザ(西4南13)
《題名》おびZoo寺子屋ライオン編 《対象》高校生以上
《内容》ライオンの生態について、飼育員のガイド 《定員》先着15名～20名程度(講座毎に定員が異な

を聞きながら、実際に見たり触ったり、に ります)

おいをかいだりなどの体験をしながら学び 《費用》3回コース:3,000円、5回コース:5,000円、

ます。 10回コース:10,000円
《日時》7/24(日)13:30～14:30 《備考》事前申込みにより託児利用が可能です。詳
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) しくは、とかちプラザまで。
《対象》小学生以下は保護者同伴 《申込》7/21(木)までに、とかちプラザ窓口で申込
《定員》抽選20名 《問合》とかちプラザ(☎22-7890)
《申込》6/23(木)～7/7(木)当園への郵送またはHP a

の申込フォームから申込 a
《問合》おびひろ動物園(☎24-2437) 《題名》星の観察会「上弦の月～Xを探してみよ

a う！～」
a 《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。時季

《題名》マッチ箱展５ の夜空を見上げてみましょう。
《内容》帯広百年記念館が収蔵する昔懐かしいお店 《日時》8/5(金)19:00～20:15

のマッチ箱を展示します。 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《日時》7/26(火)～8/14(日)10:00～20:00、土日祝 《定員》先着30名

は10:00～18:00 《申込》7/22(金)～8/5(金)に電話または帯広市児
《会場》帯広市図書館(西2南14)１階展示コーナー 童会館窓口で申込
《問合》帯広市図書館(☎22-4700) 《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)
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《題名》森の生き物講座(昆虫編) 《題名》おびZoo寺子屋アミメキリン編
《内容》森で見られる吸血昆虫の生態や観察手法に 《内容》アミメキリンの生態について、飼育員のガ

ついて学びます。 イドを聞きながら、実際に見たり触った
《講師》山内　健生　氏(帯広畜産大学准教授) り、においをかいだりなどの体験をしなが
《日時》8/6(土)10:00～12:00 ら学ぶ。
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地) 《日時》8/20(土)13:30～14:30
《定員》先着10名 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)
《備考》小学生以下は保護者同伴 《対象》小学生以下は保護者同伴
《申込》6/25(土)～開催日の前日までに電話申込 《定員》抽選20名
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66-6200) 《申込》7/21(木)～8/4(木)当園への郵送またはHP

a の申込フォームから申込
a 《問合》おびひろ動物園(☎24-2437)

《題名》親子七宝教室 a
《内容》親子で七宝焼きのキーホルダーやペンダン

ト作りを楽しむ教室です。 《題名》「帯広市野草園の花作品展」作品募集と作
《日時》8/7(日)10:00～12:00 品展のご案内
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《内容》帯広市野草園に咲く野草や樹木の写真、絵
《対象》十勝管内在住の4歳～中学生と保護者 手紙を募集します。応募作品は8月末に市
《定員》親子で先着24名 民ホール(市庁舎1階)で開催する作品展で
《費用》１組2,000円程度 展示します。募集期間:7/19(火)から
《申込》7/5(火)～7/10(日)帯広百年記念館へ電話 8/12(金)午前9時から午後5時まで。規格:

申込 写真は、キャビネ判以上で1人につき20点
《問合》帯広百年記念館(☎24-5352) まで。絵手紙は、はがきサイズで何点でも

応募できます。
《日時》8/22(月)～8/26(金)9:00～17:00(最終日は

《題名》帯広開拓140年・市制施行90年記念特別企 16：30まで)
画展「晩成社展」 《会場》市民ホール(市庁舎1階)(西5南7)

《内容》帯広を拓いた先駆者「晩成社」が、何を後 《申込》7/19(火)～8/12(金)に電話連絡の上、帯広
世に残したのか、残された歴史資料から紹 市児童会館(緑ヶ丘2)へ持参。
介します。 《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)

《日時》8/13(土)～9/19(月)8:45～17:30
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)
《問合》帯広百年記念館(☎24-5352) 《題名》博物館講座「史料が語る晩成社の140年」

a 《内容》晩成社・依田勉三の活動や、現在の帯広と
a のつながりを紹介します。特別企画展関連

《題名》1日飼育係③、④ 事業です。
《内容》飼育員引率のもと、飼育体験を行います。 《日時》8/27(土)14:00～16:00

普段とは違う視点からおびひろ動物園を見 《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)
て体験することで、動物との向き合い方 《定員》先着50人
や、おびひろ動物園の役割などを考えま 《申込》8/16(火)～8/25(木)帯広百年記念館へ電話
す。 申込

《日時》③8/14(日)、④9/25(日)いずれも10:00～ 《問合》帯広百年記念館(☎24-5352)
15:15 a

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)
《対象》中学生以上 《題名》星の観察会「土星のリングをみよう！」
《定員》抽選4名 《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。時季
《申込》③7/14(木)～7/28(木)、④8/25(木)～ の夜空を見上げてみましょう。

9/8(木)、当園への郵送またはHPの申込 《日時》9/9(金)19:00～20:15
フォームから申込 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

《問合》おびひろ動物園(☎24-2437) 《定員》先着30名
a 《申込》8/26(金)～9/9(金)に電話または帯広市児

童会館窓口で申込
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)

a

a
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《題名》おびZoo寺子屋ヘビ・カメ編 《題名》森づくりの集い
《内容》ヘビやカメの生態について、飼育員のガイ 《内容》市民やボランティア、森の活動団体などが

ドを聞きながら、実際に見たり触ったり、 集い、間伐や外来種の伐採などの森づくり

においをかいだりなどの体験をしながら学 活動を行います。子どもにもできる簡単な

びます。 作業もあるので、お気軽にご参加くださ
《日時》9/10(土)13:30～14:30 い。
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《日時》9/25(日)9:30～12:00
《対象》小学生以下は保護者同伴 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)
《定員》抽選20名 《定員》先着30名
《申込》8/11(木)～8/25(木)当園への郵送またはHP 《備考》小学生以下は保護者同伴

の申込フォームから申込 《申込》8/25(木)～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》博物館講座「晩成社の『何故』を解き明か ◇レジャー◇
す」 a

《内容》晩成社が十勝を選んだ理由や、困難を抱え 《題名》十勝ファーマーズマーケット2022が開催さ
ながらも事業を進めた理由について考えま れます！
す。特別企画展関連事業です。 《内容》十勝産の新鮮な朝採り野菜や加工品、十勝

《講師》酒井　孝幸　氏 産食材を使用した飲食物、ハンドメイド雑
《日時》9/10(土)14:00～16:00 貨などが出品されます。開催日によって出
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 店者が変わったり、その時々の季節の野菜
《定員》先着50人 が並ぶため、毎回違った魅力を感じること
《申込》9/1(木)～9/9(金)帯広百年記念館へ電話申 ができるイベントです。

込 《日時》7/9(土)、7/23(土)、8/6(土)、8/27(土)、
《問合》帯広百年記念館(☎24-5352) 9/10(土)、9/24(土)いずれも9:00～14:00

a 《会場》緑ヶ丘公園(緑ヶ丘2)
《問合》農政課(☎59-2323)

《題名》夜の森めぐり a
《内容》夜の森で活動する生き物たちを観察しま

す。 《題名》稲田浄水場こども水まつり
《日時》9/10(土)18:00～20:00 《内容》普段は開放していない稲田浄水場で、施設
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地) 見学や縁日など子ども向けイベントを開催
《定員》先着15名 します。来場者記念品も用意しています。
《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》7/23(土)10:00～15:00
《申込》8/25(木)～開催日の前日までに電話申込 《会場》稲田浄水場(稲田町東2線)
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66-6200) 《対象》15才以下のこども(保護者同伴可)

《申込》①当日会場にて受付
②WEBフォームまたは

《題名》森の生き物講座(ほ乳類編) 電話、FAXのいずれかで事前申込(期間:
《内容》帯広の森でのエゾリスの暮らしについて学 6/1(水)～7/15(金))

びます。 《問合》上下水道部水道総務課(☎65-4211)
《講師》浅利　裕伸　氏(帯広畜産大学准教授) a
《日時》9/18(日)10:00～12:00
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地) 《題名》第42回八千代牧場まつり
《定員》先着10名 《内容》今年は牧場内で謎解きイベントを予定してい
《備考》小学生以下は保護者同伴 ます。
《申込》8/25(木)～開催日の前日までに電話申込 《日時》7/23(土)～8/14(日)
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66-6200) 《会場》八千代公共育成牧場内(八千代町西4線)

a 《備考》新型コロナウイルス感染症の状況により、
内容を変更する可能性があります。

《題名》森の生き物講座(樹木編) 《問合》農政課(☎59-2323)
《内容》シラカバを中心に、森の樹木の生態や特徴

について学びます。
《日時》9/18(日)13:00～15:00
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)
《定員》先着10名
《備考》小学生以下は保護者同伴
《申込》8/25(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)
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《題名》トウキビの収穫体験 《題名》幼児夏休み2日間短期体操教室
《内容》トウキビの収穫体験と収穫したてのトウキビ 《内容》幼稚園や小学校の体育の授業で行うマット

の試食を行います。 運動・鉄棒・跳び箱の3種を基本として基
《日時》①8/21(日)、②9/4(日)いずれも10:00～ 礎運動向上を目指します。1チームお子様5

11:00 人の少人数制です。
《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61) 《講師》株式会社オカモト　インストラクター
《定員》各先着20名 《日時》7/16(土)～8/11(木)2日間×9日程から選択
《費用》800円/人(未就学児は無料) 【午前の部】10:00～11:30【午後の部】
《申込》どちらも7/26(火)～開催日前日までに電話申込 13:00～14:30
《問合》とかち大平原交流センター(☎53-4780) 《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1)

a 《対象》年中～年長
a 《定員》各日程先着15名

◇子ども・子育て◇ 《費用》2日間3,300円※複数日程の参加可
a 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物

《題名》「宇宙の日」記念全国小・中学生作文絵画 《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申
コンテスト作品の募集 込方法をご確認ください。申込期限は各日

《内容》「宇宙の日」記念全国小・中学生作文絵画 程の3日前まで。
コンテストの作品を募集します。作品の応 《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828)
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 a
日」ホームページでご確認ください。2022 《題名》親子運動JOYキッズ
年作品のテーマは「私たちの地球を守ろ 《内容》保護者とお子様が一緒に行う1歳半から3歳
う」です。応募された作品は帯広市児童会 までのお子様向けの運動教室です。
館で12月頃実施する「宇宙の日」記念全国 《講師》株式会社オカモト　インストラクター
小・中学生作文絵画コンテスト作品展に展 《日時》7/17(日)10:00～11:00
示され、入賞者には表彰式を行います。 《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1)

《会場》帯広市児童会館（緑ケ丘2） 《対象》1歳半～3歳
《対象》小・中学生 《定員》先着20名※保護者は原則2名まで同伴可
《申込》7/1(金)～9/11(日)に帯広市児童会館へ持 《費用》1,000円

参または郵送 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434) 《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申

a 込方法をご確認ください。申込期限は各日
程の3日前まで。

《題名》親と子のエンジョイ将棋 《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828)
《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将 a

棋を通じて友達の輪を広げます。
《講師》日本将棋連盟十勝支部 《題名》夏休み2日間短期フットサル教室
《日時》①7/9(土)、②9/10(土)いずれも10:00～ 《内容》サッカー・フットサルを体験したい方、始

12:00 めたい方、すでに習っている方のスキル
《会場》帯広市児童会館（緑ケ丘2） アップなど参加するお子様の状態に合わせ
《対象》小・中学生とその保護者 て2日間実施します。
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434) 《講師》株式会社オカモト　インストラクター

a 《日時》①7/17(日)、18(月)②7/25(月)、26(火)い
ずれも13:00～14:30

《題名》親子囲碁入門教室 《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1)
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《対象》年長～小学3年生

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 《定員》各日程先着10名
碁を通じて友達の輪を広げます。 《費用》2日間3,300円

《講師》日本棋院帯広支部役員 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物
《日時》①7/10(日)、②8/14(日)、③9/11(日)いず 《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申

れも10:00～12:00 込方法をご確認ください。申込期限は各日
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 程の3日前まで。
《対象》小・中学生とその保護者 《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828)
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)
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《題名》親子科学実験教室「花の作りを調べよう」 《題名》夏休み2日間短期バスケットボール教室
《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 《内容》バスケットボールを体験したい方、始めた

子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し い方、すでに習っている方のスキルアップ
い科学遊びを行います。今回は、花の作り など参加するお子様の状態に合わせて2日
を調べ、最後に押し花を作ってコースター 間実施します。
などに仕上げていきます。 《講師》株式会社オカモト　インストラクター

《日時》7/17(日)①10:00～11:00、②13:15～ 《日時》【幼児】7/23(土)、24(日)【小学生】
14:15、③14:45～15:45 7/29(金)、30(土)いずれも13:00～14:30

《会場》帯広市児童会館生物実験室(緑ケ丘2) 《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1)
《対象》小学生以上の親子 《対象》幼児:年中～年長、小学生:小1～小3
《定員》先着6家族(最大18名) 《定員》各日程先着10名
《申込》7/3(日)～7/17(日)に電話または帯広市児 《費用》2日間3,300円

童会館窓口で申込 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434) 《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申

a 込方法をご確認ください。申込期限は各日
a 程の3日前まで。

《題名》きらきら人形劇場 《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828)
《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。 《題名》森の寺子屋～虫の巻～
《日時》①7/17(日)、②8/20(土)、③9/17(土)いず 《内容》昆虫探しや昆虫調べなどに挑戦します。

れも14:00～14:40 《日時》7/24(日)10:00～15:00
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)
《対象》幼児・小学生とその保護者 《対象》小学生
《定員》先着30名 《定員》先着15名
《申込》①7/3(日)～7/17(日)、②8/6(土)～ 《申込》6/25(土)～開催日の前日までに電話申込

8/20(土)、③9/3(土)～9/17(土)に電話ま 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66-6200)

たは帯広市児童会館窓口で申込 a
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)

a 《題名》夏休み2日間短期走り方教室
《内容》走り方の基本動作の練習、短距離および長

《題名》親子おもしろ教室「ロックンギター」 距離の基本姿勢、体の使い方を練習、ト
《内容》紙コップと丸棒とテグスでギターを作りま レーニングします。

す。できあがったらかっこよく演奏しま 《講師》株式会社オカモト　インストラクター
しょう。 《日時》【年長～小1】7/24(日)、25(月)【小2～小

《日時》7/23(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 6】7/27(水)、28(木)いずれも13:00～
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 14:30
《対象》幼児・小中学生とその保護者。幼児、小学 《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1)

校低学年の方は保護者と一緒に参加して下 《対象》年長～小学6年生
さい。 《定員》先着、【年長～小1】16名、【小2～小6】20名

《定員》1回目、2回目共に先着親子6組で、合計12組 《費用》2日間3,300円
《申込》7/9(土)～7/22(金)に電話または帯広市児 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物

童会館窓口で申込 《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434) 込方法をご確認ください。申込期限は各日

a 程の3日前まで。
《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828)

a
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《題名》Jr.サマースイミング(集中Aコース、集中B 《題名》小学生夏休み2日間短期体操教室
コース) 《内容》幼稚園や小学校の体育の授業で行うマット

《内容》小学1年～3年の初心者を対象にした夏休み 運動・鉄棒・跳び箱の3種を基本として基
短期集中の水泳教室です。 礎運動向上を目指します。1チームお子様5

《日時》【Aコース】7/25(月)～7/30(土)【Bコー 名の少人数制。
ス】8/1(月)～8/6(土)いずれも9:00～ 《講師》株式会社オカモト　インストラクター
9:50(月～土曜日の全6回) 《日時》7/26(火)～8/9(火)2日間×3日程から選択

《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 【午前の部】10:00～11:30【午後の部】
《対象》小学1～3年生 13:00～14:30
《定員》抽選60名 《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1)
《費用》3,000円 《対象》小学生(1年～3年)
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《定員》各日程先着15名
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《費用》2日間3,300円※複数日程の参加可

法をご確認ください。申込期間は【Aコー 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物
ス】7/4(月)、【Bコース】7/11(月)まで。 《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 込方法をご確認ください。申込期限は各日
a 程の3日前まで。
a 《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828)

《題名》幼児サマースイミング(集中Aコース、集中 a

Bコース)
《内容》年中・年長児の幼児を対象にした、夏休み 《題名》夏休みキッズスポーツ(3日間集中)

短期集中の水泳教室です。 《内容》幼稚園・保育園の年中・年長を対象とした
《日時》【Aコース】7/25(月)～7/30(土)、【Bコー 教室です。マット基本運動・鉄棒・跳び箱

ス】8/1(月)～8/6(土)いずれも9:00～ 等を重点的に楽しみながら行ないます。
9:50(月～土曜日の全6回) 《講師》（一財）帯広市文化スポーツ振興財団　指

《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 導員
《対象》幼稚園・保育所の年中・年長の幼児 《日時》7/27(水)～7/29(金)13:00～14:00(水・
《定員》抽選40名 木・金曜日の3日間)
《費用》3,000円 《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線)
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《定員》抽選で25名

法をご確認ください。申込期間は【Aコー 《費用》1,500円
ス】7/4(月)、【Bコース】7/11(月)まで。 《備考》持ち物:タオル・飲料水・運動靴(上靴)・

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 運動しやすい服装(ジャージ等)
a 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認ください。申込期間は7/12(火)
《題名》ジュニアヒップホップダンス まで。
《内容》簡単なヒップホップのステップを習い、初 《問合》帯広の森体育館(☎48-8912)

歩のフリースタイルのダンスを踊れるよう a

になることを目的とした夏休み4日間の教
室です。 《題名》第69回キッズ・プレイグラウンド(ケニア)

《講師》SFエンタープライズDance Studio Fusion 《内容》外国文化に触れられる機会を提供する、未
所属インストラクター 就学児童向けの国際交流イベントです。今

《日時》7/26(火)～7/29(金)11:00～12:00(火・ 回はケニア出身の帯広畜産大学留学生
水・木・金曜日の4日間) ジェームスさんが、簡単な英語を使って歌

《会場》帯広の森スポーツセンター(南町南7線) やダンスで子どもたちと交流します。ケニ
《対象》小学2年生～6年生 アをテーマに、工作や分かりやすい物語も
《定員》抽選で20名 紹介します。
《費用》2,000円 《日時》7/30(土)10:30～12:00
《備考》持ち物:タオル・飲料水・運動靴(上靴)・ 《会場》森の交流館・十勝(西20南6)

運動しやすい服装(ジャージ等) 《対象》0～6歳までの子どもとその保護者(兄姉の
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 参加も可能)

法をご確認ください。申込期間は7/12(火) 《定員》抽選40人
まで。 《申込》6/24(金)～7/14(木)までに森の交流館・十勝

《問合》帯広の森体育館(☎48-8912) へ電話申込
a 《問合》観光交流課 森の交流館・十勝(☎34-0122)
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《題名》はじめてのスケート教室 《題名》4種のじゃがいも掘り体験
《内容》年中さんから小学1・2年生で滑走ができ 《内容》4種のじゃがいも掘りを体験できます。

ない方を対象としたスケート教室です。当 《日時》8/6(土)10:00～11:30

財団職員と帯広スケート連盟指導者による 《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61)

補助具などを用いてスケートの楽しさを教 《対象》親子

える初心者教室です。 《定員》先着10組
《日時》①7/30(土)、②7/31(日)いずれも10:00～ 《費用》1,000円/組

11:30 《申込》6/25(土)～開催日前日までに電話申込
《会場》帯広の森アイスアリーナ(南町南7線) 《問合》とかち大平原交流センター(☎53-4780)
《対象》年中～小学2年生で滑走できない方 a
《定員》抽選50人 a
《費用》1,000円 《題名》ままぴらてぃす(2回目)
《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子 《内容》産後の運動不足の解消、体のコンデイショ
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 ンを整える教室です。

法をご確認ください。申込期間は7/13(水) 《日時》8/18(木)～9/22(木)10:00～10:50(木曜日
まで。 の全6回)

《問合》帯広の森アイスアリーナ(南町南7線)(☎ 《会場》帯広の森市民プール研修室(南町南7線)
48-6256) 《対象》3ヶ月(首がすわっている)～歩き出す前の

a 乳幼児と保護者
《定員》抽選10組

《題名》夏休み2日間コーディネーション運動教室 《費用》3,000円
《内容》運動基本動作の練習、身体の使い方、調整 《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水

力や応用力を習得、運動神経をトレーニン 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
グします。 法をご確認ください。申込期間は8/1(月)

《講師》株式会社オカモト　インストラクター まで。
《日時》8/3(水)、8/4(木)いずれも13:00～14:30 《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630)
《会場》よつ葉アリーナ十勝(大通北1) a
《対象》年中～年長 a
《定員》先着10名 《題名》こども運動教室
《費用》2日間3,300円 《内容》走る・投げる・跳ぶ・バランス・柔軟性・
《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物 回る・力の加減など、身体を動かす基礎を
《申込》よつ葉アリーナ十勝HPまたはお電話にて申 楽しみながら運動を行う教室です。

込方法をご確認ください。申込期限は各日 《講師》（一財）帯広市文化スポーツ振興財団　指
程の3日前まで。 導員

《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22-7828) 《日時》8/18(木)～9/22(木)16:00～17:00(木曜日
a の全6回)
a 《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線)

《題名》小学生のための動物園塾 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児
《内容》動物たちを取り巻く環境やその環境を守る 《定員》抽選25名

ことについて、みんなで学習する3回連続 《費用》3,000円
講座です。おびひろ動物園センターでワー 《備考》持ち物:上靴・動きやすい服装・飲料水
クショップを行うほか、最終日は動物の飼 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
育体験を行います。今回のテーマは「野生 法をご確認ください。申込期間は8/2(火)
動物との共存を考えよう」です。 まで。

《日時》8/5(金)～8/7(日)10:00～15:00 《問合》帯広の森体育館(☎48-8912)
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) a
《対象》小学生4～6年生
《定員》抽選12名 《題名》年少児水泳教室(2回目)
《備考》3日間参加する必要があります。 《内容》年少の幼児を対象にした、水遊びから水泳
《申込》7/7(木)～7/21(木)当園への郵送またはHP の基礎を習う教室です。

の申込フォームから申込 《日時》8/20(土)～9/24(土)【A】15:00～15:50
《問合》おびひろ動物園(☎24-2437) 【B】16:00～16:50(土曜日の全6回)

a 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)
《対象》幼稚園・保育所の年少の幼児
《定員》抽選各30名
《費用》3,000円
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認ください。申込期間は7/25(月)
まで。

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630)
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《題名》親子科学実験教室「つかめる水を作ろう」 《題名》めだか水泳教室(3回目)
《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 《内容》小学生の初心者を対象とした水泳教室で

子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し す。水慣れから水泳の基礎を習います。
い科学遊びを行います。今回は、水なのに 《日時》8/26(金)～9/21(水)【A】16:00～16:50
つかめる不思議な水を作ります。 【B】17:00～17:50(水・金曜日の全8回)

《日時》8/21(日)①10:00～11:00、②13:15～ 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)
14:15、③14:45～15:45 《対象》小学生初心者

《会場》帯広市児童会館化学実験室(緑ケ丘2) 《定員》抽選各60名
《対象》小学生以上の親子 《費用》4,000円
《定員》先着6家族(最大18名まで) 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
《申込》8/7(日)～8/21(日)に電話または帯広市児 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

童会館窓口で申込 法をご確認ください。申込期間は7/25(月)
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434) まで。

a 《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630)
a a

《題名》ぷれおやこ水泳教室(3回目) a
《内容》歩けるようになったお子様対象の水遊びを 《題名》親子おもしろ教室「昆虫模型を作ろう」

通した健康な体づくり教室です。 《内容》小麦ねんどを使ってチョウやトンボなどの
《日時》8/22(月)～10/3(月)10:00～10:50(月曜日 からだを作ります。モールやOHPシートで

の全6回) 脚や翅も作ります。
《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 《日時》8/27(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
《対象》1歳～1歳11ヶ月の歩ける幼児と保護者 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《定員》抽選10組 《対象》幼児・小中学生とその保護者。幼児、小学
《費用》3,000円 校低学年の方は保護者と一緒に参加して下
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル さい。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《定員》1回目、2回目共に先着親子6組で、合計12組

法をご確認ください。申込期間は8/1(月) 《申込》8/13(土)～8/26(金)に電話または帯広市児
まで。 童会館窓口で申込

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)
a a

a
《題名》ベビースイミング(3回目) 《題名》小学生の1日飼育係②
《内容》水に慣れると同時に親子のスキンシップ、 《内容》飼育員引率のもと、2人1組グループで飼育

子育てママ同士のコミニュケーションの場 体験を行います。
に最適です。 《日時》8/28(日)10:00～14:30

《日時》8/22(月)～10/3(月)【A】11:00～11:50 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)
【B】12:00～12:50(月曜日の全6回) 《対象》小学4年生～6年生

《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 《定員》抽選8名
《対象》6か月～2歳未満(1歳11か月まで)の幼児と 《申込》7/28(木)～8/11(木)当園への郵送またはHP

保護者 の申込フォームから申込
《定員》抽選各10組 《問合》おびひろ動物園(☎24-2437)
《費用》3,000円
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《題名》あそびの森のあしあとづくり

法をご確認ください。申込期間は8/1(月) 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、森

まで。 で過ごす時間を楽しみながら、親子で参加
《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) できる森づくりを行います。

a 《日時》8/28(日)10:00～15:00
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《定員》先着30名
《費用》100円
《備考》小学生以下は保護者同伴
《申込》7/26(火)～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)

a

a
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《題名》幼児水泳教室(3回目) 《題名》森の寺子屋～草の巻～
《内容》年中・年長児の幼児を対象にした、水遊び 《内容》植物調べや草木染めなどに挑戦します。

から水泳の基礎を習う教室です。 《日時》9/3(土)10:00～15:00
《日時》8/29(月)～10/3(月)【A】15:00～15:50 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49番地)

【B】16:00～16:50【C】17:00～17:50(月 《対象》小学生

曜日の全6回) 《定員》先着15名
《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 《申込》7/26(火)～開催日の前日までに電話申込
《費用》3,000円 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66-6200)
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル a
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認ください。申込期間は7/25(月) 《題名》お父さんと一緒に体力向上教室～年中・年
まで。 長～

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 《内容》走る・跳ぶ・バランス・柔軟性・回る・力
a の加減など、親子で身体を動かしながら基
a 礎体力向上を図ります。

《題名》おやこ水泳教室(3回目) 《講師》田口　あきほ　氏(健康運動指導士)
《内容》お母さんやお父さんと一緒にプールに入 《日時》9/4(日)10:00～11:00

り、水遊びを通して楽しみながら水慣れし 《会場》帯広の森スポーツセンター(南町南7線)
ていきます。 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児とお父さん

《日時》8/31(水)～10/5(水)10:00～10:50(水曜日 (お母さんでも可)
の全6回) 《定員》抽選20組

《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 《費用》500円
《対象》2・3歳児と保護者 《備考》持ち物:上靴・飲料水・動きやすい服装
《定員》抽選20組 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
《費用》3,000円 法をご確認ください。申込期間は8/23(火)
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル まで。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《問合》帯広の森体育館(☎48-8912)

法をご確認ください。申込期間は8/8(月) a

まで。
《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 《題名》第33回親と子のわくわく音楽会

a 《内容》日頃、触れる機会の少ないオーケストラの
生演奏を親子で楽しんでもらいます。

《題名》ベビーダンス教室(1回目) 《日時》9/11(日)開場13:45、開演14：30
《内容》赤ちゃんを抱っこしたまま音楽に合わせて 《会場》帯広市民文化ホール大ホール(西5南11)

ステップを踏むエクササイズです。五感に 《対象》小学校低学年までの児童と保護者

よるコミュニケーションで親子の絆を育み 《定員》抽選700人

ます。 《備考》グループディスタンスで実施
《講師》後藤　奈津美　氏(日本ベビーダンス協会 《申込》往復はがきによる申込みを実施予定(詳細は

公認インストラクター) 決まり次第HPにて公表します。)
《日時》9/2(金)～9/16(金)10:30～11:30(金曜日の 《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111)

全3回)
《会場》帯広の森アイスアリーナ(南町南7線)(2階

ホワイエ) 《題名》それいけ!アンパンマンミュージカルおも
《対象》首が完全にすわっている生後3か月～2歳前 ちゃの国とみんなのたからもの

後の乳幼児と保護者 《日時》9/19(月・祝)①開場11:00、開演11:30
《定員》抽選20組 ②開場14:00、開演14:30
《費用》1,500円 《会場》帯広市民文化ホール大ホール(西5南11)
《備考》持ち物:動きやすい服装・抱っこひも・バ 《対象》乳幼児と保護者

スタオル・体温計・飲料水 《定員》1公演先着1,540人
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《費用》3,000円

法をご確認ください。申込期間は8/23(火) 《備考》3歳以上有料、2歳以下保護者1名につき膝

まで。 上鑑賞可
《問合》帯広の森体育館(☎48-8912) 《申込》チケット購入必要

《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111)
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《題名》ちびっこスケート教室(1回目)(2回目) 《題名》レッツ！バルシューレ（2回目）
《内容》小学1・2年生及び、小学3～6年生の未経験 《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し

者を対象としたスケート教室です。帯広ス く経験することで、状況に合わせて自分自

ケート連盟指導者による基礎を中心とした 身で判断し、行動する力や気持ちを育てま

初心者教室です。※1回目を受講された方 す。

は2回目を受講することはできません。ご 《講師》（一財）帯広市文化スポーツ振興財団　バ

了承ください。 ルシューレC級指導員
《日時》【1回目】9/12(月)～9/21(水)、【2回目】 《日時》10/5(水)～11/9(水)15:45～16:35(水曜

9/24(土)～10/5(水)いずれも17:10～ 日の全6回)

18:00(月・水・土の全5回) 《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線)
《会場》帯広の森第二アイスアリーナ(南町南7線) 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児
《対象》小学校1・2年生及び3～6年生の未経験者 《定員》抽選30名
《定員》抽選60名 《費用》2,400円
《費用》2,500円 《備考》持ち物：上靴・動きやすい服装・タオル・
《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子(各自用 飲料水

意、持参) 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 法をご確認ください。申込期間は9/20(火)

法をご確認ください。申込期間は8/12(金) まで。

～8/29(月)まで。 《問合》帯広の森体育館（☎48-8912）
《問合》帯広の森アイスアリーナ(南町南7線)(☎

48-6256)
《題名》キッズスポーツ教室（4回コース）
《内容》幼稚園・保育園の年中・年長を対象とした

《題名》親子科学実験教室「電気って大事」 教室です。マット基本運動・縄跳び・鉄
《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 棒・跳び箱等を重点的に楽しみながら行な

子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し います。

い科学遊びを行います。今回は、色々な発 《講師》（一財）帯広市文化スポーツ振興財団　指

電実験の体験や、発電の工作を楽しみなが 導員

ら再生可能エネルギーについて考えます。 《日時》10/6(木)～10/27(木)15:30～16:30(木曜
《日時》9/18(日)①10:00～11:00、②13:15～ 日の全4回)

14:15、③14:45～15:45 《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線)
《会場》帯広市児童会館物理実験室(緑ケ丘2) 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児
《対象》小学生以上の親子 《定員》抽選25名
《定員》先着6家族(最大18名まで) 《費用》2,000円
《申込》9/4(日)～9/18(日)に電話または帯広市児 《備考》持ち物：上靴・動きやすい服装・タオル・

童会館窓口で申込 飲料水
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434) 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

a 法をご確認ください。申込期間は9/20(火)
まで。

《題名》親子おもしろ教室「くるくるスノーブロッ 《問合》帯広の森体育館（☎48-8912）

ク」
《内容》ペットボトル、スノーブロックを使って、

くるくる回転するおもちゃを作ります。
《日時》9/24(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《対象》幼児・小中学生とその保護者。幼児、小学

校低学年の方は保護者と一緒に参加して下
さい。

《定員》1回目、2回目共に先着親子6組で、合計12組
《申込》9/10(土)～9/23(祝・金)に電話または帯広

市児童会館窓口で申込
《問合》帯広市児童会館(☎24-2434)
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a
《題名》みんなで楽しく！リトミック（0歳コース） 《題名》気功体操～練功十八法～
《内容》『リトミック』とは、音楽と身体を使った 《内容》呼吸法と体操によって体内の血液の循環を

“こどもの運動能力開発”です。こどもた よくし、健康づくり・健康維持を図る教室
ちに音という一番わかりやすく身近なもの です。音楽に合わせ、誰でも・どこでも・
に触れることで、音感教育（音感・リズム いつでも・気軽にできるリラックス効果の
感・拍子感音楽の楽しさなど音楽の基 ある呼吸体操。ツボの刺激やマッサージを
礎）、生活習慣（言語・数・感覚）、情操 取り入れているのも練功十八法の特徴で
教育（心の教育・人間教育・自立心）な す。
ど、音楽を使って身体的・感覚的・知的に 《講師》新津　有輝子　氏(日本武術太極拳連盟公
優れた子どもたちの育成を図ります。 認B級指導員)

《講師》松井　友美氏（リトミック研究センター認 《日時》7/25(月)～9/5(月)14:15～15:15(月曜日の
定講師） 全6回)

《日時》10/11(火)10:30～11:15 《会場》帯広の森体育館(南町南7線)
《会場》帯広市市民活動交流センター 《対象》16歳以上の方
《対象》0歳児とその保護者 《定員》抽選20名
《定員》抽選30組 《費用》3,000円
《費用》500円 《備考》持ち物:運動靴・スポーツタオル・水分補
《備考》持ち物：動きやすい服装・飲料水 給用飲料水・動きやすい服装(ジャージ等)
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 でお越しください。

法をご確認ください。申込期間は9/27(火) 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
まで。 法をご確認ください。申込期間は7/11(月)

《問合》帯広の森体育館（☎48-8912） まで。
a 《問合》帯広の森体育館(☎48-8912)
a a

◇健康・スポーツ◇
a 《題名》ナイター卓球教室

《題名》朝水中エアロビクス(1回目) 《内容》卓球の基礎習得や種目の継続を目的とし、
《内容》音楽に合わせてエアロビクスを行う水中運 卓球の楽しさや醍醐味を感じてもらえる教

動の教室です。 室です。
《日時》6/23(木)～7/21(木)10:00～10:50(木曜日 《日時》8/2(火)～9/6(火)19:00～21:00(火・金曜

の全5回) 日の全10回)
《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 《会場》帯広の森スポーツセンター(南町南7線)
《対象》16歳以上の方 《対象》16歳以上の方
《定員》各日先着20名 《定員》抽選30名
《費用》1回500円 《費用》5,000円
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《備考》持ち物:運動靴・ラケット・タオル・水分
《申込》各開催日までにお申込ください。 補給用飲料水
《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認ください。申込期間は7/19(火)
まで。

《題名》ランチ＆運動つき健診教室 《問合》帯広の森スポーツセンター(☎48-2401)
《内容》生活習慣病を予防するための栄養学習と試

食、手軽な運動をセットで体験できる教室
です。新型コロナウイルス感染症の感染拡 《題名》ヨガ②
大状況により、内容の変更、または中止に 《内容》初心者向けのヨガです。ゆったりと身体を
なる場合があります。 動かす事を目的とした内容です。

《日時》①7/16(土)、②8/6(土)いずれも12:15～ 《日時》8/2(火)～10/11(火)全10回【A】19:00～
13:45 20:00【B】20:15～21:15

《会場》①緑西コミセン(西17南4)・②南コミセン 《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線)
(西10南34) 《対象》16歳以上の方

《対象》特定健診、がん検診申込者 《定員》各日抽選15名
《定員》先着各10名 《費用》5,000円
《申込》各実施日の10日前までに、電話で北海道対 《備考》持ち物:運動着・タオル・飲料水・ヨガマット

がん協会釧路がん検診センター帯広出張所 (有料レンタル￥50/回毎)
（東8南13、保健福祉センター内、☎ 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
27-2345）へ 法をご確認ください。申込期間は7/25(月)

《問合》健康推進課(☎25-9721) まで。
a 《問合》明治北海道十勝オーバル(☎49-4000)
a
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《題名》硬式テニス教室(すぱーく) 《題名》水中ウォーキング教室(2回目)
《内容》硬式テニスに対する正しい知識を養い、基 《内容》ウォーキングを中心とした水中運動教室で

本技術やスポーツのマナーなどを習得させ す。プールが初めての方も参加しやすい教
るとともに、硬式テニスの普及振興を図る 室です。
教室です。 《日時》8/18(木)～10/6(木)10:00～10:50(木曜日

《講師》帯広テニス協会指導員 の全8回)
《日時》8/4(木)～9/22(木)19:00～21:00(木曜日の 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)

全8回) 《対象》16歳以上の方
《会場》すぱーく帯広(南町南9線) 《定員》各日先着20名
《対象》16歳以上の方 《費用》1回500円
《定員》抽選20名 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
《費用》4,000円 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･スポーツ 法をご確認ください。申込期間は各開催日

タオル・水分補給用飲料水・テニスラケッ まで。
ト 《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630)

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 a

法をご確認ください。申込期間は7/19(火) a

まで。 《題名》チャレンジ☆スイミング(1回目)
《問合》帯広の森体育館(☎48-8912) 《内容》よりレベルアップを目的にした水泳教室で

a す。平泳ぎ・バタフライの習得にチャレン
a ジします。

《題名》筋膜リリースヨガ② 《日時》8/19(金)～11/18(金)12:00～12:50(金曜日
《内容》全身にくまなく広がる「筋膜」を開放して の全12回)

正常な状態に近づけながら、筋肉の柔軟性 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)
や関節可動域の変化などを体感してもらう 《対象》16歳以上の方
内容です。 《定員》抽選20名

《日時》8/5(金)～9/9(金)10:00～11:00(全6回) 《費用》6,000円
《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線) 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
《対象》16歳以上の方 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
《定員》抽選15名 法をご確認ください。申込期間は8/1(月)
《費用》3,000円 まで。
《備考》持ち物:運動着・タオル・飲料水・ヨガマット 《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630)

(有料レンタル￥50/回毎)
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認ください。申込期間は7/25(月) 《題名》肩こり・腰痛・改善ヨガ(2期)
まで。 《内容》ヨガの呼吸法や動きを行い、骨格を中心と

《問合》明治北海道十勝オーバル(☎49-4000) した身体の深層部を刺激し姿勢改善・身体
のバランス能力アップ・腰痛・肩こり解
消・新陳代謝促進などによる美容と健康つ
くりのための教室です。

《題名》体が硬い人向けヨガ(2回目) 《講師》小野　律子　氏（ヘルスアップヨガカンパ
《内容》のばす、ほぐす、柔軟性を高める、怪我の ニー所属インストラクター）

予防に最適なヨガです。 《日時》8/22(月)～9/26(月)10:30～11:30(月曜日
《日時》8/12(金)～9/30(金)10:00～10:50(金曜日 の全6回)

の全8回) 《会場》帯広の森体育館(南町南7線)
《会場》帯広の森市民プール(南町南7線) 《対象》16歳以上の方
《対象》16歳以上の方 《定員》抽選20名
《定員》抽選20名 《費用》3,000円
《費用》4,000円 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･タオル・
《備考》持ち物:ヨガマット・タオル・飲料水 飲料水・ヨガマット※マットは1回につき
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 50円でレンタルもしております。

法をご確認ください。申込期間は8/1(月) 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
まで。 法をご確認ください。申込期間は8/8(月)

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

a
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《題名》ストレッチポールで姿勢改善教室(2回目) 《題名》ボディメイク・エクササイズ(2期)
《内容》ストレッチポールを用いてプールの研修室 《内容》ダイナミックストレッチ、ピラティス、ヨ

で行う姿勢改善教室です。 ガ、バレエの要素を取り入れた優雅な動き
《日時》8/25(木)～9/29(木)20:00～20:50(木曜日 で体の連動性を高めるダンス系エクササイ

の全6回) ズ。バランス感覚を磨き、しなやかなボ
《会場》帯広の森市民プール研修室(南町南7線) ディラインを手に入れる。
《対象》16歳以上の方 《講師》谷田　真弓　氏(FTP認定ピラティスインス
《定員》抽選10名 トラクター)
《費用》3,000円 《日時》9/1(木)～10/20(木)10:00～11:00(木曜日
《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水・タオル の全8回)
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《会場》明治北海道十勝オーバル(南町南7線)

法をご確認ください。申込期間は8/8(月) 《対象》16歳以上の方
まで。 《定員》抽選20名

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 《費用》4,000円
a 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･タオル・
a 飲料水・ヨガマット※マットは1回につき

《題名》とんでけ脂肪陸Ver(1回目) 50円でレンタルもしております。
《内容》簡単なエアロビクスのステップや縄跳びで 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

汗を流し、筋トレで体を引き締めます。 法をご確認ください。申込期間は8/16(火)
《日時》8/31(水)～10/5(水)19:00～19:50(水曜日 まで。

の全6回) 《問合》帯広の森体育館(☎48-8912)
《会場》帯広の森市民プール研修室(南町南7線) a
《対象》16歳以上の方 a
《定員》抽選10名 《題名》姿勢がきれいになる教室(2回目)
《費用》3,000円 《内容》きれいな姿勢を保つための筋力をつけるトレー
《備考》持ち物:運動着・運動靴・飲料水・タオル ニングとストレッチを行う運動教室です。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《日時》9/1(木)～10/20(木)13:00～13:50(木曜日

法をご確認ください。申込期間は8/8(月) の全8回)
まで。 《会場》帯広の森市民プール研修室(南町南7線)

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 《対象》16歳以上の方
《定員》抽選20名
《費用》4,000円

《題名》水中エアロビクス(2回目) 《備考》持ち物:動きやすい服装・運動靴・飲料水
《内容》音楽に合わせてエアロビクスを行う水中運 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

動の教室です。 法をご確認ください。申込期間は8/8(月)
《日時》8/31(水)～10/19(水)20:00～20:50(水曜日 まで。

の全8回) 《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630)
《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)
《対象》16歳以上の方
《定員》抽選30名 《題名》ZUMBA(ズンバ)
《費用》4,000円 《内容》ズンバ(ZUMBA)とは、ダンスやエアロビク
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル ス的な動きをラテン系の音楽に合わせて行
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 うダンスフィットネスであり、全身の筋ト

法をご確認ください。申込期間は8/1(月) レ効果や有酸素運動・ダイエットプログラ
まで。 ムとしても効果を得ると共に基礎代謝の向

《問合》帯広の森市民プール(☎47-3630) 上にもなり健康増進・運動意欲を高め、運
動不足の解消を図る教室です。

《講師》吉田　直子　氏(オフィシャルズンバ
a フィットネスインストラクター)

《日時》9/14(水)～9/28(水)13:30～14:15(水曜日
の全3回)

《会場》帯広の森体育館(南町南7線)
《対象》16歳以上の方
《定員》抽選25名
《費用》1,500円
《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･タオル・

飲料水
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認ください。申込期間は8/23(火)
まで。

《問合》帯広の森体育館(☎48-8912)
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《題名》フットケア～足元から健康になろう～ 《題名》オフィス３〇〇「私の恋人beyond」
《内容》足は第二の心臓と言われています。日頃か 《内容》芥川賞作家・上田岳弘の同名作品をベース

ら足への関心を持ち、自己管理とセルフケ に30人の役を小日向文世、のん、渡辺えり

アをサポートする予防が大切です。生活習 の3人が演じる音楽劇です。

慣病と運動の関係性、歩くために必要な筋 《日時》7/24(日)開場13:15、開演14:00

肉について「健康づくり」への意識向上に 《会場》帯広市民文化ホール大ホール(西5南11)

つながるきっかけ作りを目的とします。 《定員》先着1,540人
《講師》佐竹　早苗　氏(慢性腎不全療養看護師・ 《費用》一般7,000円、ペア券13,000円(前売のみ)

フットケア指導士) 《備考》未就学児入場不可
《日時》9/18(日)10:00～12:00 《申込》チケット購入必要
《会場》帯広の森体育館(南町南7線) 《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111)
《対象》50歳以上の方 a
《定員》先着20名 a
《備考》持ち物:爪切り・動きやすい服装・手ぬぐ 《題名》帯広の水を見る週間イベント

い(スポーツ)タオル 《内容》市役所市民ホールで帯広市上下水道歴史パ
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 ネル展を行います。

法をご確認ください。申込期間は9/6(火)まで。 《日時》7/25(月)～7/29(金)9:00～17:00
《問合》帯広の森体育館(☎48-8912) 《会場》市民ホール(市庁舎1階)

a 《問合》上下水道部水道総務課(☎65-4211)
a a

◇文化・歴史・芸術◇ a
a 《題名》アイヌ文化交流会～世界の先住民の国際

《題名》世界のともだち2022 デー～
《内容》世界の料理を楽しむことのできる屋台コー 《内容》アイヌの伝統工芸品や、文化・歴史のパネ

ナー、外国文化紹介コーナー、国際協力を ル展示のほか、アイヌ文様刺繍体験、アイ
知ることができる展示など、楽しく外国文 ヌ木彫体験を開催します（要事前申込）。
化を体験できるJICA北海道(帯広)との合同 7/30(土)13時からの開会式ではカムイトウ
イベントです。 ウポポ保存会による古式舞踊を披露します。

《日時》7/3(日)10:00～15:30 《日時》7/30(土)13:00～18:00、7/31(日)9:30～
《会場》JICA北海道(帯広)及び森の交流館・十勝 16:00

(西20南6) 《会場》とかちプラザ(西4南13)
《費用》無料(屋台は有料) 《定員》アイヌ刺繍体験は各日10名ずつ、アイヌ木
《備考》駐車場に限りがあるので、できる限り公共 彫り体験は各日5名

交通機関の利用をお願いします。(満車時 《申込》6/27(月)～7/15(金)までに地域福祉課の窓
は入場できない可能性があります。) 口、TELにてお申込みください。

《問合》世界のともだち実行委員会(森の交流館・ 《問合》地域福祉課(☎65-4146)
十勝内)(☎34-0122) a

《題名》春風亭一之輔のドッサりまわるぜ2022
《題名》博物館講座「博物館展示を通して考える 《内容》落語界を代表する若手落語家・春風亭一之

『アイヌ文化』」 輔の独演会です。
《内容》博物館に並ぶアイヌ民族の「モノ」。それ 《日時》8/5(金)開場17:45、開演18:30

らがどういった時代の中でどのように残さ 《会場》帯広市民文化ホール小ホール(西5南11)

れたのかを考えます。 《定員》先着560人
《講師》大坂　拓　氏(北海道博物館学芸主査) 《費用》3,700円
《日時》7/16(土)14:00～16:00 《備考》未就学児入場不可
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《申込》チケット購入必要
《定員》先着50人 《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111)
《申込》7/1(金)～7/15(金)
《問合》帯広百年記念館(☎24-5352)

a
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《題名》自然観察会「発見！アイヌ文化と動植物」 《題名》劇団かかし座「オズの魔法使い」
《内容》「アイヌ文化とのふれあいゾーン」で、動 《内容》5面スクリーンを使い、影絵×パペット×

植物を発見しながらアイヌ文化を知りま 俳優が織りなす大迫力の影絵公演です。

す。 《日時》9/4(日)開場13:15、開演14:00
《日時》8/6(土)9:00～12:00 《会場》帯広市民文化ホール大ホール(西5南11)
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《定員》先着1,540人
《対象》小学生以上の一般(小学4年生以下は保護者 《費用》親子3,000円、大人2,500円、高校生以下

同伴) 800円
《定員》先着15名 《申込》チケット購入必要
《費用》100円(保険料) 《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111)
《申込》7/26(火)～8/4(木)帯広百年記念館へ電話 a

申込 a
《問合》帯広百年記念館(☎24-5352) 《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・自然を訪ねま

《題名》キエフ・バレエ・ガラ2022 す。
《内容》ウクライナの名門劇場、キエフ・バレエの 《日時》9/17(土)9:30～12:00

ダンサーたちが出演します。クラシック・ 《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)
バレエの名作や人気の演目を取り揃えたガ 《定員》先着50人
ラコンサートです。 《申込》9/1(木)～9/15(木)帯広百年記念館へ電話

《日時》8/8(月)開場13:15、開演14:00 申込
《会場》帯広市民文化ホール大ホール(西5南11) 《問合》帯広百年記念館(☎24-5352)
《対象》一般 a
《定員》先着1,540人
《費用》6,500円 ◇暮らし◇
《備考》3歳以下入場不可 a
《申込》チケット購入必要 《題名》赤十字救急法基礎講習
《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111) 《内容》手当の基本、人工呼吸・胸骨圧迫の方法、

a AEDの使用法などを学びます。
a 《講師》救急法指導員

《題名》第75回おびひろ平原まつり 《日時》7/5(火)、7/6(水)いずれも18:45～21:30、
《内容》帯広の短い夏を存分に楽しめる十勝最大級 9/3(土)9:15～14:00

の夏まつり。活気あふれる様々なイベント 《会場》帯広市グリーンプラザ(公園東町3)

が開催されます。 《対象》満15歳以上の方
《日時》8/14(日)、8/15(月)の2日間 《定員》先着10名
《会場》帯広市西2条南7丁目～11丁目及び広小路、 《費用》1,500円

夢の北広場 《申込》地域福祉課の窓口、TELにてお申込みくだ
《問合》帯広のまつり推進委員会(☎22-8600) さい。

a 《問合》地域福祉課(☎65-4146)
a

《題名》帯広市民文化ホールセミナー「舞台技術講 a
習会」 《題名》赤十字救急法救急員養成講習

《内容》演劇等の舞台上演に関する舞台装置、照 《内容》急病の手当、止血、三角巾の使い方、け
明、音響に関する講習です。 が・傷の手当、骨折の手当、搬送などを学

《講師》帯広市民文化ホール舞台技術職員 びます。
《日時》8/17(水)16：00～18：00 《講師》救急法指導員
《会場》帯広市民文化ホール大小ホール(西5南11) 《日時》9/10(土)、9/11(日)いずれも9:15～17:30
《対象》高文連十勝支部演劇専門部生徒、一般(中 《会場》帯広市グリーンプラザ(公園東町3)

学生以上) 《対象》救急法基礎講習修了者
《定員》先着50人 《定員》先着10名
《費用》500円 《費用》1,800円
《申込》事前申し込み必要 《申込》地域福祉課の窓口、TELにてお申込みくだ
《問合》帯広市民文化ホール(☎23-8111) さい。

《問合》地域福祉課(☎65-4146)

a
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《題名》げんき活動コース　チャレンジデー 《題名》普通救命講習
《内容》介護予防の活動を始めるきっかけづくりを 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の

応援する取り組みです。活動を体験してみ 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を
たい方など、どなたでも1回から参加でき 習得します。
ます。 《日時》①7/24(日)、②8/28(日)、③9/25(日)いず

《日時》7/8(金)～7/27(水)、8/3(水)～8/30(火)、 れも13:30～16:30
9/1(木)～9/29(木)※事業所により、実施 《会場》柏林台出張所(柏林台西町2)
日時が異なります。 《対象》市内在住または勤務地が市内の人

《会場》市内の福祉センター、コミュニティセン 《申込》①7/17(日)まで、②8/21(日)まで、③
ターなど 9/18(日)まで、各締切日までに申込

《対象》65歳以上の帯広市民 《問合》帯広消防署救急課(☎26-9132)
《定員》会場により異なる a
《備考》詳細は広報おびひろ7～9月号、市のホーム a

ぺージも合わせてご確認ください。 《題名》認知症・家族の集い「茶話会」
《問合》地域福祉課(☎65-4113) 《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方

a が相談や交流できる場として、認知症家族
a の集い「茶話会」があります。現在、認知

《題名》普通救命講習 症の方を介護しているご家族が気軽に参加
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の できる場所で、介護を終えた人も参加可能

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を です。予約は不要です。認知症のことを知
習得します。 りたい方もお気軽にご参加ください。

《日時》①7/9(土)、②8/9(火)、③9/9(金)いずれ 《日時》7/28(木)、8/25(木)、9/22(木)いずれも
も13:30～16:30 13:30～15:00

《会場》消防庁舎(西6南6) 《会場》グリーンプラザ(公園東町3-9-1)
《対象》市内在住または勤務地が市内の人 《費用》参加費100円
《申込》①7/2(土)まで、②8/2(火)まで、③ 《問合》地域福祉課(☎65-4113)

9/2(金)まで、各締切日までに申込
《問合》帯広消防署救急課(☎26-9132)

《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

《題名》実技救命講習 (総合事業)における「てだすけサービス」
《内容》受講する１か月前から前日までに、イン の従事者を養成するための研修を開催しま

ターネット上にある応急手当WEB講習を受 す。

講していただける方を対象に開催する講習 《講師》帯広コア専門学校職員

会です。 《日時》①7/30(土)・7/31(日)、②9/3(土)・
《日時》①7/19(火)、②8/19(金)、③9/19(月)いず 9/4(日)、1日目は10:00～17:00、2日目は

れも18:30～20:30 9:30～16:30※2日間の受講が必須です。
《会場》南出張所(西17南41) 《会場》帯広コア専門学校(西11南41)
《対象》市内在住または勤務地が市内の人 《対象》てだすけサービス事業所への就職希望や予
《申込》①7/12(火)まで、②8/12(金)まで、③ 定のある方

9/12(月)まで、各締切日までに申込 《定員》先着20名
《問合》帯広消防署救急課(☎26-9132) 《費用》食材費など1,000円程度の実費

a 《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

《題名》帯広市消費者講座3回目「いざという時暮 により、生活援助員として働くことができ

らしを守る防災備蓄と収納」 ます。
《内容》ライフラインが止まっても暮らし続けるに 《申込》①7/22(金)、②8/26(金)までに地域福祉課

は、1週間分のストックが必要と言われて (FAX・窓口)へ申込書を提出。市HPからも

います。どんなモノが必要で、どこに収納 申込可能。

すればいいのかを見直してみましょう。 《問合》地域福祉課(☎65-4113)
《講師》徳本　里栄　氏(RemieuxLife代表)
《日時》7/22(金)10:00～11:30
《会場》とかちプラザ(西4南13)
《定員》先着50人
《申込》7/1(金)～7/21(木)までに商業労働課へ申込
《問合》商業労働課(☎65-4132)

a
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《題名》帯広市消費者講座4回目「知っておきたい
成年後見と相続の基礎知識～これからの人
生を安心して過ごすために～」

《内容》私たちの権利や財産を守る身近な制度です
が、いろいろな手続きが必要です。制度を
きちんと活用し、トラブルを防ぐための基
礎知識について学びます。

《講師》鈴木　政昭　氏(合同会社Tuttiほうゆう代
表社員)

《日時》8/26(金)10:00～11:30
《会場》とかちプラザ(西4南13)
《定員》先着50人
《申込》7/25(月)～8/25(木)までに商業労働課へ申込
《問合》商業労働課(☎65-4132)

《題名》認知症サポーター養成講座
《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》9/22(木)13:30～15:00
《会場》帯広市図書館(西2南14) a
《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》9/20(火)までに電話申込
《問合》地域福祉課(☎65-4113)

a
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【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 

 【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 

上下水道部総務課 65-4211/23-0165 

生涯学習文化課 65-4192/23-6142 

観光交流課 34-0122/34-0165 

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) 

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 

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 

よつ葉アリーナ十勝 080-0030 大通北1丁目1番地 22-7828/22-7827 第3月曜日(祝日の場合は翌日) 

放送大学北海道学習センター 060-0817 
札幌市北区北17条西8丁目

（北海道大学構内） 
(電話)011-736-6318  

帯広のまつり推進委員会 080-0012 
西2条南12丁目帯広駅エスタ

東館2階 
22-8600/22-8558  

 
帯広市 HP 文化スポーツ 

振興財団HP 


