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2022年 秋号 

9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》働き盛りのバランスご飯教室
a 《内容》働き盛り世代を対象に、旬の地場産食材を

《題名》チーズ作り体験研修(約1㎏) ふんだんに活用し、減塩で栄養バランスの
《内容》地場産の生乳を使った加工方法を学びます。 整ったご飯を作る料理教室です。
《日時》①10/1(土)～10/2(日)、②10/15(土)～ 《日時》①10/1(土)、②11/5(土)いずれも10:00～

10/16(日)、③10/29(土)～10/30(日)、 13:00
④11/12(土)～11/13(日)、⑤11/26(土)～ 《会場》保健福祉センター(東8南13)
11/27(日)、⑥12/10(土)～12/11(日)、 《対象》20歳～49歳の市民
⑦12/24(土)～12/25(日)、いずれも1日目は 《定員》先着12名
10:00～13:00、2日目は10:00～10:30 《申込》各申込期間内に健康推進課へ電話申込

《会場》帯広市畜産物加工研修センター(八千代町 ①9/1(木)～9/22(木)、②10/3(月)～
西4線194) 10/21(金) 

《定員》各先着8名 《問合》健康推進課(☎25・9721)
《費用》各3,000円/人 a
《備考》休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日) a
《申込》①8/26(金)～9/23(金・祝)、②9/27(火)～ 《題名》令和4年度後期陶芸講座

10/7(金)、③9/27(火)～10/21(金)、 《内容》令和4年度後期陶芸講座の受講生を募集し
④9/27(火)～11/4(金)、⑤10/27(木)～ ます。
11/18(金)、⑥10/27(木)～12/2(金)、 《日時》10/4(火)～2/28(火)10:00～15:00(原則毎
⑦11/25(金)～12/16(金)、各申込期間に 月第1･3火・水曜日の全18回)
帯広市畜産物加工研修センターまで電話申込 《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)

《問合》帯広市畜産物加工研修センター(☎60・2514) 《定員》36名(定員を超えた場合、抽選・初受講の
a 方優先)
a 《費用》受講料10,000円、別途材料費等6,000円程度

《題名》野草園　秋の散策会 《申込》9/1(木)～9/16(金)
《内容》野草園にある植物を野草園運営委員と一緒 《問合》帯広百年記念館(☎24・5352)

に観察します。 園内に自生する秋の花の a

ほかにも、植物の種や実などを散策しなが a

ら探しましょう。 《題名》プラザ・エンジョイスクール『2022年度第
《日時》10/1(土)10:00～12:00 Ⅲ期講座』受講生募集
《会場》帯広市野草園(管理棟前集合)(緑ケ丘2) 《内容》11月～1月に開催する講座の受講生を募集
《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) します。詳しくは、とかちプラザ、総合案

a 内(市庁舎1階)、コミセンなどに配置のパ
a ンフレットか、とかちプラザＨＰ等でご確

《題名》楽しくデッサン教室 認ください。ジャンルは｢健康・スポー
《内容》楽しみながら絵画を学ぶ「楽しくデッサン ツ｣、｢音楽｣、｢書道・絵画｣、｢語学｣、｢華

教室」を開催します。 道・茶道｣、｢趣味・手工芸｣、「料理」、｢
《日時》10/1(土)～10/22(土)13:30～15:30(土曜日 パソコン｣からお選びいただけます。

の全4回) 《日時》開講期間:11月～1月
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《会場》とかちプラザ(西4条南13)、
《定員》先着24名 東コミセン(東7条南9)
《費用》500円 《対象》高校生以上
《申込》9/1(木)～9/22(木) 《定員》先着15名～20名程度(講座毎に定員が異な
《問合》帯広百年記念館(☎24・5352) ります)

a 《費用》3回コース:3,000円、5回コース:5,000円、
10回コース:10,000円

a 《備考》事前申込みにより託児利用が可能です。詳
しくは、とかちプラザまで。

《申込》10/20(木)までに、とかちプラザ窓口で申込
《問合》とかちプラザ(☎22・7890)
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《題名》１日飼育係⑤ 《題名》男女共同参画セミナー「ジェンダーを考え
《内容》飼育員引率のもと、飼育体験を行います。 る～日常の無意識バイアスから世界の動き

普段とは違う視点から動物園を見て体験す まで～」
ることで、動物との向き合い方や、動物園 《内容》日常生活の中でのちょっとした発言からで
の役割などを考えます。 も生まれる「ジェンダー」について、海外

《日時》10/8(土)10:00～15:15 と日本の違いや、家庭での取り組みなど、
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 一人ひとりが重要性を認識し、対応してい
《定員》抽選4名 くことの大切さについてお話していただき
《申込》9/8(木)～9/22(木) ます。
《問合》おびひろ動物園(☎24・2437) 《講師》治部　れんげ　氏(東京工業大学リベラル

a アーツ研究教育院准教授)
a 《日時》10/10(月・祝)9:30～11:00

《題名》ソーセージ作り体験研修(約250g) 《会場》とかちプラザ　レインボーホール(西4条南13)
《内容》地場産の肉を使った加工方法を学びます。 《対象》十勝管内の住民
《日時》①10/9(日)、②11/6(日)、③12/4(日)いず 《定員》先着175名

れも10:00～14:00 《備考》託児希望は9/22(木)まで
《会場》帯広市畜産物加工研修センター(八千代町 《申込》10/7(金)まで

西4線194) 《問合》市民活動課(☎65・4134)
《定員》各先着20名 a
《費用》各1,000円/人 a
《備考》休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日) 《題名》おびZoo寺子屋ミニチュアホース編
《申込》①8/26(金)～9/30(金)、②9/27(火)～ 《内容》ミニチュアホースの生態について、飼育員

10/28(金)、③10/27(木)～11/25(金)、各 のガイドを聞きながら、実際に見たり触っ
申込期間に帯広市畜産物加工研修センター たり、においをかいだりなどの体験をしな
まで電話申込 がら学びます。

《問合》帯広市畜産物加工研修センター(☎60・2514) 《日時》10/15(土)13:30～14:30
a 《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2)
a 《定員》抽選20名

《題名》森の音楽会 《申込》9/15(木)～9/29(木)
《内容》秋の森で行う、市内小・中学生、高校生、 《問合》おびひろ動物園(☎24・2437)

社会人バンドによる吹奏楽の野外演奏会です。 a
《日時》10/9(日)10:00～12:00 a
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《題名》アイヌ生活文化展
《備考》雨天時は10/10(月)に延期 《内容》伝統的な儀式や舞踊の披露、工芸品などの
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200) 展示、刺繍教室、伝統料理の試食など、ア

a イヌの文化について理解を深めるイベント
a です。

《題名》「とかちジュニア文芸」第13号作品募集 《日時》10/16(日)
《内容》小説・戯曲・童話・詩・短歌・俳句の作品 《会場》生活館(柏林台東町2)

を募集します。入選作品は「とかちジュニ 《問合》地域福祉課(☎65・4146)

ア文芸」第13号に掲載し、表彰します。ま a

た、「読書」というテーマで表紙絵の募集 a

も行います。 《題名》星の観察会「太陽系最大のガス惑星　木星
《対象》帯広市及び十勝の町村に住んでいる、小学 登場！」

生・中学生・高校生・勤労者など18歳以下 《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。時季
の方 の夜空を見上げてみましょう。

《申込》応募の際は必ず、図書館で配布している応 《日時》10/21(金)19:00～20:15
募要項、またはHPをご覧いただき、 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
10/10(祝)までに、図書館3階事務室まで持 《定員》先着30名
参もしくは郵送で申込 《申込》10/7(金)～10/21(金)に電話または帯広市

《問合》帯広市図書館(☎22・4700) 児童会館窓口で申込
a 《問合》帯広市児童会館(☎24・2434)

2



《題名》ソーセージ作り体験研修(プレーンほか全3 《題名》わくわく巣箱観察会
種、計約700ｇ) 《内容》森にかけた巣箱の観察と清掃、利用状況の

《内容》地場産の肉を使った加工方法を学びます。 記録を行います。
《日時》①10/23(日)、②11/20(日)、③12/18(日)、 《日時》11/12(土)10:00～12:00

いずれも10:00～14:00 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《会場》帯広市畜産物加工研修センター(八千代町 《定員》先着15名

西4線194) 《備考》小学生以下は保護者同伴
《定員》各先着10名 《申込》10/25(火)～開催日の前日までに電話申込
《費用》各2,200円/人 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200)
《備考》休館日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日) a
《申込》①9/27(火)～10/14(金)、②10/27(木)～ a

11/11(金)、③11/25(金)～12/9(金)、各申 《題名》帯広市生活援助員養成研修
込期間に帯広市畜産物加工研修センターま 《内容》帯広市の介護予防・日常生活支援総合事業
で電話申込 (総合事業)における「てだすけサービス」

《問合》帯広市畜産物加工研修センター(☎60・2514) の従事者を養成するための研修を開催しま
a す。
a 《講師》帯広コア専門学校　職員

《題名》連続講座「十勝の古文書を読む」 《日時》①11/12(土)・11/13(日)、②12/10(土)・
《内容》十勝に残る古文書の読解と整理の仕方を学 12/11(日) 、いずれも1日目は10:00～

びます。 17:00、2日目は9:30～16:30　※2日間の受
《日時》10/23(日)、11/6(日)、11/20(日)、12/4(日) 講が必須です。

いずれも14:00～16:00 《会場》帯広コア専門学校(西11南41)
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 《対象》てだすけサービス事業所への就職希望や予
《定員》先着30名 定のある方
《申込》10/12(水)～10/21(金) 《定員》先着20名
《問合》帯広百年記念館(☎24・5352) 《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
a サービスを実施する事業所に就職すること

《題名》ハッピーハロウィン！～動物たちに秋の味 により、生活援助員として働くことができ
覚のプレゼント～ ます。

《内容》ハロウィンに際し、動物たちにカボチャな 《申込》①11/4(金)、②12/2(金)までに地域福祉課
どの特別メニューを給餌します。動物の体 (FAX・窓口)へ申込書を提出。市HPからも
調や天候などによって変更になる場合があ 申込可能。
ります。 《問合》地域福祉課(☎65・4113)

《日時》10/30(日)10:00～15:00 a
《会場》おびひろ動物園(緑ヶ丘2) a
《問合》おびひろ動物園(☎24・2437) 《題名》星の観察会「火星いよいよ最接近へ！」

a 《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。時季
a の夜空を見上げてみましょう。

《題名》「介護の日」パネル展 《日時》11/25(金)19:00～20:15
《内容》介護の日(11/11)にあわせ、介護保険制度 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

の紹介のほか、「介護の仕事に対する理 《定員》先着30名
解、イメージアップを図る」ことを目的に 《申込》11/11(金)～11/25(金)に電話または帯広市
パネル展を開催します。 児童会館窓口で申込

《日時》11/5(土)～11/13(日) 《問合》帯広市児童会館(☎24・2434)
《会場》市役所　1階　市民ホール(西5南7) a
《問合》介護高齢福祉課(☎65・4150) a

a 《題名》森のリースづくり
a 《内容》森の回廊＠十勝と共に、森の木に巻き付い

《題名》おびZoo探検隊①、② たつるを取る作業を行い、つる材を活用し
《内容》閉園中の動物園で動物たちはどのように過 てリース飾りを作ります。

ごしているのでしょうか。普段見ることの 《日時》11/27(日)9:30～12:00

できない動物たちの様子を観察します。 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《日時》①11/5(土)、②11/27(日)いずれも13:30～ 《定員》先着20名

15:00 《費用》100円
《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
《定員》抽選45名 《申込》10/25(火)～開催日の前日までに電話申込
《申込》①10/6(木)～10/20(木)、②10/27(木)～ 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200)

11/10(木) a
《問合》おびひろ動物園(☎24・2437)
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《題名》星の観察会「火星2年2カ月ぶりの中接近！」 ◇ 子ども・子育て ◇
《内容》望遠鏡での天体観察をおこないます。時季 a

の夜空を見上げてみましょう。 《題名》ハロウィン飾り作り体験
《日時》12/2(金)19:00～20:15 《内容》畑で好きなカボチャを収穫して、自分だけ
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) のハロウィン飾り(カボチャ大1個、小2個)
《定員》先着30名 を作ります。
《申込》11/18(金)～12/2(金)に電話または帯広市 《日時》10/１(土)10:00～12:00

児童会館窓口で申込 《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61)
《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) 《対象》親子

a 《定員》先着12組
a 《費用》1,000円(１組)

《題名》おびZoo寺子屋エゾモモンガ編 《申込》9/24(土)までにとかち大平原交流センター
《内容》エゾモモンガの生態について、飼育員のガ まで申込

イドを聞きながら、実際に見たり触った 《問合》とかち大平原交流センター(☎53・4780)
り、においをかいだりなどの体験をしなが a

ら学びます。 a
《日時》12/11(日)13:30～14:30 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《会場》おびひろ動物園(緑ケ丘2) 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将
《定員》抽選20名 棋を通じて友達の輪を広げます。
《申込》11/10(木)～11/24(木)　 《講師》日本将棋連盟十勝支部
《問合》おびひろ動物園(☎24・2437) 《日時》①10/8(土)、②11/12(土)、③12/10(土)

a いずれも10:00～12:00
a 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

《題名》ミニ門松づくり 《対象》小中学生とその保護者
《内容》森で間伐体験を行い、切ったシラカバの木 《問合》帯広市児童会館(☎24・2434)

で卓上サイズの小さな門松を作ります。 a
《日時》12/17(土)9:30～12:00 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》先着15名 《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
《備考》小学生以下は保護者同伴 碁を通じて友達の輪を広げます。
《申込》11/25(金)～開催日の前日までに電話申込 《講師》日本棋院帯広支部役員
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200) 《日時》①10/9(日)、②11/13(日)、③12/11(日)

いずれも10:00～12:00
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

◇ レジャー ◇ 《対象》小中学生とその保護者
a 《問合》帯広市児童会館(☎24・2434)

《題名》はぐくーむ秋まつり a
《内容》森の活動団体やボランティアの方々の協力 a

で、森づくりにつながる様々な体験が楽し 《題名》さつまいも収穫体験
める、年に一度の大イベントです！ 《内容》北海道では珍しいさつまいもの収穫体験が

《日時》10/16(日)10:00～15:00 できます。
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《日時》10/9(日)【午前の部】10:00～12:00、 　
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200) 【午後の部】13:00～15:00

a 《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61)
a 《対象》親子

《題名》まき割り体験 《定員》抽選24組(各回12組)
《内容》出入り自由で、まき割りや、たき火などを 《費用》1,000円(1組)

楽しみます。 《備考》生育具合、天候により日程変更もしくは中
《日時》11/13(日)9:30～12:00 止する場合があります。
《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49) 《申込》8/25(木)～9/30(金)までの期間に、往復は
《備考》小学生以下は保護者同伴 がきで申込 (返信欄に代表者名、電話番
《申込》10/25(火)～開催日の前日までに電話申込 号、参加人数、年齢、希望時間を記入して
《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200) ください。)

《問合》とかち大平原交流センター(☎53・4780)

a
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《題名》きらきら人形劇場 《題名》おやこ水泳教室(4回目)
《内容》幼児から小学生向けの人形劇公演です。お 《内容》お母さんやお父さんと一緒にプールに入

友達同士や親子で気軽にお楽しみいただけ り、水遊びを通して楽しみながら水慣れし
ます。 11月は十勝人形劇フェスティバル ていきます。
として開催します。 《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団　指導員

《日時》①10/15(土)14:00～14:40、 《日時》10/17(月)～11/21(月)10:00～10:50(月曜
②11/27(日)10:00～14:30、 日の全6回)
③12/17(土)14:00～14:40 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)

《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《対象》2・3歳児と保護者
《定員》①・③先着30名、②各回先着70名 《定員》抽選20組
《申込》①10/1(土)～10/15(土)、②11/13(日)～ 《費用》3,000円

11/27(日)、③12/3(土)～12/17(土)に電話 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル
または帯広市児童会館窓口で申込 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財

《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) 団ホームページをご確認ください。申込期
a 間は8/19(金)～10/3(月)
a 《問合》帯広の森市民プール(☎47・3630)

《題名》親子科学実験教室「砂鉄絵を作ろう!」 a
《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 《題名》幼児水泳教室(4回目)
い科学遊びを行います。今回は、砂鉄の正 《内容》年中・年長児の幼児を対象にした、水遊び
体を確かめ、砂鉄と磁石を使ったかわいい から水泳の基礎を習う教室です。
絵を作ります。 《講師》帯広水泳協会

《日時》10/16(日)①10:00～11:00、②13:15～ 《日時》10/17(月)～11/21(月)【A】15:00～15:50、
14:15、③14:45～15:45 【B】16:00～16:50、【C】17:00～17:50

《会場》帯広市児童会館　地学実験室(緑ケ丘2) (月曜日の全6回)
《対象》小学生以上の子とその保護者 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線)
《定員》先着6組で最大18名まで 《対象》幼稚園・保育所の年中・年長の幼児
《申込》10/2(日)～10/16(日)に電話または帯広市 《定員》抽選各40名

児童会館窓口で申込　 《費用》3,000円
《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) 《備考》持ち物:水着・水泳帽子・バスタオル

a 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
a 団ホームページをご確認ください。申込期

《題名》落花生収穫体験 間は8/19(金)～10/3(月)
《内容》2種類の落花生について学んだり、収穫体 《問合》帯広の森市民プール(☎47・3630)

験ができます。 a
《日時》10/16(日)10:00～12:00 a
《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61) 《題名》親子おもしろ教室「ゆらゆらチンアナゴ」
《対象》親子 《内容》ストローでチンアナゴを作ります。針金で
《定員》先着10組 できたクランク機構を使い、出たり、引っ
《費用》1,000円(1組) 込んだり、波に揺れたりさせましょう。
《備考》生育具合、天候により、日程変更もしくは 《日時》10/22(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00

中止する場合があります。 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
《申込》10/2(日)までにとかち大平原交流センター 《対象》幼児・小学生とその保護者。幼児、小学校

まで申込 低学年の方は保護者と一緒に参加して下さ
《問合》とかち大平原交流センター(☎53・4780) い。

a 《定員》①、②共に先着親子6組で、合計12組
《申込》10/8(土)～10/21(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
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《題名》やきいも作り体験 《題名》ちびっこスケート教室4回目、5回目
《内容》石窯を用いたやきいも作り体験ができま 《内容》小学1･2年生及び3～6年生の未経験者を対

す。 象としたスケート教室です。帯広スケート
《日時》10/22(土)10:00～12:00 連盟指導者による基礎を中心とした初心者
《会場》とかち大平原交流センター(川西町基線61) 教室です。
《対象》親子 《講師》帯広スケート連盟　普及委員会
《定員》先着10組 《日時》【4回目】10/31(月)～11/9(水)、
《費用》1,000円(1組) 【5回目】11/21(月)～11/30(水)いずれも
《備考》生育具合、天候により日程変更もしくは中 17:10～18:00(毎週月・水・土の全5回)

止する場合があります。 《会場》帯広の森第二アイスアリーナ(南町南7線)
《申込》10/16(日)までにとかち大平原交流セン 《対象》小学校に在学する1・2年生及び小学3～6年

ターまで申込 生の未経験者
《問合》とかち大平原交流センター(☎53・4780) 《定員》各抽選60名

a 《費用》各2,500円
a 《備考》持ち物:スケート靴、手袋、帽子

《題名》しぜん探検と木のぼり体験ツアー“リスの 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
きもち” 団ホームページをご確認ください。申込期

《内容》自然ガイドツアーに参加して、エゾリスが 間は【4回目】9/20(月)～10/12(水)、
くらす公園を探検！ツアーのあとは木のぼ 【5回目】10/20(木)～11/7(月)
りをしてエゾリスの目線を体験しよう！全 《問合》帯広の森アイスアリーナ(☎48・6256)
2部開催です。 a

《日時》10/23(日)①10:00～12:00、②11:00～13:00 a
《会場》緑ヶ丘公園(緑ヶ丘2) 《題名》第76回読書週間関連事業「スペシャルおは
《対象》年中～小学校低学年(※保護者の同伴必須) なし会」
《定員》各部　親子先着5組 《内容》帯広図書館友の会「おひさま」の皆さんに
《申込》10/1(土)～10/16(日)(どちらの部に参加希 よる、絵本や手遊びなどの「スペシャルお

望かお知らせください。) はなし会」を開催します。
《問合》みどりと花のセンター(☎21・3172) 《日時》11/3(木・祝)10:30～11:10

a 《会場》帯広市図書館　1階多目的視聴覚室(西2南14)
a 《対象》乳幼児・小学生とその保護者

《題名》森のハロウィーン2022 《定員》先着30名
《内容》スタンプラリーやお化け屋敷、工作を行い 《問合》帯広市図書館(☎22・4700)

ます。 a
《日時》10/23(日)【午前の部】10:00～12:30、 a

【午後の部】13:30～15:30 《題名》森の寺子屋～鳥の巻～
《会場》森の交流館・十勝(西20南6) 《内容》巣箱作りや巣箱調べなどに挑戦します。
《対象》中学生以下(小学4年生以下は保護者の同伴 《日時》11/6(日)10:00～15:00

が必要) 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《定員》スタンプラリー、工作は定員なし 《対象》小学生

お化け屋敷　午前、午後の部ともに先着 《定員》先着15名
16名まで(3歳以上対象) 《申込》9/25(日)～開催日の前日までに電話申込

《備考》会場内は禁煙です。 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200)
ご来場の際はマスクの着用をお願いします。 a

また、体調の悪い方のご来場はお控えいた a

だきますようお願いします。 入場の際は連絡 《題名》親子科学実験教室「化学反応で手形をとろ
先や体調について用紙に記入していただく う」
ことを予定しています。 《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、

《問合》観光交流課(☎34・0122) 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、酸とアル

カリなどの化学反応を利用して自分の手形
をとります。

《日時》11/20(日)①10:00～11:00、②13:15～
14:15、③14:45～15:45

《会場》帯広市児童会館　化学実験室(緑ケ丘2)
《対象》小学生以上の子とその保護者
《定員》先着6組で最大18名まで
《申込》11/6(日)～11/20(日)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)

6



《題名》親子おもしろ教室「寒天印刷でカードを作 《題名》親子運動JOYキッズ
ろう」 《内容》保護者とお子様が一緒に行う1歳半から3歳

《内容》いろいろな色のサインペンで書いた絵や文 までのお子様向けの運動教室です。
字を寒天にしみこませて何枚も印刷して、 《講師》株式会社オカモト　インストラクター
すてきなカードをつくります。 《日時》日程はホームページ11月掲載内容をご確認

《日時》11/26(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 ください。
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《会場》帯広市総合体育館(よつ葉アリーナ十
《対象》幼児・小学生とその保護者。幼児、小学校 勝)(大通北1)

低学年の方は保護者と一緒に参加して下さ 《対象》1歳半～3歳未満
い。 《定員》先着20名

《定員》①、②共に先着親子6組で、合計12組 《費用》1,000円
《申込》11/12(土)～11/25(金)に電話または帯広市 《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物

児童会館窓口で申込 《申込》申し込み方法はよつ葉アリーナ十勝ホーム
《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) ページまたはお電話でご確認ください。各

a 日程の3日前までに申込
a 《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22・7828)

《題名》幼児冬休み2日間短期体操教室 a
《内容》幼稚園や小学校の体育の授業で行うマット a

運動・鉄棒・跳び箱の3種を基本として基 《題名》「宇宙の日」記念全国小・中学生作文絵画
礎運動向上を目指します。1チームお子様5 コンテスト作品展
人の少人数制です。 《内容》帯広市児童会館に応募された、「宇宙の

《講師》株式会社オカモト　インストラクター 日」記念全国小・中学生作文絵画コンテス
《日時》日程はホームページ11月掲載内容をご確認 トの作品を、展示します。

ください。 《日時》12/3(土)～12/11(日)9:00～17:00
《会場》帯広市総合体育館(よつ葉アリーナ十 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)

勝)(大通北1) 《問合》帯広市児童会館(☎24・2434)
《対象》年中～年長 a
《定員》各日程先着15名 a
《費用》2日間3,300円 ※複数日程の参加可 《題名》親子で工作「もっくん教室」
《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物 《内容》幼児と保護者のふれあい深めながら、家庭
《申込》申し込み方法はよつ葉アリーナ十勝ホーム の身近な材料を使用して簡単な工作を楽し

ページまたはお電話でご確認ください。各 みます。
日程の3日前までに申込 《日時》12/7(水)、12/21(水)いずれも①10:00～

《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22・7828) 10:15、②10:30～10:45、③11:00～11:15
a 《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2)
a 《対象》幼児とその保護者

《題名》小学生冬休み2日間短期体操教室 《定員》各回先着2家族
《内容》幼稚園や小学校の体育の授業で行うマット 《申込》開催日の10日前から当日までに、電話また

運動・鉄棒・跳び箱の3種を基本として基 は帯広市児童会館窓口で申込
礎運動向上を目指します。1チームお子様5 《問合》帯広市児童会館(☎24・2434)
名の少人数制です。 a

《講師》株式会社オカモト　インストラクター a
《日時》日程はホームページ11月掲載内容をご確認 《題名》あそびの森のあしあとづくり

ください。 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、薪
《会場》帯広市総合体育館(よつ葉アリーナ十 ストーブで暖を取りつつ、つる切りなど、

勝)(大通北1) 親子で参加できる森づくりを行います。
《対象》小学生(1年～3年) 《日時》12/11(日)10:00～15:00
《定員》各日程先着15名 《会場》帯広の森・はぐくーむ(南町南9線49)
《費用》2日間3,300円 ※複数日程の参加可 《定員》先着30名
《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物 《費用》100円
《申込》申し込み方法はよつ葉アリーナ十勝ホーム 《備考》小学生以下は保護者同伴

ページまたはお電話でご確認ください。各 《申込》11/25(金)～開催日の前日までに電話申込
日程の3日前までに申込 《問合》帯広の森・はぐくーむ(☎66・6200)

《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22・7828) a
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《題名》親子おもしろ教室「キラキラアート」 《題名》冬休みキッズスポーツ(3日間集中)
《内容》プラ板に好きな絵を書き、アルミホイルを 《内容》幼稚園・保育園の年中・年長を対象とした

使ってキラキラさせるステキなステンドグ 教室です。マット基本運動・鉄棒・跳び箱
ラスを作ります。 等を重点的に楽しみながら行ないます。

《日時》12/17(土)①9:30～10:00、②10:30～11:00 《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団　指導員
《会場》帯広市児童会館(緑ケ丘2) 《日時》1/10(火)～1/12(木)いずれも10:00～11:00
《対象》幼児・小学生とその保護者。幼児、小学校 《会場》明治北海道十勝オーバル(中地)(南町南7線)

低学年の方は保護者と一緒に参加して下さ 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児
い。 《定員》抽選25名

《定員》①、②共に先着親子6組で、合計12組 《費用》1,500円
《申込》12/3(土)～12/16(金)に電話または帯広市 《備考》持ち物:タオル・運動靴(上靴)・飲料水・

児童会館窓口で申込 運動しやすい服装(ジャージ等)でお越しく
《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) ださい。

a 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
a 団ホームページをご確認ください。申込期

《題名》親子科学実験教室「ミニ恐竜を作ろう」 間は11/18(金)～12/20(火)
《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 《問合》帯広の森体育館(☎48・8912)

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、恐竜の型 a

に石膏を流し、かわいい恐竜を作ります。 《題名》冬休みジュニアヒップホップダンス
ティラノサウルス、トリケラトプスなど5 《内容》簡単なヒップホップのステップを習い、初
種類から選べます。 歩のフリースタイルのダンスを踊れるよう

《日時》12/18(日)①10:00～11:00、②13:15～ になることを目的とした冬休み3日間の教
14:15、③14:45～15:45 室です。

《会場》帯広市児童会館　地学実験室(緑ケ丘2) 《講師》SFエンタープライズDance Studio Fusion
《対象》小学生以上の子とその保護者 所属インストラクター
《定員》先着6組で最大18名まで 《日時》1/10(火)～1/12(木)いずれも11:15～12:15
《申込》12/4(日)～12/18(日)に電話または帯広市 《会場》帯広の森体育館(南町南7線)

児童会館窓口で申込 《対象》小学2年生～6年生
《問合》帯広市児童会館(☎24・2434) 《定員》抽選40名

a 《費用》1,500円
a 《備考》持ち物:タオル・飲料水・運動靴(上靴)・

《題名》冬休み2日間短期スポーツ教室 運動しやすい服装(ジャージ等)でお越しく
《内容》バスケットボール・フットサル・走り方な ださい。

ど各種スポーツを始めたい方や経験者のス 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
キルアップを目的とした教室です。お子様 団ホームページをご確認ください。申込期
のスキルレベルに合わせた指導を行います。 間は10/20日(木)～12/20(火)

《講師》株式会社オカモト　インストラクター 《問合》帯広の森体育館(☎48・8912)
《日時》日程はホームページ12月、1月掲載内容を a

ご確認ください。
《会場》帯広市総合体育館(よつ葉アリーナ十

勝)(大通北1)
《対象》年長～小学生 競技によって異なります。
《定員》各日程先着10名
《費用》2日間3,300円
《備考》持ち物:上靴、運動ができる服装、飲み物
《申込》申し込み方法はよつ葉アリーナ十勝ホーム

ページまたはお電話でご確認ください。各
日程の3日前までに申込

《問合》よつ葉アリーナ十勝(☎22・7828)

a
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《題名》ベビーダンス教室(2回目) 《題名》エンジョイ♪エクササイズ!!(3回目、4回
《内容》赤ちゃんを抱っこしたまま音楽に合わせて 目)

ステップを踏むエクササイズです。五感に 《内容》音楽に合わせて身体を動かすエアロビク
よるコミュニケーションで親子の絆を育み ス・リズムウォーク、簡単なボディーヒー
ます。 リング(ピラティス)などを取り入れた有酸

《講師》後藤　奈津美　氏(日本ベビーダンス協会 素運動と、目的別筋力トレーニングを行う
公認インストラクター) 体力向上・健康増進、運動意欲を高め運動

《日時》1/13(金)～1/27(金)いずれも10:30～11:30 不足の解消を図る教室です。
(金曜日の全3回) 《講師》高嶋　丈子　氏(AFAA認定パーソナル

《会場》帯広の森体育館(南町南7線) フィットネストレーナー)
《対象》首が完全にすわっている生後3か月～2歳前 《日時》【3回目】10/17(月)～12/19(月)、

後の乳幼児と保護者 【4回目】1/16(月)～3/20(月)いずれも
《定員》抽選20組 12:15～13:00(月曜日の全10回)
《費用》1,500円 《会場》帯広の森体育館(南町南7線)
《備考》持ち物:動きやすい服装・抱っこひも・バ 《対象》16歳以上の方

スタオル・体温計・飲料水 《定員》各抽選35名
《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財 《費用》各5,000円

団ホームページをご確認ください。申込期 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･スポーツ
間は10/20(木)～12/27(火) タオル・水分補給用飲料水

《問合》帯広の森体育館(☎48・8912) 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
a 団ホームページをご確認ください。申込期
a 間は【3回目】10/3(月)まで、【4回目】

《題名》レッツ！バルシューレ(3回目) 11/18(金)～12/27(火)
《内容》ボールなどを使った様々な運動遊びを楽し 《問合》帯広の森体育館(☎48・8912)

く経験することで、状況に合わせて自分自 a

身で判断し、行動する力や気持ちを育てま a

す。 《題名》背骨コンディショニング(3回目、4回目)
《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団　指導員 《内容》背骨の歪みを整え、全身の不調を改善する
《日時》1/18(水)～2/22(水)いずれも15:45～16:35 教室です。肩こり・腰痛・膝の痛みから、

(水曜日の全6回) 内臓の不調・骨盤の歪みをはじめとする
《会場》明治北海道十勝オーバル(中地)(南町南7線) 様々な症状は背骨の歪みから発生します。
《対象》幼稚園・保育園の年中・年長児 動いていなかった筋肉や神経にアプローチ
《定員》抽選30名 し、元々身体に備わっている自然治癒力で
《費用》2,400円 身体の不調改善を図る教室です。
《備考》持ち物:上靴・動きやすい服装・タオル・ 《講師》高嶋　丈子　氏(AFAA認定パーソナル

飲料水 フィットネストレーナー)
《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財 《日時》【3回目】10/17(月)～12/19(月)、

団ホームページをご確認ください。申込期 【4回目】1/16(月)～3/20(月)いずれも
間は11/18(金)～12/27(火) 13:15～14:00(月曜日の全10回)

《問合》帯広の森体育館(☎48・8912) 《会場》帯広の森体育館(南町南7線)
a 《対象》16歳以上の方
a 《定員》抽選35名

◇ 健康・スポーツ ◇ 《費用》5,000円
a 《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･タオル・

《題名》2022帯広市スポーツフェスティバル 飲料水・ヨガマット(マットは1回につき50
《内容》各種スポーツイベントを開催するほか、 円でレンタルもしております。)

10/10(月・祝)は競技実施時間を除き、一部 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
体育施設を無料開放します。 団ホームページをご確認ください。申込期

《日時》10/10(月・祝)ほか 間は【3回目】10/3(月)まで、【4回目】
《会場》市内各スポーツ施設 11/18(金)～12/27(火)
《対象》帯広市民 《問合》帯広の森体育館(☎48・8912)
《備考》詳細は市ホームページもしくは市内生涯学 a

習施設に設置されているチラシをご覧くだ
さい。

《問合》スポーツ課(☎65・4210)

9



《題名》ストレッチポールで姿勢改善教室(3回目) 《題名》フィギュアスケート初心者教室
《内容》ストレッチポールを用いてプールの研修室 《内容》初心者等にフィギュアスケートを体験して

で行う姿勢改善教室です。 もらい、フィギュアスケートへの関心を高
《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団　指導員 めることを目的に開催します。
《日時》10/17(月)～11/21(月)10:00～10:50(月曜 《講師》帯広市スケート連盟フィギュア部指導員

日の全6回) 《日時》10/22(土)17:00～18:30、10/23(日)17:00
《会場》帯広の森市民プール　研修室(南町南7線) ～18:00(2日間)
《対象》16歳以上の方 《会場》帯広の森スポーツセンター(南町南7線)
《定員》抽選10名 《対象》4歳以上の初心者の方
《費用》3,000円 《定員》抽選20名
《備考》持ち物:動きやすい服装 《費用》1,000円
《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財 《備考》持ち物:フィギュアスケート靴、手袋、帽

団ホームページをご確認ください。申込期 子、水分補給用飲料水
間は8/19(金)～10/3(月) 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財

《問合》帯広の森市民プール(☎47・3630) 団ホームページをご確認ください。申込期
a 間は10/11(火)まで。
a 《問合》帯広の森スポーツセンター(☎48・2401)

《題名》ランチ＆運動つき健診教室 a
《内容》生活習慣病を予防するための栄養学習と試 a

食、手軽な運動をセットで体験できる教室 《題名》からだ回復ピラティス(2期)(3期)
です。 新型コロナウイルス感染症の感染 《内容》ストレス軽減や筋肉の緊張をほぐし副交感
拡大状況により、内容の変更、または中止 神経にリラックス効果を生み出し、さら
になる場合があります。 に、筋肉のバランスを整え、姿勢を正し、

《日時》①10/18(火)、②10/19(水)いずれも12:15 骨盤のゆがみの改善を図る教室です。
～13:45 《講師》谷田　真弓　氏(FTP認定ピラティスインス

《会場》①保健福祉センター(東8南13)、②帯広の トラクター)
森コミセン(空港南町南11) 《日時》【2期】10/27(木)～12/22(木)、

《対象》特定健診、がん検診申込者 【3期】1/19(木)～3/16(木)いずれも
《定員》各先着10名 10:00～11:00(木曜日の全8回)
《申込》各実施日の10日前までに、電話で北海道対 《会場》帯広の森体育館(南町南7線)

がん協会釧路がん検診センター帯広出張所 《対象》16歳以上の方
(東8南13、保健福祉センター内、☎27・2345) 《定員》各抽選20名
へ申込 《費用》各4,000円

《問合》健康推進課(☎25・9721) 《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50
a 円でレンタルもしております。)

《題名》とんでけ脂肪 陸Ver(2回目) 《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財
《内容》簡単なエアロビクスのステップや縄跳びで 団ホームページをご確認ください。申込期

汗を流し、筋トレで体を引き締めます。 間は【2期】10/11(火)まで、【3期】
《講師》(一財)帯広市文化スポーツ振興財団　指導員 10/20(木)～12/27(火)
《日時》10/19(水)～11/30(水)いずれも19:00～19:50 《問合》帯広の森体育館(☎48・8912)

(水曜日の全6回) a
《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 《題名》2022フードバレーとかちマラソン大会
《定員》抽選10名 《内容》新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を
《費用》3,000円 講じ、3年ぶりの実地(リアル)開催となり
《備考》持ち物:運動着・運動靴・飲料水・タオル ます。
《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財 《日時》10/30(日)8:30～

団ホームページをご確認ください。申込期 《備考》詳細はホームページをご覧ください。
間は8/19(金)～10/3(月) 《申込》7/20(水)～9/16(金)

《問合》帯広の森市民プール(☎47・3630) 《問合》スポーツ課(☎65・4210)

10



《題名》フィギュアスケート教室 《題名》フルコンサートピアノ弾き比べ体験会
《内容》フィギュアスケート初心者教室参加後に競 《内容》普段触れる機会の少ない、フルコンサート

技を続けたい方や一定以上の滑走技術を有 ピアノ「スタインウェイD-274」と「ヤマ
する方を対象とした教室でフィギュアス ハCFⅢ」を弾き比べてみませんか？ 響き
ケート競技の普及・振興を目的とします。 のある大ホールでぜひ、フルコンサートピ

《講師》帯広市スケート連盟フィギュア部指導員 アノの魅力を感じてみてください。
《日時》10/31(月)～11/28(月)19:00～20:00(毎週 《日時》10/12(水)13:00～20:50

月・金曜日の全8回) 《会場》市民文化ホール　大ホール(西5南11)
《会場》帯広の森スポーツセンター(南町南7線) 《定員》先着8組
《対象》4歳以上の補助なしで滑走出来る方 《費用》1組1,500円
《定員》抽選20名 《申込》9/10(土)～10/9(日)
《費用》4,000円 《問合》帯広市民文化ホール(☎23・8111)
《備考》持ち物:フィギュアスケート靴、手袋、帽 a

子、水分補給用飲料水 a
《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財 《題名》博物館講座「『アイヌ史研究』を研究する」

団ホームページをご確認ください。申込期 《内容》従来13世紀以降とされてきたアイヌ文化に
間は10/18(火)まで。 ついて、より幅広く「アイヌ史」をとらえ

《問合》帯広の森スポーツセンター(☎48・2401) る試みを紹介します。 ＜北海道大学アイヌ
a 先住民研究センター巡回講座＞
a 《講師》簑島　栄紀　氏(北海道大学アイヌ・先住民

《題名》骨盤矯正ヨガ(2期) 研究センター)
《内容》通常のヨガのように呼吸を大切にしなが 《日時》10/15(土)14:00～16:00

ら、様々なポーズで骨盤を整えます。姿勢 《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)
が良くなり、腰痛改善にも。また、血行が 《定員》先着50名
良くなり下半身の冷えやむくみにも効果的 《申込》10/1(土)～10/14(金)
な教室です。 《問合》帯広百年記念館(☎24・5352)

《講師》谷田　真弓　氏(骨盤矯正ヨガインストラ a

クター) a
《日時》11/16(水)～12/21(水)11:00～12:00(水曜 《題名》百年記念館ポスター展「百年記念館40年の

日の全5回) あゆみ」
《会場》帯広の森体育館(南町南7線) 《内容》百年記念館が実施した企画展のあゆみ、ポ
《対象》16歳以上の方 スターなどを中心に紹介します。
《定員》抽選20名 《日時》10/22(土)～11/13(日)9:00～17:00
《費用》2,500円 《会場》帯広百年記念館　2階　特別展示室(緑ケ丘2)
《備考》持ち物:運動靴・動きやすい服装･タオル・ 《問合》帯広百年記念館(☎24・5352)

飲料水・ヨガマット(マットは1回につき50 a

円でレンタルもしております。) a
《申込》各施設もしくは帯広市文化スポーツ振興財 《題名》第53回　おびひろ菊まつり

団ホームページをご確認ください。申込期 《内容》昭和45年から始まったおびひろ菊まつり
間は11/1(火)まで。 は、「晩秋にロマンといろどりを」のテー

《問合》帯広の森体育館(☎48・8912) マのもと、華やかに装飾した総合花壇で皆
様をお出迎えします。

《日時》10/29(土)～11/2(水)9:00～17:00

◇ 文化・歴史・芸術 ◇ 《会場》とかちプラザ(西4条南13)
a 《問合》帯広のまつり推進委員会（☎22・8600） 

《題名》ロビー展「アイヌ文化ロビー展」 観光交流課(☎65・4169)
《内容》アイヌ文化に登場する生物をパネル等で紹

介します。
《日時》10/8(土)～10/30(日)9:00～17:00
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2)
《問合》帯広百年記念館(☎24・5352)

a
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《題名》十勝の大地を生きるアーティスト 《題名》保育職場就労支援セミナー
《内容》十勝において時代を切り拓いてきた展示 《内容》保育士の資格があり市内の保育施設に就労

アーティストによる展覧会を開催するとと を希望している方や、保育の仕事に興味が
もに、会場内及びJR帯広駅コンコースにお あり保育補助として働いてみたい方を対象
いて舞台アーティストが演奏や演技を披露 に、保育職場への就労を応援するセミナー
する関連プログラムを実施します。 を開催します。また、市内各保育施設等を

《日時》11/24(木)～12/6(火) 10:00～18:00 動画で紹介します。希望する方は保育施設
(最終日は16:00まで) で行う「保育体験」もできます。

《会場》市民ギャラリー(11/30(水)は休館)(西2南12) 《日時》10/4(火)9:00～12:00
《費用》入場料600円(前売500円)※関連プログラ 《会場》市役所10階第5A会議室(西5南7)

ムは入場無料 《備考》申込用紙はHPまたはこども課、市内保育所で
《申込》前売券は、文化ホール、勝毎サロンなどで 配布しています。無料の託児をご希望の方は、

取り扱い セミナー参加申し込み時に合わせてご連絡
《問合》帯広市民劇場(文化ホール内)(☎21・5518) 下さい。

a 《申込》9/30(金)までに申込用紙に記入の上、直接
a または郵送、電話、ファクス、メールでこ

《題名》第10回中城ふみ子賞表彰式 ども課へ申込

生誕100年記念鼎談「中城ふみ子が現代短歌 《問合》こども課(☎65・4158、Fax23・0155)、

に与えた影響」 メール children@city.obihiro.hokkaido.jp
《内容》第10回中城ふみ子賞選者による鼎談 a
《講師》永田　和宏　氏、池田　はるみ　氏、 a

時田　則雄　氏 《題名》普通救命講習
《日時》11/25(金)14:00～17:30 《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の
《会場》とかちプラザ　2階　レインボーホール(西 心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を

4条南13) 習得します。
《定員》先着120名 《日時》①10/9(日)、②11/9(水)、③12/9(金)
《申込》(未定) いずれも13:30～16:30
《問合》中城ふみ子賞実行委員会(帯広市図書館 《会場》消防庁舎(西6南6)

内)(☎22・4700) 《申込》①10/2（日）まで、②11/2（水）まで、
a ③12/2（金）まで、各締切日までに申込
a 《問合》帯広消防署救急課(☎26・9132)

《題名》博物館講座「大地が語る十勝の自然史」 a
《内容》十勝の成り立ちや地形・地質について、最 a

新の研究成果を紹介します。 《題名》げんき活動コース　チャレンジデー
《日時》12/17(土)14:00～16:00 《内容》介護予防の活動を始めるきっかけづくりを
《会場》帯広百年記念館(緑ケ丘2) 応援する取り組みです。活動を体験してみ
《定員》先着50名 たい方など、どなたでも1回から参加でき
《申込》12/1(木)～12/16(金) ます。
《問合》帯広百年記念館(☎24・5352) 《日時》①10/12(水)～10/27(木)、②11/10(木)～

a 11/30(水)、③12/1(木)～12/28(水)
a 《定員》会場により異なる

◇ 暮らし ◇ 《申込》①10/11(火)、②11/9(水)、③11/30(水)ま
a でに電話もしくは窓口へ

《題名》第51回みんなの消費生活展 《問合》地域福祉課(☎65・4113)
《内容》「こうしたい暮らし・未来を考える」を a

テーマに消費生活に関する耳寄り情報を、 a

楽しみながら知ることができる催しです。 《題名》実技救命講習
・地場産野菜がもらえるスタンプラリー 《内容》受講する1か月前から前日までに、イン
・はかりにチャレンジ ターネット上にある応急手当WEB講習を受
・新聞エコバッグを作ってみよう 講していただける方を対象に開催する講習
・講演会「家族みんなで考える我が家の防災」 会です。
・古布回収　など 《日時》①10/19(水)、②11/19(土)、③12/19(月)

《日時》10/1(土)10:00～16:00 いずれも18:30～20:30
《会場》とかちプラザ(西4南13) 《会場》南出張所(西17南41)
《申込》詳細は市ホームページをご確認ください。 《申込》①10/12(水)まで、②11/12(土)まで、

(帯広市HPページ番号:1011087) ③12/12(月)まで、各締切日までに申込
《問合》商業労働課(☎65・4132) 《問合》帯広消防署救急課(☎26・9132)
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《題名》帯広市消費者講座(5回目)　「地球環境から 《題名》赤十字水上安全法救助員Ⅰ養成講習
考える家庭でできる省エネ」 《内容》水と親しみ、水の事故から人命を守るた

《内容》頻発する異常気象。地球温暖化の影響であ め、泳ぎの基本と自己保全、事故防止、溺
ることを認識し、低炭素化に取り組むため れた人の救助、応急手当の方法などの知識
に、消費者としてできることを考えます。 と技術を習得できます。
・家庭での省エネ・エコクッキングで省エネ・ 《日時》①10/29(土)18:00～21:00、②
節電ゲームなど 10/30(日)13:00～21:00、③11/5(土)18:00
(「北海道省エネ対策！セミナー」と共催) ～21:00、④11/6(日)13:00～20:00

《講師》千葉　英樹　氏（北海道地球温暖化防止活動 《会場》帯広の森市民プール(南町南7線56)
推進員）
 《対象》救急法基礎講習修了者で一定の泳力を有す
上坂　マチコ　氏（お食事のカウンセリングサ る方
ロンcolan代表） 《定員》先着20名

《日時》10/21(金)10:00～12:00 《費用》700円
《会場》とかちプラザ(西4南13) 《申込》10/28(金)まで電話もしくは窓口へ
《定員》先着50名 《問合》地域福祉課(☎65・4146)
《申込》9/20(火)～10/20(木)　 a
《問合》商業労働課(☎65・4132) a

a 《題名》帯広市消費者講座(6回目)「くらし豊かに、
a とかちの魅力発掘～生産者と消費者を結ぶ

《題名》普通救命講習 八百屋さん～」
《内容》出血時の止血法や心肺停止、呼吸停止時の 《内容》新鮮で安全な地元産の野菜を販売。食品ロス

心肺蘇生法、AEDの使い方など応急手当を を無くしたいと、野菜や食品を量り売りする
習得します。 など、お財布や環境にやさしいお店屋さん。

《日時》①10/23(日)、②11/27(日)、③12/25(日) 生産者と消費者、消費者と消費者を結び、
いずれも13:30～16:30 様々な出会いがくらしを豊かにしてくれる

《会場》柏林台出張所(柏林台西町2) 八百屋さんのお話しです。
《申込》①10/16(日)まで、②11/20(日)まで、 《講師》道見　里美　氏（一般社団法人「おかあさんの

③12/18(日)まで、各締切日までに申込 がっこうpeacevillage 代表）　
《問合》帯広消防署救急課(☎26・9132) 《日時》11/11(金)10:00～11:30

a 《会場》とかちプラザ(西4南13)
a 《定員》先着50人

《題名》認知症・家族の集い「茶話会」 《申込》10/21(金)～11/10(木)　
《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方 《問合》商業労働課(☎65・4132)

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 a

知症の方を介護しているご家族が気軽に参 《題名》赤十字健康生活支援講習
加できる場所で、介護を終えた人も参加可 《内容》誰もが迎える高齢期を健やかに生きるため
能です。 認知症のことを知りたい方もお に必要な、健康増進の知識や高齢者の支
気軽にご参加ください。 援・自立に向け役立つ介護技術を習得でき

《日時》①10/27(木)、②11/24(木)、③12/22(木) ます。
いずれも13:30～15:00 《日時》11/12(土)～11/13(日)9:15～17:30

《会場》グリーンプラザ(公園東町3) 《会場》グリーンプラザ（公園東町3）
《費用》各100円 《対象》満15歳以上の方
《備考》予約は不要です。 《定員》先着10名
《問合》地域福祉課(☎65・4113) 《費用》900円

《申込》11/11(金)まで電話もしくは窓口へ
a 《問合》地域福祉課(☎65・4146)
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《題名》赤十字救急法基礎講習 《題名》写真が語る、いのちのバトンリレー～看取
《内容》手当の基本、人口呼吸・胸骨圧迫の方法、 り、在宅医療、地域まるごとケアの現場か

ＡＥＤ(自動体外式除細動器)の使用方法、 ら～

気道異物除去の方法などを学びます。 《内容》人生の最終段階におけるケアの在り方や在
《日時》①11/19(土)12:45～17:00、②10/29(土)い 宅での看取りについて、講演会と写真展を

ずれも13:00～17:00 開催します。
《会場》①グリーンプラザ(公園東町3)、②帯広の 《講師》國森　康弘　氏(フォトジャーナリスト)

森市民プール(南町南7線56) 《日時》【講演会】12/6(火)14:00～16:00
《対象》満15歳以上の方 【写真展】12/6(火)～12/9(金)9:00～18:00、
《定員》①先着10名、②先着20名 12/10(土)9:00～14:00
《費用》各1,500円 《会場》とかちプラザ(西4条南13)(【講演会】レイン
《申込》①11/18(金)、②10/28(金)まで電話もしく ボーホール、【写真展】ギャラリー)

は窓口へ 《対象》帯広市民、医療・介護関連職員等
《問合》地域福祉課(☎65・4146) 《定員》講演会:先着100名

a 《申込》詳細は地域福祉課までご連絡ください。
a 《問合》地域福祉課(☎65・4113)

《題名》認知症サポーター養成講座の開催 a
《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　帯広けいせい苑　
職員

《日時》10/15(土)10：00～11：30
《会場》南町福祉センター(西15条南36)
《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》10/13(木)までに電話申込
《問合》地域福祉課(☎65・4113)

a
a

《題名》赤十字救急法救急員養成講習
《内容》急病の手当、止血、三角巾の使い方、け

が、傷の手当、骨折の手当、搬送などを学
びます。

《日時》11/26(土)～11/27(日)9:15～17:30
《会場》帯広市グリーンプラザ(公園東町3)
《対象》救急法基礎講習修了者
《定員》先着10名
《費用》1,800円
《申込》11/25(金)まで電話もしくは窓口へ
《問合》地域福祉課(☎65・4146)

a
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今回は、 
ナチュラルスクールランチアクション北海道 

ナチュラル輪おびひろ 

代表 中山
な か や ま

 三
み

香
か

さん 

を Pick Up！ 

ナチュラルスクールランチアクション北海道（NSLA 北海道）の帯広支部

ナチュラル輪おびひろは、学校給食を通じて子どもたちにより良い食と持続

可能な未来を残したいと考えるお母さんたちが中心となり、みんなで一緒

に楽しめる「エシカル給食」の実現を目指す活動団体です。生産者さん、加

工会社さん、企業さん、自治体の皆さんや議員さんなどと対話・協働しなが

ら、日本の食を支える十勝での学びの情報を発信しています。 

エシカル給食とは 

『エシカル』とは「倫理的な」という意味で「人や社会、環境に配慮した消費行動」のことをエシカル

消費といいます。エシカルは思いやり、オーガニックももちろんエシカルです。体験型イベントや給食

紙芝居等を行い、子どもの「おいしい」が、地域に「うれしい」、地球に「やさしい」につながる給食

を普及することが、思いやりで支え合う持続可能な社会の土台となり、「人にも環境にも優しいことを

している」と、子どもたちが自分自身を誇りに思えるような活動を進めています。 

自分のことだけでなく、大切な人や困っている誰かのために、そして地球のこと、子どもたちの未来の

ことに思いを馳せた食材を使用する選択肢を、地域で共に想い共に創り、思いやりと行動が笑顔でつな

がっていく社会を残していくことが、「エシカル給食」をすすめる私たちの願いです。 
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活動内容 
私は東京都出身、十勝に魅了され移住して７年目になる 3人の男の子の母です。より良い給食に向け

て「思いやりと対話」を大切に、行政との協働を目指し、歩み寄り、交流を深めていくNSLAの活

動に共感し、食を支える十勝への感謝と地域活性の願いを込めて、北海道拠点を立ち上げることとな

りました。「家族の健康を守りたい」ひとりの主婦として始めた行動により、理解し共有し合える仲

間が集まり、気がつけば、関わる皆さんからの支えにより可能性が広がってきています。 

 

活動をしていて良かったことは、十勝の様々な視察や体験ができること、給食に関わる人や地域の

方々の熱意や行動を間近で知ることができることです。基礎食品主原料の生産日本一である、十勝の

魅力を発信するためのイベントや「給食に関する意識アンケート調査」、「理想の給食プロジェクト」

などを実施する中で、活動を応援する賛同者が増えています。 

 

会の活動を広めるためにも、より多くの人に政治への関心を高めてもらうことや、食と環境について

考えるきっかけになれるよう、必要とする人にもっと身近な「食の選択肢のひとつ」を残すことに力

を入れたいです。ひとりの 100歩より 100人の一歩、ひとりの選択や行動が社会を創るというこ

とを、年齢問わず多くの方に知っていただけたらと思っています。十勝に住まう様々な立場の大人た

ちの行動する背中が、未来をつくる子どもたちが行動するときの勇気にもつながったらと、楽しみが

膨らみます。 

 

応援サポーターの募集 
2021 年 3 月に NSLA 北海道を発足してから、帯広市での活動を中心に現在８団体まで広がりま

した。飲食店や民間企業等 130 社以上が応援サポーターとして名を連ねており、ナチュラル輪お

びひろの個人の応援団は 300人以上になりました。HPまたは SNSやメールなどから、常に募集

しています。メンバーとして一緒に活動がしたいという方は説明会を実施しています。下記のリッ

トリンクのQRコードから、HPや SNS、ブログや YouTube、給食アンケート調査結果や関連資

料なども見られます。是非お待ちしています。 

 

 

最後にひと言！ 
想いがあって動きたいけど動けない、だけど何かしたい！というお声をたくさんいただきます。 

ぜひ、SNSのフォローや、良いと思った投稿をシェア・拡散してください。皆さんの賛同や共感の

意思表示は、動く人を勇気づけ、励みとなり、地域の活性化にも繋がります。 

「動く」一歩として、買い物も活動の一つです。〝こんな食材や商品はありますか？〟というひと

りの求める声や勇気が、より理想に近づける市場へと移り変わっていくものと思っています。 

 

リットリンク 

https://lit.link/shizenwaobihiro 

https://lit.link/shizenwaobihiro
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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・ 

65-4113/23-0158 

土日・祝日 

市民活動課 65-4134/23-0156 

介護高齢福祉課 65-4150/23-0163 

スポーツ課 65-4210/23-6142 

商業労働課 65-4132/23-0172 

こども課 65-4158/23-0155 

観光交流課 65-4169/34-0165 

帯広市畜産物加工研修センター 080-2336 八千代町西4線194 (電話)60-2514 月曜日(祝日の場合は翌日) 

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 

みどりと花のセンター 080-0846 字緑ヶ丘2番地 21-3172/25-8076 
①月曜日(祝日の場合は翌日) 

②祝日の翌日 

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 

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 

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) 

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) 

帯広市民劇場(文化ホール内) 080-0015 西5条南11丁目48番地2 (電話)21-5518 火曜日(祝日の場合は翌日) 

 
帯広市 HP 文化スポーツ 

振興財団HP 


