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帯広のイベントをお届けします！ Take Free!

気になるイベントを見つけます

＊《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。

問い合わせ先一覧を確認して連絡します

＊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。

趣味・教養 p. 1

レジャー p. 3

子ども・子育て p. 3

健康・スポーツ p. 7

文化・歴史・芸術 p. 10

暮らし p. 11

学ぶっておもしろい！

Pick Up! インタビュー『地域子育てネット すくさぽ』 p.12

問い合わせ先一覧表 p.14
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a 《題名》科学技術週間ポスターの配布

◇　趣味・教養　◇ 《内容》科学技術週間(4/18～4/24)にあわせ、科学
a 技術週間ポスターの無料配布を行います。

《題名》令和4年度前期陶芸講座受講生の募集につ ポスターのテーマは、「ガラス　人類と歩
いて んできた万能材料」です。

《内容》令和4年度前期陶芸講座の受講生を募集し 《日時》4/19(火)～4/24(日)9:00～17:00
ます。 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

《日時》4/12(火)～8/23(火)の原則毎月第2・4火曜日・ 《備考》4/18(月)は休館日のため、4/19(火)より配
水曜日10:00～15:00の全18回 布します。

《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2) 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
《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》北海道の縄文土器を世界に語る
《費用》受講料10,000円(5か月分)、別途材料費等 《内容》海を越えて展開する北海道の縄文土器研究

(6,000円程度) について紹介します。
《備考》持ち物:筆記具、エプロン、ものさし(30㎝)、 《日時》4/23(土)14:00～16:00

古タオル 《会場》帯広百年記念館2号室(緑ヶ丘2)
《申込》3/1(火)～3/18(金)に往復はがきで申込 《定員》先着50名

(18日必着) 《申込》帯広百年記念館へ電話申込
《問合》帯広百年記念館☎24-5352 《問合》帯広百年記念館☎24-5352

a a
a a

《題名》四季の森めぐり～早春～ 《題名》ソーセージ作り体験研修(約250g)
《内容》第2柏林台川周辺の森を歩き、早春の花や 《内容》地場産の肉を使った加工方法を学びます。

生き物を観察します。 《日時》①4/24(日)、②5/22(日)、③6/19(日)、
《日時》4/16(土)9:30～12:00 各日10:00～14:00
《会場》帯広の森アイスアリーナ駐車場集合 《会場》帯広市畜産物加工研修センター
《定員》30名 (八千代町西4線194)
《備考》小学生以下は保護者同伴 《定員》各先着20名
《申込》3/25(金)～開催日の前日までに電話申込 《費用》各1,000円
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《申込》①3/25(金)～4/15(金)、

a ②4/27(水)～5/13(金)、
a ③5/27(金)～6/10(金)、

《題名》チーズ作り体験研修(約1㎏) 各申込期間に帯広市畜産物加工研修センター
《内容》地場産の生乳を使った加工方法を学びま まで電話申込

す。 《問合》帯広市畜産物加工研修センター☎60-2514
《日時》①4/16(土)～4/17(日)、 a

②4/30(土)～5/1(日)、 a

③5/14(土)～5/15(日)、 《題名》「市民文藝」第62号作品募集
④5/28(土)～5/29(日)、 《内容》「市民文藝」第62号に掲載する作品を募集
⑤6/11(土)～6/12(日)、 します。募集部門は、小説、戯曲・シナリ
⑥6/25(土)～6/26(日)、いずれも オ、文芸評論、随筆、ノンフィクション、
1日目は10:00～16:00、2日目は10:00～10:30 童話、詩、短歌、俳句、川柳の全10部門で

《会場》帯広市畜産物加工研修センター す。応募にあたっては、募集要項に記載の
(八千代町西4線194) 注意事項を確認いただき、応募作品には募

《定員》各先着8名 集要項下部の応募票に必要事項を記入し添
《費用》各3,000円 付して下さい。入選作を「市民文藝」に掲
《申込》①3/25(金)～4/8(金)、 載し、特に優秀な作品に対しては市民文芸

②3/25(金)～4/22(金)、 賞等を贈り表彰します。
③3/25(金)～5/6(金)、 《日時》5/1(日)～8/31(水)
④4/27(水)～5/20(金)、 《対象》帯広市及び十勝管内在住者、在住経験のあ
⑤4/27(水)～6/3(金)、 る方
⑥5/27(金)～6/17(金)、 《備考》1作品につき1部原本、3部コピー、計4部を
各申込期間に帯広市畜産物加工研修センター 提出して下さい。(応募原稿は返却しませ
まで電話申込 ん)。また、応募作品の原本に、募集要項

《問合》帯広市畜産物加工研修センター☎60-2514 下部の応募票を必ず添付して下さい。
《申込》8/31(水)までに、帯広市図書館へ郵送また

は来館にて提出
a 《問合》帯広市図書館☎22-4700
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《題名》プラザ・エンジョイスクール『2022年度第 《題名》四季の森めぐり～春～
Ⅰ期講座』受講生募集 《内容》第2柏林台川周辺の森を歩き、春の花を観

《内容》5月～7月に開催する講座の受講生を募集し 察します。
ます。詳しくは、とかちプラザ、総合案内 《日時》5/21(土)9:30～12:00
(市庁舎1階)、コミセンなどに配置のパン 《会場》帯広の森(西20条南6丁目交差点付近の駐車
フレットか、とかちプラザHP等でご確認下 場集合)
さい。ジャンルは｢健康・スポーツ｣、｢音 《定員》30名
楽｣、｢書道・絵画｣、｢語学｣、｢華道・茶 《備考》小学生以下は保護者同伴
道｣、｢趣味・手工芸｣、｢パソコン｣からお 《申込》4/26(火)～開催日の前日までに電話申込
選びいただけます。 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

《日時》開講期間:5月～7月 a
《会場》とかちプラザ(西4南13) a
《対象》高校生以上 《題名》友の会講演会南極とジオパーク
《定員》先着15名～20名程度 《内容》南極での越冬観測経験、鹿追のジオパーク

(講座毎に定員が異なります) 活動とそのつながりについてお話ししま
《費用》3回コース:3,000円、5回コース:5,000円、 す。

10回コース:10,000円 《講師》金森晶作氏(とかち鹿追町ジオパークビジ
《備考》事前申込みにより託児利用が可能です。詳 ターセンター)

しくは、とかちプラザまで。 《日時》5/21(土)14:00～16:00
《申込》4/22(金)までに、とかちプラザ窓口で申込 《会場》帯広百年記念館2号室(緑ヶ丘2)
《問合》とかちプラザ☎22-7890 《定員》先着50名

a 《申込》帯広百年記念館へ電話申込
a 《問合》帯広百年記念館☎24-5352

《題名》ソーセージ作り体験研修(プレーンほか全3 a

種、計約700ｇ) a
《内容》地場産の肉を使った加工方法を学びます。 《題名》要約筆記奉仕員養成講座の受講生募集
《日時》①5/8(日)、②6/5(日)、③7/3(日)、各日 《内容》聞こえの不自由な方のために会話や講演内

10:00～14:00 容などを文字に変えて伝える要約筆記の技
《会場》帯広市畜産物加工研修センター 法を学ぶ講座です。音声情報をサポートす

(八千代町西4線194) るボランティア活動に興味のある方のご参
《定員》先着10名 加をお待ちしています。
《費用》各2,200円 《日時》5/24(火)～7/12(火)の毎週火曜日
《申込》①3/25(金)～4/29(祝・金)、 10:00～15:00の全8回

②4/27(水)～5/27(金)、 《会場》グリーンプラザ(公園東町3)
③5/27(金)～6/24(金)、 《対象》帯広市民及び近隣町村住民
各申込期間に帯広市畜産物加工研修センター 《定員》10名(応募多数の場合は抽選)
まで電話申込 《備考》各回4時間（昼休憩をはさみます）

《問合》帯広市畜産物加工研修センター☎60-2514 《申込》4/19(火)～5/13(金)に障害福祉課まで申込
a 《問合》障害福祉課☎65-4148
a a

《題名》1日飼育係参加者募集 a
《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す 《題名》令和4年度夜間陶芸講座受講生の募集につ

ることで、動物園動物や野生動物との向き いて
合い方、動物園の役割などを考えてみま 《内容》令和4年度夜間陶芸講座の受講生を募集し
しょう。 ます。

《日時》①5/8(日)、②6/25(土)、各日10:00～15:15 《日時》6/7(火)～10/18(火)の原則毎月第1・3火曜日・
《会場》おびひろ動物園(緑ヶ丘2) 水曜日18:30～21:30の全18回
《対象》中学生以上 《会場》帯広百年記念館(緑ヶ丘2)
《定員》抽選で4名 《対象》十勝管内在住の18歳以上の初心者の方
《費用》無料(保護者が入園する場合は、入園料が 《定員》36名(定員を超えた場合、抽選・初受講の

掛かります。) 方優先)
《申込》①4/7(木)～4/21(木)、②5/26(木)～6/9(木)、 《費用》受講料8,000円(5ヶ月分)、別途材料費等

各申し込み期間内に、はがきに以下を記載し (5,000円程度)
郵送、または動物園HPから応募。 《備考》持ち物:筆記具、エプロン、ものさし(30㎝)、
氏名・ふりがな・年齢・郵便番号・住 古タオル
所・電話番号・緊急時連絡先 《申込》5/1(日)～5/20(金)に往復はがきで申込

《問合》おびひろ動物園☎24-2437 (20日必着)
《問合》帯広百年記念館☎24-5352

a
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《題名》森の生き物講座(草花編) ◇ 子ども・子育て ◇
《内容》植物観察のポイントや手順を考えながら、 a

図鑑の引き方を学びます。 《題名》あそびの森のあしあとづくり
《日時》①6/4(土)、②6/11(土)、各日9:30～12:00 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、森
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) で過ごす時間を楽しみながら、親子で参加
《定員》各日10名 できる森づくりを行います。
《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》①4/3(日)、②6/26(日)、各日10:00～15:00
《申込》5/25(水)～開催日の前日までに電話申込 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《定員》各日30名

a 《費用》各日100円
a 《備考》小学生以下は保護者同伴

《題名》四季の森めぐり～初夏～ 《申込》①3/25(金)～4/2(土)、②5/25(水)～6/25(土)、
《内容》「森の回廊＠十勝」とともに森を歩き、初 各申込期間内に電話申込

夏の草花などを観察します。 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
《日時》6/12(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》30名 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《備考》小学生以下は保護者同伴 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将
《申込》5/25(水)～開催日の前日までに電話申込 棋を通じて友達の輪を広げます。
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《講師》日本将棋連盟十勝支部

a 《日時》①4/9(土)、②5/14(土)、③6/11(土)、
a 各日10:00～12:00

《題名》野の花調べ～フラワーソンに参加しよう～ 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《内容》5年ごとに全道一斉で行われる、北海道フ 《対象》小・中学生と保護者

ラワーソン2022に参加して、植物の開花状 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
況を調査します。 a

《日時》6/18(土)9:00～15:00 a
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《題名》親子囲碁入門教室
《定員》15名 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考
《備考》小学生以下は保護者同伴 える遊びの楽しさを体験するとともに、囲
《申込》5/25(水)～開催日の前日までに電話申込 碁を通じて友達の輪を広げます。
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《講師》日本棋院帯広支部役員

a 《日時》①4/10(日)、②5/8(日)、③6/12(日)、
a 各日10:00～12:00

《題名》十勝の化石から広がる地球と生き物の進化 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
の世界 《対象》小・中学生と保護者

《内容》足寄動物化石博物館が収蔵する化石から、 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
地球の移り変わりと脊椎動物の進化につい a

て紹介します。 a
《講師》安藤達郎氏(足寄動物化石博物館館長) 《題名》第64回こどもの読書週間
《日時》6/18(土)14:00～16:00 《内容》第64回こどもの読書週間(4/23(土)～
《会場》帯広百年記念館2号室(緑ケ丘2) 5/12(木))にあわせて、図書館では、様々
《定員》先着50名 なイベントを開催します。詳細は図書館HP
《申込》帯広百年記念館へ電話申込 をご覧下さい。
《問合》帯広百年記念館☎24-5352 《日時》4/23(土)～5/12(木)

a 《会場》帯広市図書館(西2南14)
《問合》帯広市図書館☎22-4700

◇ レジャー ◇ a
a a

《題名》おびひろ動物園夏期開園 《題名》森の寺子屋～木の巻～
《内容》令和4年度のおびひろ動物園の夏期開園が 《内容》間伐や木工などに挑戦します。

始まります。開園初日は9:00より正門広場 《日時》5/14(土)10:00～15:00
にて、動物たちがお出迎えします。 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)

《日時》4/29(金・祝)～11/3(木・祝) 《対象》小学生
9:00～16:30(10月から9:30～16:00) 《定員》15名

《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《申込》4/26(火)～開催日の前日までに電話申込
《費用》入園料:大人420円、65歳以上・高校生210円、 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

中学生以下無料 a
《問合》おびひろ動物園☎24-2437

3



《題名》レッツ！バルシューレ(1回目) 《題名》親子テニス教室
《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し 《内容》硬式テニスの普及振興を目的に、親子のス

く経験することで、状況に合わせて自分自 キンシップを図り、初心者・経験者を問わ
身で判断し、行動する力や気持ちを育てま ず親子で楽しみながら硬式テニスの基本を
す。 習得する教室です。

《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団バル 《講師》帯広テニス協会指導員
シューレC級指導員 《日時》5/22(日)10:00～12:00【予備日5/28(土)】

《日時》5/18(水)～6/22(水)の毎週水曜日 《会場》自由が丘公園庭球場(自由が丘4-5)
15:45～16:35の全6回 《対象》小学生と保護者

《会場》帯広の森スポーツセンター 《定員》抽選で10組
(帯広の森運動公園内) 《費用》500円

《対象》年中・年長・小学1・2年生 《備考》持ち物:タオル、飲料水、運動靴、着替
《定員》抽選で30名 え、ラケット(用意のできない方はご相談
《費用》2,400円 ください。)
《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

装、飲料水、スポーツタオル 法をご確認下さい。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 申込期間は4/22(金)まで

法をご確認下さい。 《問合》帯広の森野球場☎48-8338
申込期間は3/18(金)～4/28(木) a

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 a
a 《題名》ベビースイミング(2回目)
a 《内容》水に慣れると同時に親子のスキンシップ、

《題名》めだかUP 子育てママ同士のコミュニケーションの場
《内容》小学4年生～6年生の高学年を対象にした長 に最適です。

期水泳教室です。 《日時》5/23(月)～6/27(月)の毎週月曜日
《日時》5/20(金)～12/2(金)の毎週金曜日 A11:00～11:50、B12:00～12:50、全6回

18:00～18:50の全26回 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)
《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内) 《対象》6ヶ月～2歳未満(1歳11ヶ月まで)の幼児と
《対象》小学4～6年生 保護者
《定員》抽選で40名 《定員》抽選で各10組
《費用》13,000円 《費用》3,000円
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《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 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認下さい。 法をご確認下さい。
申込期間は4/25(月)まで 申込期間は5/9(月)まで

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
a a

a
《題名》親子で飼育体験参加者募集 《題名》ぷれおやこ水泳教室(2回目)
《内容》飼育員のお仕事を親子で体験してみません 《内容》歩けるようになったお子様対象の水遊びを

か？お掃除・エサやり・観察を通じて、動 通した健康な身体づくりの教室です。
物園で働く飼育員の世界を見てみましょ 《日時》5/23(月)～6/27(月)の毎週月曜日
う。 10:00～10:50の全6回

《日時》①5/21(土)、②6/4(土)、各日10:00～12:00 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《対象》1歳0ヶ月～1歳11ヶ月までの歩ける幼児と
《対象》小学1～3年生と保護者(1組2名まで) 保護者
《定員》抽選で4組 《定員》抽選で10組
《申込》①4/21(木)～5/5(木)、 《費用》3,000円

②5/5(木)～5/19(木)、 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
各申し込み期間内に、はがきに以下を記載し 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
郵送、または動物園HPから応募。 法をご確認下さい。
氏名・ふりがな・学校名・学年・郵便 申込期間は5/9(月)まで
番号・住所・電話番号・保護者氏名・緊急 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
時連絡先

《問合》おびひろ動物園☎24-2437
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《題名》おやこ水泳教室(2回目) 《題名》ソフトテニススクール
《内容》お母さんやお父さんと一緒にプールに入 《内容》小学４年生～中学１年生の初心者を対象と

り、水遊びを通して楽しみながら水慣れし したソフトテニス教室です。帯広ソフトテ
ていきます。 ニス連盟指導員による基礎を中心とした教

《日時》5/25(水)～6/29(水)の毎週水曜日 室です。
10:00～10:50の全6回 《日時》6/1(水)～7/4(月)の毎週月・水曜日

《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内) 18:00～20:00の全10回
《対象》2・3・4歳児と保護者 《会場》帯広の森テニスコート
《定員》抽選で20組 (帯広の森運動公園内)
《費用》3,000円 《対象》小学4年生～中学1年生の初心者
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《定員》抽選で20名
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《費用》5,000円

法をご確認下さい。 《備考》持ち物:運動靴、ラケット、タオル
申込期間は5/9(月)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》帯広の森市民プール☎47-3630 法をご確認下さい。
a 申込期間は5/16(月)まで
a 《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401

《題名》めだか水泳教室(1回目) a
《内容》小学生初心者を対象とした水泳教室です。 a

水慣れから水泳の基礎を習います。 《題名》ままぴらてぃす(1回目)
《日時》5/25(水)～6/17(金)の毎週水・金曜日 《内容》産後の運動不足解消、体のコンディション

17:00～17:50の全8回 を整える教室です。
《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内) 《日時》6/9(木)～7/14(木)の毎週木曜日
《対象》小学生初心者 10:00～10:50の全6回
《定員》抽選で60名 《会場》帯広の森市民プール研修室
《費用》4,000円 (帯広の森運動公園内)
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル 《対象》3か月(首がすわっている)～歩き出す前の
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 乳幼児と保護者

法をご確認下さい。 《定員》抽選で10組
申込期間は5/9(月)まで 《費用》3,000円

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《備考》持ち物:飲料水
a 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認下さい。
《題名》小学生の1日飼育係参加者募集 申込期間は5/30(月)まで
《内容》動物のお部屋の掃除や観察など、飼育員に 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630

はエサやり以外の仕事もたくさんありま a

す。先輩飼育員の引率のもと、2人1組のグ a

ループで飼育体験をしてみましょう。 《題名》年少児水泳教室(1回目)
《日時》5/29(日)10:00～14:30 《内容》年少の幼児を対象にした、水遊びから水泳
《会場》おびひろ動物園(緑ヶ丘2) の基礎を習う教室です。
《対象》小学4～6年生 《日時》6/11(土)～7/16(土)の毎週土曜日
《定員》抽選で8名 A15:00～15:50、B16:00～16:50の全6回
《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)

園料が掛かります。) 《対象》幼稚園・保育所の年少の幼児
《申込》4/28(木)～5/12(木)に、はがきに以下を記 《定員》抽選で各30名

載し郵送、または動物園HPからご応募下さい。 《費用》3,000円
氏名・ふりがな・学校名・学年・郵便 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
番号・住所・電話番号・保護者氏名・緊急 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
時連絡先 法をご確認下さい。

《問合》おびひろ動物園☎24-2437 申込期間は5/30(月)まで
《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
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《題名》幼児水泳教室(2回目) 《題名》動物画写生コンクール
《内容》年中・年長児の幼児を対象にした、水遊び 《内容》児童・生徒を対象とした動物画コンクール

から水泳の基礎を習う教室です。 です。好きな動物を観察しながら写生して
《日時》6/13(月)～7/18(月)の毎週月曜日 みませんか？優秀作品は全道大会へ出品さ

A15:00～15:50、B16:00～16:50、 れます。
C17:00～17:50の全6回 《日時》6/18(土)9:00～13:00※時間までに出来上

《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内) がった絵を正門前受付に提出して下さい。
《対象》幼稚園・保育所の年中・年長の幼児 《会場》おびひろ動物園(緑ヶ丘2)
《定員》抽選で各40名 《対象》中学生以下
《費用》3,000円 《備考》持ち物画板・絵の具・クレヨンなどの画材
《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル ※画用紙はこちらでご用意しています。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《問合》十勝毎日新聞社☎22-7555

法をご確認下さい。 a

申込期間は5/30(月)まで a
《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《題名》めだか水泳教室(2回目)

a 《内容》小学生初心者を対象とした水泳教室です。
a 水慣れから水泳の基礎を習います。

《題名》みんなで楽しくリトミック教室(1・2歳) 《日時》6/22(水)～7/15(金)の毎週水・金曜日
《内容》音楽と身体を使った”子供の運動能力開 A16:00～16:50、B17:00～17:50、全8回

発”です。子供達に音という一番わかりや 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)
すく身近なものに触れることで、音感教 《対象》小学生初心者
育・生活習慣・情燥教育など、音楽を使っ 《定員》抽選で各60名
て身体的・感覚的・知的に優れた子供達の 《費用》4,000円
育成を図ります。 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル

《講師》松井友美氏 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
(リトミック研究センター認定講師) 法をご確認下さい。

《日時》6/14(火)10:30～11:15 申込期間は5/30(月)まで
《会場》帯広市市民文化活動交流センター 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630

(藤丸百貨店内8階) a
《対象》1・2歳・保護者
《定員》抽選で30組 《題名》「親子陶芸教室」の開催について
《費用》500円 《内容》親子で陶芸を楽しんでもらうことを目的と
《備考》持ち物:動きやすい服装・飲料水 して、令和4年度親子陶芸教室を開催しま
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 す。

法をご確認下さい。 《日時》6/25(土)、7/2(土)、7/3(日)、いずれも
申込期間は4/20(水)～5/31(火) 10:00～12:00

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《会場》帯広百年記念館1号室(緑ケ丘2)
a 《対象》4歳～中学生と保護者

《定員》各日親子で36名
《題名》年少児・年中児(おやこ)運動教室 《費用》1組2名1,200円、1組3名1,500円
《内容》親子でコミュニケーションをとり、色々な 《備考》持ち物:古タオル、エプロンまたは汚れて

動きをすることで基礎体力・持久力・柔軟 もよい服装
性バランス能力向上・精神安定をはかりま 《申込》6/1(水)～6/8(水)に帯広百年記念館まで
す。 電話申込

《講師》田口あきほ氏(健康運動指導士) 《問合》帯広百年記念館☎24-5352
《日時》6/16(木)～8/4(木)の毎週木曜日

15:30～16:30の全8回
《会場》帯広の森スポーツセンター

(帯広の森運動公園内)
《対象》年少・年中・保護者
《定員》抽選で20組
《費用》4,000円
《備考》持ち物:体育館シューズ、動きやすい服

装、飲料水、スポーツタオル
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認下さい。
申込期間は4/20(水)～5/31(火)まで

《問合》帯広の森体育館☎48-8912
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《題名》低学年硬式テニス体験教室 ◇ 健康・スポーツ ◇
《内容》硬式テニスの基本を学ぶとともに、テニス a

の楽しさを体験する教室です。 《題名》肩こり・腰痛・改善ヨガ(1期)
《講師》帯広テニス協会指導員 《内容》ヨガの呼吸法や動きを行い、骨格を中心と
《日時》6/26(日)10:00～12:00【予備日7/2(土)】 した身体の深層部を刺激し姿勢改善・身体
《会場》帯広市南町テニスコート(南町南9線33) のバランス能力アップ・腰痛・肩こり解
《対象》小学1～3年生 消・新陳代謝促進などによる美容と健康つ
《定員》抽選で15名 くりのための教室です。
《費用》100円 《講師》小野律子氏(ヘルスアップヨガカンパニー)
《備考》持ち物:タオル、飲料水、運動靴、着替 《日時》5/16(月)～6/20(月)の毎週月曜日

え、ラケット(用意のできない方はご相談 10:30～11:30の全6回
ください。) 《会場》帯広の森アイスアリーナ

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 (帯広の森運動公園内)
法をご確認下さい。 《対象》16歳以上の方
申込期間は4/22(金)～5/27(金) 《定員》抽選で20名

《問合》帯広の森野球場☎48-8338 《費用》3,000円
a 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･スポーツ
a タオル・水分補給用飲料水・ヨガマット

《題名》高学年硬式テニス体験教室 (1回50円でレンタル可)
《内容》硬式テニスの基本を学ぶとともに、テニス 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

の楽しさを体験する教室です。 法をご確認下さい。
《講師》帯広テニス協会指導員 申込期間は3/18(金)～4/27(水)
《日時》7/10(日)10:00～12:00【予備日7/16(土)】 《問合》帯広の森体育館☎48-8912
《会場》帯広市南町テニスコート(南町南9線33)
《対象》小学4～6年生 a
《定員》抽選で10名 《題名》エンジョイ♪エクササイズ!!
《費用》100円 《内容》音楽に合わせてエアロビクス・リズム
《備考》持ち物:タオル、飲料水、運動靴、着替 ウォーク、ピラティス等を取り入れた有酸

え、ラケット(用意のできない方はご相談 素運動。目的別筋トレを行う体力向上等、
ください。) 運動不足の解消を図る教室です。

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 《講師》高嶋丈子氏(AFAA認定パーソナルフィット
法をご確認下さい。 ネストレーナー)
申込期間は5/20(金)～6/24(金) 《日時》①1回目5/2(月)～6/20(月)、

《問合》帯広の森野球場☎48-8338 ②2回目7/4(月)～9/5(月)、各回毎週月曜日
12:15～13:00の全8回

《会場》帯広の森スポーツセンター
《題名》小学生硬式テニス教室 (帯広の森運動公園内)
《内容》小学生を対象に、硬式テニスの基本を学ぶ 《対象》16歳以上の方

とともに、テニスを通してスポーツの面白 《定員》抽選で35名
さを習得してもらう教室です。 《費用》4,000円

《講師》帯広テニス協会指導員 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･スポーツ
《日時》7/26(火)～8/30(火)の毎週火曜日 タオル・水分補給用飲料水

16:30～18:00の全5回【予備日毎週金曜日】 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
※8/23(火)はお休み 法をご確認下さい。

《会場》帯広市南町テニスコート(南町南9線33) 申込期間は①3/18(金)～4/19(火)、
《対象》小学生 ②5/20(金)～6/21(火)
《定員》抽選で15名 《問合》帯広の森体育館☎48-8912
《費用》2,500円
《備考》持ち物:タオル、飲料水、運動靴、着替

え、ラケット(用意のできない方はご相談
ください。)

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
法をご確認下さい。
申込期間は5/20(金)～6/30(木)

《問合》帯広の森野球場☎48-8338

a
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《題名》背骨コンディショニング 《題名》姿勢がきれいになる教室(1回目)
《内容》背骨の歪みを整え、全身の不調を改善する 《内容》きれいな姿勢を保つための筋力をつけるト

教室です。 レーニングとストレッチを行う運動教室で
《講師》高嶋丈子氏(AFAA認定パーソナルフィット す。

ネストレーナー) 《日時》5/26(木)～7/14(木)の毎週木曜日
《日時》①1回目5/2(月)～6/20(月)、 13:00～13:50の全8回

②2回目7/4(月)～9/5(月)、各回毎週月曜日 《会場》帯広の森市民プール研修室
13:15～14:00の全8回 (帯広の森運動公園内)

《会場》帯広の森スポーツセンター 《対象》16歳以上の方
(帯広の森運動公園内) 《定員》抽選で20名

《対象》16歳以上の方 《費用》4,000円
《定員》抽選で35名 《備考》持ち物:動きやすい服装・運動靴・飲料水
《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 法をご確認下さい。

タオル・水分補給用飲料水・エクササイズ 申込期間は5/9(月)まで
マット(1回50円でレンタル可)・バスタオ 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
ル(マットに敷いて使用します)

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
法をご確認下さい。 《題名》楽しく水中運動教室
申込期間は①4/19(火)まで、 《内容》浮き棒やアクアミットなどの道具を取り入
②5/20(金)～6/21(火) れながら楽しく水中運動の効果を引き出し

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 ます。
《日時》5/26(木)～7/14(木)の毎週木曜日

a 20:00～20:50の全8回
《題名》ボディメイクエクササイズ(1期) 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)
《内容》ダイナミックストレッチ、ピラティス、ヨ 《対象》16歳以上の方

ガ、バレエの要素を取り入れた優雅な動き 《定員》抽選で20名
で体の連動性を高めるダンス系エクササイ 《費用》4,000円
ズです。 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル

《講師》谷田真弓氏 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方
(FTP認定バレトンインストラクター) 法をご確認下さい。

《日時》5/12(木)～6/30(木)の毎週木曜日 申込期間は5/9(月)まで
10:00～11:00の全8回 《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研修室 a

(帯広の森運動公園内) a
《対象》16歳以上の方 《題名》やさしい太極拳
《定員》抽選で20名 《内容》年代、性別に関係なく基礎代謝を高め、健
《費用》4,000円 康増進、腰痛、肩こり、便秘、冷え性など
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料 に効果があるほか、ストレス解消にも役立

水、スポーツタオル・エクササイズマット ち心もカラダもリフレッシュします。
(1回50円でレンタル可) 《講師》新津有輝子氏

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 (日本武術太極拳連盟公認Ｂ級指導員)
法をご確認下さい。 《日時》6/6(月)～7/11(月)の毎週月曜日
申込期間は3/18(金)～4/26(火) 14:15～15:15の全6回

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 《会場》帯広の森スポーツセンター
(帯広の森運動公園内)

《対象》16歳以上の方
《定員》抽選で20名
《費用》3,000円
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料

水、スポーツタオル
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

法をご確認下さい。
申込期間は4/20(水)～5/30(月)

《問合》帯広の森体育館☎48-8912
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《題名》硬式テニスナイター教室 《題名》初めてスイミング
《内容》16歳以上の方を対象とした硬式テニス教室 《内容》初心者を対象にした水泳教室です。回数が

です。帯広テニス協会指導員による基本を 16回と長期なのでじっくり取り組めます。
習得する教室です。 《日時》6/17(金)～10/7(金)の毎週金曜日

《日時》6/7(火)～8/9(火)の毎週火曜日 19:00～19:50の全16回
19:00～21:00の全10回 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)

《会場》帯広の森テニスコート 《対象》16歳以上
(帯広の森運動公園内) 《定員》抽選で20名

《対象》16歳以上初心者～中級者 《費用》8,000円
《定員》抽選で40名 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
《費用》5,000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、ラケット、タオル 法をご確認下さい。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 申込期間は5/30(月)まで

法をご確認下さい。 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
申込期間は5/16(月)まで a

《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401 a
a 《題名》朝水中エアロビクス(1回目)
a 《内容》音楽に合わせてエアロビクスを行う水中運

《題名》ピラティス(2回目) 動の教室です。
《内容》呼吸を意識した動きの中で全身の筋強化、 《日時》6/23(木)～7/21(木)の毎週木曜日

柔軟性、バランス能力を高めることが目的 10:00～10:50の全5回
です。 《会場》帯広の森市民プール(帯広の森運動公園内)

《日時》6/8(水)～7/27(水)の毎週水曜日 《対象》16歳以上の方
10:00～10:50の全8回 《定員》先着で各日20名

《会場》帯広の森市民プール研修室 《費用》各回500円
(帯広の森運動公園内) 《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》抽選で20名 法をご確認下さい。
《費用》4,000円 申込期間は各開催日前日まで
《備考》持ち物:ヨガマット・タオル・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 a

法をご確認下さい。 a

申込期間は5/16(月)まで 《題名》からだ回復ピラティス(1期)
《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《内容》ストレス軽減や筋肉の緊張をほぐし副交感

a 神経にリラックス効果を生み出し、さら
a に、筋肉のバランスを整え、姿勢を正し、

《題名》50歳からの体操教室 骨盤のゆがみの改善を図る教室です。
《内容》姿勢筋を鍛えることで足腰の筋力の衰えか 《講師》谷田真弓氏

らくる「ロコモ」を予防。高齢者や運動経 (FTP認定バレトンインストラクター)
験の少ない方が参加しやすいエクササイズ 《日時》7/7(木)～8/25(木)の毎週木曜日
の教室です。 10:00～11:00の全8回

《講師》田口あきほ氏(健康運動指導士) 《会場》明治北海道十勝オーバル研修室
《日時》6/16(木)～8/4(木)の毎週木曜日 (帯広の森運動公園内)

11:15～12:15の全8回 《対象》16歳以上の方
《会場》帯広の森アイスアリーナ 《定員》抽選で20名

(帯広の森運動公園内) 《費用》4,000円
《対象》50歳以上の方 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装・スポー
《定員》抽選で20名 ツタオル・飲料水・ヨガマット
《費用》4,000円 (1回50円でレンタル可)
《備考》持ち物:運動靴、動きやすい服装、飲料 《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方

水、スポーツタオル 法をご確認下さい。
《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPから申込方 申込期間は5/20(金)～6/27(月)

法をご確認下さい。 《問合》帯広の森体育館☎48-8912
申込期間は4/20(水)～6/6(月)

《問合》帯広の森体育館☎48-8912
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◇ 文化・歴史・芸術 ◇ 《題名》第10回中城ふみ子賞
a 《内容》帯広を代表する早逝の歌人、中城ふみ子の

《題名》大ホールでスタインウェイを弾いてみよ 業績をたたえ、没後50年にあたる平成16年
う！ から隔年で実施してきました。

《内容》ピアノを習っている子どもたちに世界最高 中城ふみ子の生誕100年、没後70年を迎える
峰のピアノ、スタインウェイを大ホール舞 令和4年は、帯広市開拓140年、市制施行
台上で体験してもらうために実施します。 90年の年でもあります。

《日時》4/17(日)10:00～19:50、5月以降の開催日 自らの「生きる姿勢」をテーマに、意欲的で
はHPにて公表。令和5年3月まで月1回開催 力強い短歌50首を一作品として募集します。
予定。 選者は永田和宏氏、池田はるみ氏、

《会場》帯広市民文化ホール大ホール(西5南11) 時田則雄氏。
《対象》帯広・十勝のピアノを習っている小中高生 入賞者には賞状と副賞が贈呈されるほか、
《定員》10組限定・申込多数の場合は区分ごと抽選 雑誌『短歌研究』令和4年11月号に掲載
《費用》500円(50分、3名まで利用可能) されます。
《備考》・ピアノ用補助ペダルは各自持参。・同時 《日時》応募期間は5/1(日)～5/31(火)当日消印有効

入場は3名まで。・長崎屋駐車場 《費用》2,000円(口座振込)
(3階、5階、屋上)利用可能。 《備考》詳しくは図書館HPをご確認下さい。

《申込》帯広市文化スポーツ振興財団HPの申し込み 《申込》応募期間内に原稿と応募用紙の提出と出詠
フォームまたは電話、窓口で申込 料を入金して下さい。

《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111 《問合》帯広市図書館☎22-4700
a
a

《題名》第112回虹コン
《内容》十勝在住のクラリネット奏者が集まり結成

されたグループ「カメラータクラリネット
アンサンブル」による演奏。
ゲストにフルート奏者の赤部里見さんを迎え、
「フルート四重奏曲(モーツアルト)」など
クラシックを中心に演奏します。

《日時》4/22(金)19:00～20:30
《会場》とかちプラザ2階レインボーホール
《定員》先着350名(全席自由)
《問合》とかちプラザ☎22-7890

a
a

《題名》過ぎ去りし街角荘田喜與志がみた帯広・十
勝ふたたび

《内容》帯広・十勝の時代の移り変わりを記録した
荘田喜與志氏の写真を展示します。

《日時》4/22(金)～5/8(日)9:00～17:00
《会場》帯広百年記念館特別展示室(緑ヶ丘２)
《問合》帯広百年記念館☎24-5352

a

《題名》第41回おびひろ市民芸術祭
《内容》帯広市内で活動している個人・団体が日頃

の練習や創作の成果を発表し、多くの皆さ
んに気軽に鑑賞していただくものです。ス
テージ公演、展示を実施予定です。

《日時》4/28(木)～5/17(火)・内容によって異なり
ます。

《会場》帯広市民文化ホール(西5南11)、帯広市民
ギャラリー(帯広駅地下1階)、とかちプラ
ザ(西4南13)

《問合》おびひろ市民芸術祭実行委員会(帯広市民
文化ホール内)☎23-8111
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◇ 暮らし ◇ 《題名》帯広市図書館休館(特別整理期間)に伴う貸
a 出拡大企画

《題名》普通救命講習【消防庁舎】 《内容》貸出数と貸出期間を拡大します。
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の 貸出日が5/6(金)～5/19(木)の期間限定で、

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を 本が通常は10冊までのところ15冊まで、
習得します。 CD･DVDは3点までのところ5点まで、

《日時》①4/9(土)、②5/9(月)、③6/9(木)、各日 また貸出期間が2週間までのところを
13:30～16:30 3週間まで拡大･延長します。

《会場》消防庁舎(西6南6) 《日時》5/6(金)～5/19(木)
《対象》市内在住または勤務地が市内の人 《会場》帯広市図書館
《申込》①4/2(土)まで、②5/2(月)まで、 《問合》帯広市図書館☎22-4700

③6/2(木)まで、各締切日までに申込 a
《問合》帯広消防署救急課☎26-9132 a

a 《題名》令和4年度帯広市消費者講座(1回目)「何を
a 食べたらいいのかな？～健康寿命を延ばす

《題名》実技救命講習【南出張所】 食生活～」
《内容》受講する1か月前から前日までに、イン 《内容》健康に過ごす基本は毎日の食事にありま

ターネット上にある応急手当WEB講習を受 す。今回の講座では、おいしく楽しく食べ
講していただける方を対象に開催する講習 ることはもちろん、生活様式にあった食事
会です。 の仕方について学びます。健康寿命を延ば

《日時》①4/19(火)、②5/19(木)、③6/19(日)、 すための食生活を見直してみましょう。 
各日18:30～20:30 《講師》北村和子氏(管理栄養士)

《会場》南出張所(西17南41) 《日時》5/27(金)10:00～11:30
《対象》市内在住または勤務地が市内の方 《会場》とかちプラザ2階視聴覚室(西4南13)
《申込》①4/12(火)まで、②5/12(木)まで、 《定員》先着50名

③6/12(日)まで、各締切日までに申込 《申込》商業労働課まで電話申込
《問合》帯広消防署救急課☎26-9132 《問合》商業労働課労働消費係☎65-4132

a a
a a

《題名》普通救命講習【柏林台出張所】 《題名》令和4年度帯広市消費者講座(2回目)「被害
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の が多発！！あなたも狙われているかも？～

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を こんな手口には気をつけよう～」
習得します。 《内容》インターネットの普及とコロナウイルス感

《日時》①4/24(日)、②5/22(日)、③6/26(日)、 染症による生活様式の変化などに伴い、消
各日13:30～16:30 費生活も大きく変化してきています。今回

《会場》柏林台出張所(柏林台西町2) の講座では、多発している消費者トラブル
《対象》市内在住または勤務地が市内の方 や悪質商法に巻き込まれないようにするに
《申込》①4/17(日)まで、②5/15(日)まで、 はどうしたらよいか、最近の事例をもとに

③6/19(日)まで、各締切日までに申込 学びます。
《問合》帯広消防署救急課☎26-9132 《講師》帯広市消費生活アドバイスセンター消費生

a 活相談員
a 《日時》6/24(金)10:00～11:30

《題名》認知症・家族の集い「茶話会」 《会場》とかちプラザ2階視聴覚室(西4南13)
《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方 《定員》先着50名

が相談や交流できる場『認知症・家族の集 《申込》商業労働課まで電話申込
い茶話会』があります。現在、認知症の方 《問合》商業労働課労働消費係☎65-4132
を介護しているご家族が気軽に参加できる
場所で、介護を終えた人も参加可能です。

《日時》①4/28(木)、②5/26(木)、③6/23(木)、
各日13:30～15:00

《会場》グリーンプラザ(公園東町3)
《費用》100円
《問合》地域福祉課☎65-4113
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って学ぶ
今回は、
地域子育てネット すくさぽ 代表

大澤 浩介 さん
を Pick Up！

地域の方々や高校生達とともに、小中学生に向け

て学習の機会を提供している団体です。勉強を教

えるだけでなく、地域の方の力を借りながら、教

育・子育てイベントなどの楽しいコミュニティ作

りをしています。代表の大澤 浩介さんにお話を

伺いました。

地域子育てネット すくさぽ とは

私は元々は塾講師をしていたのですが、そのう

ち様々な事情によって塾に通えない子達の学習の

場について考えるようになりました。「経済的に

苦しく塾に通えない」、「学校になじめない」、

「発達に特性がある」…など、様々な事情によっ

て、「学ぶ機会」をあきらめている子どもは少な

くありません。たとえ様々な事情を抱えていたと

しても、それによって学びを諦めるのではなく、

自分が望めば学べる環境があることを伝えていき

たいと思い、団体を立ち上げました。

どんな子にも、学べる環境が
あることを知ってほしい

●開催日：毎週１回（水または金隔週）

●時間：PM4：30～PM6：00

●場所：市民活動プラザ六中３F（東11条南9）

●内容：国語・算数（数学）・英語の

プリント学習、学校の宿題、持参教材等

子ども達を中心に楽しいイベントを企画・実施

しています。

昨年は花壇に作物を植えて、秋口に収穫祭を行

いました。収穫した作物に加え、近隣の農家さん

からお野菜を頂いてカレーを作り販売する企画で

は、1食350円で105食も販売することができまし

た。農家さんから頂いた規格外のじゃがいもは、

なんと60㎏！野菜の詰め放題も同時に行いました。

この企画でお会計を担当した子はまだ小学1年生

でした。お金の受け渡しはこの年齢の子供にとっ

て大チャレンジでしたが、しっかりとやり遂げる

ことができました。

活動紹介①学習支援

高校生が主となって、帯広市内の小４～中3に

無料で勉強を教えています。会場に来ることがで

きない子にはオンライン学習も提供しています。

毎回子ども約30名に対し、高校生約4名、大人ボ

ランティア約6名で活動しています。

活動紹介②
地域イベント企画・開催

収穫したニンジン、
でっかい！
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高校生たちが企業へ訪問し、経営者おすすめの

本と、それにまつわるお話を聞く企画です。経営

者の社会貢献に対する考え方や人生哲学など、貴

重なお話を聞くことができます。団体の活動部屋

には実際に紹介された本がメッセージとともに飾

られており、自由に読むことができます。

そもそもこの企画は、普段教える側の高校生も、

事情を抱えた子どもと紙一重であり、伝えるべき

ことがあると気づいたことから始まりました。

ある日、順調に高校から大学へと進学していっ

た塾講師時代の教え子から「就職活動に失敗し

た」と連絡がきました。辛い胸の内を聞きショッ

クを感じたのですが、大学で4年間過ごし、卒業し

たタイミングで就職できなかったことに対し、

「自分だけ就活に失敗した…」と、周りと違う自

分を責めていることについて、それは違うと思い

ました。また、不登校の子が「自分だけ学校に行

けていない…」と感じる疎外感も、就活に失敗し

た教え子が感じた疎外感も、結局のところ「自分

は普通ではない」と感じたタイミングの違いだけ

であり、今後誰もが直面する可能性があると気づ

いたのです。

他の人と違う道を歩んだとしても、それは自分

らしい道なのではないかと思っていて、そういう

部分を高校生達にも伝えたいと常々思っています。

その視点でいうと経営者は「普通でなくても良

い」と伝えるのに一番説得力がある人物ではない

でしょうか。最初は周りに誰もいないけれども、

もう少し先に行くと誰かがついてきているという

こともあると思います。

支援する側＝高校生、支援される側＝小学生と

明確にするのではなく、全員にこの思いを伝える

ために企画を行っています。

不登校、発達障害などそれぞれでグループを

作った居場所ではなく、隔たりの無い、誰もが集

うことのできる場所を作りたいと思っています。

学ぶ前の段階の、安心できる居場所になればと思

います。

また、高校生たちにイベントを企画・実行して

もらいたいと思います。例えば、「社会に役に立

つことで1万円儲ける企画」など何でもいいので

す。（自分が言ってしまうと高校生たちにやらせ

る形になるのであくまでも高校生たちに企画を考

えてもらいます！）高校生たちは、座学の機会は

たくさんあるけれども、実践の場が少ないと思う

ので、社会に出る前に挑戦する機会を作りたいと

思っています。

活動紹介③
課題解決にチャレンジする会
～社長の本だな企画～

どんな子も安心して集える場所と、
失敗してもOK！なチャレンジの場
所づくりに力を入れたい

チャレンジする楽しさ、幅広い世
代交流で生まれる絆、ぜひ一度体
感してほしい

普段の活動は約40名、小学4年生～65歳という

幅広い世代で活動する中で、まるで親子のような

絆が生まれます。子どもの成長を感じたときはも

ちろん、高校生が教育大に推薦合格した時も、大

人ボランティアが我が子のように喜んでいまし

た！サポートする側にとっても心地の良い居場所

になっているところも魅力です。

高校生、大人のボランティアさんを大募集して

います。勉強を教えてみたい、将来子どもと関わ

る仕事をしたいと考えている方、ボランティア活

動に興味があるという方、ぜひ一緒に活動してみ

ませんか。お時間に余裕があるときのみの参加で

も大丈夫ですので、是非お気軽にご参加くださ

い！

▼ 地域子育てネット すくさぽ 連絡先 ▼

TEL：090-1648-9048 （担当：大澤）
Mail：sukusapo2020@gmail.com HP：https://sukusapo.site/sample-page/
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部署・施設名 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

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 なし

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 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 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194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)

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

帯広の森野球場 48-8338/47-1658 開場期間中なし

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

帯広の森
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

十勝毎日新聞社
〒080-0801
東１条南８丁目２番地

22-7555/22-1077 土日・祝日

【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

帯広市HP

図書館HP

文化スポーツ

振興財団HP

とかちプラザ

エンジョイスクール
HP

【問い合わせ先一覧表（順不同）】


