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a 《日時》4/14(火)～4/19(日)9：00～17：00

◇　趣味・教養　◇ 《会場》帯広市児童会館
a 《費用》展示室内での映像視聴は、高校生以上の方

《題名》「第9回 中城ふみ子賞」作品募集 は展示室入場料がかかります。
《内容》自らの「生きる姿勢」を短歌に託した意欲 《備考》展示室入場料は大人180円、高齢者(65歳以

的で力強い作品(短歌50首)を募集します。 上)90円、高校生90円です。(10名以上の団
選者は、永田和宏氏、池田はるみ氏、時田 体入場料は別途ございます。)
則雄氏です。中城ふみ子賞に選ばれた方に 《問合》帯広市児童会館☎ 24-2434
は、賞状及び副賞が贈呈されるほか、入選 a
作品は雑誌「短歌研究」8月号に掲載され a
ます。 《題名》帯広市民大学講座「明治の食育～ヨーグル

《日時》4/1(水)～4/30(木) トのひみつ～」
《費用》出詠料 2,000円(定額小為替を同封し郵 《内容》有江　泰彦　氏 (株式会社明治　北日本支

送、又は口座振込) 社札幌オフィス　食育担当参与)を講師
《備考》詳しくは募集要項(図書館に設置、又は図 に、世界中で伝統的に食され、健康との関

書館ホームページに掲載)をご覧くださ 係も注目されているヨーグルトについて、
い。 盛りだくさんな内容でお伝えします。試食

《申込》4/30(木)までに下記応募先に提出 体験もできます。
〒080-0012 帯広市西2条南14丁目3番地1 《日時》4/16(木)18：30～20：00
帯広市図書館内　中城ふみ子賞実行委員会 《会場》とかちプラザ 4階 講習室402

《問合》帯広市図書館☎22-4700 《定員》先着70名
a 《申込》前日までに電話申込
a 《問合》生涯学習文化課☎65-4192

《題名》「本が好きになる・図書館を知る」 a

読書イベント a
《内容》春休み親子企画として、読書や図書館につ 《題名》四季の森めぐり～早春～

いての体験型講座を開催します。子どもプ 《内容》第2柏林台川周辺の森を歩き、早春の花や

ログラムは図書館の使い方・本の調べ方に 生き物を観察します。散策の後は森めぐり

ついて検索機を使って学び、保護者プログ を振り返るお茶会を開催します。

ラムは小学生が好きな本ブックトーク、親 《日時》4/18(土)9：30～12：00

子で読書を楽しむ方法を紹介します。新学 《会場》帯広の森アイスアリーナ駐車場集合

期スタートアップにぴったりの知識と体験 《定員》30名

をあわせたプログラムです。 《費用》100円
《日時》4/3(金)13：30～14：30 《備考》小学生以下は保護者同伴
《会場》図書館 1階多目的視聴覚室 《申込》3/25(水)～開催日の前日までに電話申込
《対象》小学2～6年生までの児童とその保護者 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
《定員》先着10家族 a
《申込》4/2(木)までに電話申込 a
《問合》帯広市図書館☎22-4700 《題名》博物館講座

a 「史料から見る依田勉三・晩成社５」

a 《内容》依田勉三が書き残した歴史資料から、開拓

《題名》親子囲碁入門教室 時代を生きた人々の営みをひもときます。

《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《日時》4/18(土)14：00～16：00

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 《会場》帯広百年記念館　2号室

碁を通じて友達の輪を広げます。 《問合》帯広百年記念館☎24-5352

《日時》4/12(日)10：00～12：00 a

《会場》帯広市児童会館 a

《対象》小・中学生とその保護者 《題名》帯広市民大学講座

《問合》帯広市児童会館☎ 24-2434 「昭和史に埋没した帯広市政二大事件」

a 《内容》嶺野　侑　氏 (元帯広市議会議長)を講師
a に、昭和史に埋没され表に出ることのな

《題名》科学技術週間行事 かった帯広市政二大事件をお伝えします。
《内容》科学技術週間(4/13(月)～4/19(日))にあわ 《日時》4/21(火)14：00～15：30

せ、4/14(火)より科学技術週間ポスターの 《会場》とかちプラザ 2階 視聴覚室

無料配布を行います。(当館は4/13(月)は 《定員》先着150名

休館日のため、科学技術週間ポスターの無 《申込》前日までに電話申込

料配布は翌日の4/14(火)から実施いたしま 《問合》生涯学習文化課☎65-4192

す。)4/18(土)～4/19(日)に科学展示室内 a

で宇宙、地球に関する映像を放映します。 a
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《題名》手話奉仕員養成講座(夜の部)受講生募集 《対象》帯広市、及び十勝の町村にお住まいの方並
《内容》手話初心者がろう者の言語である手話を学 びにかつて住んでおられた方

び、ろう者と簡単な会話が出来るようにな 《備考》詳しくは募集要項(図書館に設置、又は図

るための入門・基礎講座です。 書館ホームページに掲載)をご覧くださ

《日時》4/23(木)～3/11(木)19：00～21：00 い。

《会場》市庁舎　10階会議室 《申込》8/31(月)までに下記応募先に提出

《対象》帯広市民及び近隣町村住民 〒080-0012　帯広市西2条南14丁目3番地1　

《定員》30名(初めての方優先) 帯広市図書館「市民文藝」事務局

《費用》無料(講座テキスト購入希望の 《問合》帯広市図書館☎22-4700

方のみテキスト代自己負担あり) a

《備考》毎週木曜日開催、全40回 a

《申込》4/1(水)～4/14(火)8：45～17：30 《題名》プラザ・エンジョイスクール
《問合》障害福祉課☎65-4147 『2020年度前期講座』　受講生募集

a 《内容》5～10月に開催する講座の受講生を募集し
a ます。詳しくは、とかちプラザ、総合案内

《題名》手話奉仕員養成講座(昼の部)受講生募集 (市庁舎1階)、コミセンなどに配置のパン
《内容》手話初心者がろう者の言語である手話を学 フレットか市ホームページでご確認くださ

び、ろう者と簡単な会話が出来るようにな い。健康・スポーツ、音楽、書道・絵画、
るための入門・基礎講座です。 語学、文学、趣味・手工芸など

《日時》4/24(金)～3/12(金)10：00～12：00 《日時》5/1(金)～10/31(土)　午前の部10：00～
《会場》市庁舎　10階会議室 12：00、午後の部13：30～15：30、
《対象》帯広市民及び近隣町村住民 夜間の部18：30～20：30
《定員》30名(初めての方優先) 《会場》とかちプラザ
《費用》無料(講座テキスト購入希望の 《対象》高校生以上

方のみテキスト代自己負担あり) 《定員》各講座先着20名～40名
《備考》毎週金曜日開催、全40回 《費用》5回講座：4,000円、
《申込》4/1(水)～4/14(火)8：45～17：30 10回講座：8,000円、20回講座：16,000円
《問合》障害福祉課☎65-4147 《備考》とかちプラザでの開催講座のみ、託児可能

a です。
a 《申込》4/8(水)～4/22(水)　とかちプラザ2階事務

《題名》要約筆記奉仕員養成講座の受講生募集 室※パンフレットに折り込みの郵便振替用
《内容》聞こえの不自由な方のために会話や講演内 紙でのお申込みも可能です。4/8(水)10：

容などを文字に変えて伝える要約筆記の技 00～11：00のみ、西帯広コミセン(西23条
法を学ぶ講座です。音声情報をサポートす 南2丁目)分校分を西帯広コミセンでも受け
るボランティア活動に興味のある方のご参 付けます。
加をお待ちしています。 《問合》とかちプラザ☎22-7890

《日時》4/28(火)～7/28(火)10：00～15：00 a
《会場》グリーンプラザ a

※5/26(火)と7/28(火)：保健福祉センター 《題名》クルミの木でものづくり
《対象》帯広市民及び近隣町村住民 《内容》帯広の森に生えるオニグルミの木について
《定員》20名(応募多数の場合は抽選) 学びながら、間伐、ものづくりを行いま
《備考》毎週火曜日開催 す。

全13回、各回4時間(休憩を挟む) 《日時》5/2(土)9：30～12：00
《申込》4/1(水)～4/23(木)8：45～17：30 《会場》帯広の森・はぐくーむ
《問合》障害福祉課☎65-4147 《定員》15名

a 《備考》小学生以下は保護者同伴
a 《申込》3/25(水)～開催日の前日までに電話申込

《題名》「市民文藝」第60号　作品募集 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
《内容》「市民文藝」第60号に掲載する作品を募集 a

します。募集部門は、小説、戯曲・シナリ a
オ、文芸評論、随筆、ノンフィクション、 《題名》プラザ・エンジョイスクール
童話、詩、短歌、俳句、川柳の全10部門で 楽しくわかりやすいパソコン(5月講座)
す。応募にあたっては、募集要項に記載の 《内容》●楽しいパソコン(基礎から)(毎週火・
注意事項をご確認いただき、応募作品には 木、午前)●とてもわかりやすいテキスト
募集要項下部の応募票に必要事項を記入し でエクセル(1)(毎週火・木、午後)●基本
添付してください。入選作を「市民文藝」 からしっかり！ワードとエクセル(1)(毎週
に掲載し、特に優秀な作品に対しては市民 火・木、夜間)●基本からマスターエクセ
文芸賞等を贈ります。 ル(1)入門(毎週水・金、午前)●とてもわ

《日時》5/1(金)～8/31(月) かりやすいテキストでワード(1)(毎週水・
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金、午後)●豊富な題材で実用ワザが身に 《定員》30名

付くワード・エクセル(1)(毎週水・金、夜 《費用》100円

間) 《備考》小学生以下は保護者同伴
《日時》5/7(木)～5/27(水)　午前の部10：00～ 《申込》4/25(土)～開催日の前日までに電話申込

12：00、午後の部13：30～15：30、 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

夜間の部18：30～20：30 a
《会場》とかちプラザ 4階 コンピュータールーム a
《対象》高校生以上 《題名》おびＺｏｏ寺子屋～アメリカビーバー編～
《定員》各講座先着20名 《内容》知っているつもりでも知らない事の多い動
《費用》5回コース4,000円(テキスト代別途) 物のアレコレを見て触れて感じてみましょ
《申込》4/7(火)～4/22(水) う。今回はアメリカビーバー

とかちプラザ2階事務室 について学びます。
《問合》とかちプラザ☎22-7890 《日時》5/17(日)13：30～14：30

a 《会場》おびひろ動物園
a 《対象》なし(但し、小学生以下は保護者同伴)

《題名》みどりと花のフェスタ2020 《定員》15名(応募者多数の場合は抽選)
《内容》緑に触れ合える様々なイベントや、 《申込》4/16(木)～4/30(木)までに、はがき又は応

緑に関する取り組みについてのパネル 募フォーム又による事前申込。詳しくは動
展示を開催。 物園ホームページをご覧ください。

《日時》5/9(土)9：30～13：00 《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437
《会場》みどりと花のセンター a
《備考》パネル展示は5/9(土)～5/16(土)の間実施。 a
《問合》みどりの課☎ 65-4186 《題名》健康ウォーキング

a 《内容》ストレッチや正しい歩き方を教わり、新緑
a の森の園路を歩きます。

《題名》親子囲碁入門教室 《日時》5/23(土)10：00～12：00
《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考 《会場》帯広の森・はぐくーむ

える遊びの楽しさを体験するとともに、囲 《定員》30名

碁を通じて友達の輪を広げます。 《備考》小学生以下は保護者同伴
《日時》5/10(日)10：00～12：00 《申込》4/25(土)～開催日の前日までに電話申込
《会場》帯広市児童会館 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
《対象》小・中学生とその保護者 a
《問合》帯広市児童会館☎ 24-2434 a

a 《題名》森の生き物講座(ほ乳類編)
a 《内容》都丸成示氏(宇都宮大学)を講師に、ほ乳類

《題名》1日飼育係 が植物の種子を運ぶしくみなどを学びま
《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す す。

ることで、動物園動物や野生動物との向き 《日時》5/30(土)10：00～12：00
合い方、動物園の役割などを考えてみま 《会場》帯広の森・はぐくーむ
しょう。 《定員》10名

《日時》5/16(土)10：00～15：15 《備考》小学生以下は保護者同伴
《会場》おびひろ動物園 《申込》4/25(土)～開催日の前日までに電話申込
《対象》中学生以上 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
《定員》4名 a
《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入 a

園料が掛かります。) 《題名》「夜間陶芸講座」の開催について
《申込》4/16(木)～4/30(木)までに、はがき又は応 《内容》令和2年度夜間陶芸講座の受講生を募集し

募フォーム又による事前申込。詳しくは動 ます。夜間に開講するため、日中にお仕事
物園ホームページをご覧ください。 や用事のある方でも陶芸を楽しめます。

《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437 《日時》6/2(火)～10/20(火)18：30～21：30
a (第1・3火水曜日、全18回)
a 《会場》百年記念館　1号室

《題名》四季の森めぐり～春～ 《対象》18歳以上の陶芸初心者
《内容》第2柏林台川周辺の森を歩き、春の花を観 《定員》36名(抽選)

察します。散策の後は森めぐりを振り返る 《費用》受講料8,000円、材料費4,500円
お茶会を開催します。 (必要な方は用具代3,500円)

《日時》5/17(日)9：30～12：00 《申込》往復はがきにて、百年記念館まで
《会場》帯広の森 《問合》帯広百年記念館　☎24-5352

(西20条南6丁目交差点付近の駐車場集合) a
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a 《申込》5/26(火)～開催日の前日までに電話申込
《題名》プラザ・エンジョイスクール 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200

楽しくわかりやすいパソコン(6月講座) a
《内容》●初心者の為のゆっくりワード(1)(毎週 a

火・木、午前)●とてもわかりやすいテキ 《題名》親子囲碁入門教室
ストでエクセル(2)(毎週火・木、午後)● 《内容》児童生徒と保護者が囲碁の基礎を学び、考
基本からしっかり！ワードとエクセル える遊びの楽しさを体験するとともに、囲
(2)(毎週火・木、夜間)●基本からマス 碁を通じて友達の輪を広げます。
ターエクセル(2)基礎(毎週水・金、午前) 《日時》6/14(日)10：00～12：00
●とてもわかりやすいテキストでワード 《会場》帯広市児童会館
(2)(毎週水・金、午後)●豊富な題材で実 《対象》小・中学生とその保護者
用ワザが身に付くワード・エクセル(2)(毎 《問合》帯広市児童会館☎ 24-2434
週水・金、夜間) a

《日時》6/3(水)～6/18(木)　午前の部10：00～ a

12：00、午後の部13：30～15：30、 《題名》大人のための陶芸体験講座

夜間の部18：30～20：30 《内容》北海道陶芸協会副会長の下沢敏也先生によ
《会場》とかちプラザ 4階 コンピュータールーム る初心者向けの陶芸教室です。
《対象》高校生以上 《日時》6/14(日)①10：00～12：00
《定員》各講座先着20名 　　　　②14：00～16：00
《費用》5回コース4,000円(テキスト代別途) 《会場》百年記念館　1号室
《申込》5/7(木)～5/22(金) 《対象》18歳以上で十勝管内在住の陶芸初心者

とかちプラザ2階事務室 《定員》各20名
《問合》とかちプラザ☎22-7890 《費用》2,000円

a 《備考》持ち物：手ぬぐい、エプロン

a 《申込》5/19(火)～5/31(日)までに電話申込

《題名》森の生き物講座(昆虫編) 《問合》帯広百年記念館☎24-5352

《内容》栗林恵子氏(北海道水生生物研究所)を講師 a
に、帯広の森を流れる川に生息する水生昆 a
虫を観察しながら、生態や観察手法などを 《題名》1日飼育係
学びます。 《内容》普段とは違う視点から動物園を見て体験す

《日時》6/6(土)9：30～12：00 ることで、動物園動物や野生動物との向き

《会場》帯広の森・はぐくーむ 合い方、動物園の役割などを考えてみま

《定員》10名 しょう。

《備考》小学生以下は保護者同伴 《日時》6/14(日)10：00～15：15

《申込》4/25(土)～開催日の前日までに電話申込 《会場》おびひろ動物園

《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《対象》中学生以上

a 《定員》4名
a 《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入

《題名》森の生き物講座(鳥編) 園料が掛かります。)
《内容》尾崎高博氏(日本野鳥の会十勝支部)を講師 《申込》5/14(木)～5/28(木)までに、はがき又は応

に、帯広の森で見られる渡り鳥の生態につ 募フォーム又による事前申込。詳しくは動
いて、野鳥の観察をしながら学びます。 物園ホームページをご覧ください。

《日時》6/13(土)10：00～12：00 《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437
《会場》帯広の森・はぐくーむ a
《定員》10名 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 《題名》博物館講座「吉田康登牧師の足跡―なぜ池
《申込》4/25(土)～開催日の前日までに電話申込 田の町に教会が建てられたのか？　－」
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《内容》池田教会の歴史と吉田康登牧師の足跡を振

a り返り、地方史における教会史の課題を考

a えます。

《題名》四季の森めぐり～初夏～ 《日時》6/14(日)14：00～16：00

《内容》「森の回廊＠十勝」とともに森を歩き、初 《会場》百年記念館　2号室
夏の草花などを観察します。散策のあとは 《問合》帯広百年記念館☎24-5352
森めぐりを振り返るお茶会を開催します。 a

《日時》6/14(日)9：30～12：00 a

《会場》帯広の森・はぐくーむ 《題名》おびＺｏｏ寺子屋～キタキツネ編～
《定員》30名 《内容》知っているつもりでも知らない事の多い動
《費用》100円 物のアレコレを見て触れて感じてみましょ
《備考》小学生以下は保護者同伴 う。今回はキタキツネについて学びます。
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《日時》6/20(土)13：30～14：30 《会場》帯広市児童会館
《会場》おびひろ動物園 《対象》小学1年生から高校3年生
《対象》なし(但し、小学生以下は保護者同伴) 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
《定員》15名(応募者多数の場合は抽選) a
《申込》5/21(木)～6/4(木)までに、はがき又は応 a

募フォーム又による事前申込。詳しくは動 《題名》親と子のエンジョイ将棋
物園ホームページをご覧ください。 《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将

《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437 棋を通じて友達の輪を広げます。
a 《日時》4/11(土)10：00～12：00
a 《会場》帯広市児童会館

《題名》プラザ・エンジョイスクール 《対象》小中学生とその保護者
楽しくわかりやすいパソコン(7月講座) 《問合》帯広市児童会館☎24-2434

《内容》●初心者の為のゆっくりワード(2)(毎週 a

火・木、午前)●とてもわかりやすいテキ a

ストでエクセル(3)(毎週火・木、午後)● 《題名》あそびの森のあしあとづくり

基本からしっかり！ワードとエクセル 《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、春

(3)(毎週火・木、夜間)●基本からマス の森探検や地図づくり、森のお手入れな

ターエクセル(3)活用(毎週水・金、午前) ど、楽しみながら森とふれ合う。

●とてもわかりやすいテキストでワード 《日時》4/19(日)10：00～15：00

(3)(毎週水・金、午後)●豊富な題材で実 《会場》帯広の森・はぐくーむ

用ワザが身に付くワード・エクセル(3)(毎 《定員》30名

週水・金、夜間) 《費用》100円
《日時》7/2(木)～7/17(金)　午前の部10：00～ 《備考》小学生以下は保護者同伴

12：00、午後の部13：30～15：30、 《申込》3/25(水)～開催日の前日までに電話申込

夜間の部18：30～20：30 《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200
《会場》とかちプラザ 4階 コンピュータールーム a
《対象》高校生以上 a
《定員》各講座先着20名 《題名》帯広市野草園の開園と「開園の集い」の
《費用》5回コース4,000円(テキスト代別途) ご案内
《申込》6/3(水)～6/23(火) 《内容》帯広市野草園は、4/29(水)の午前9時から

とかちプラザ2階事務室 開園します。開園初日の4/29(水)には、
《問合》とかちプラザ☎22-7890 「開園の集い」を開催します。帯広市野草

a 園運営委員会による園内の案内と、参加者
a への花苗の無料配布(数量に限りあり。当

◇　レジャー　◇ 日整理券配布)を予定しています。

a 《日時》4/29(水・祝)10：00～12：00

《題名》おびひろ動物園夏期開園 《会場》緑ヶ丘公園内　帯広市野草園 管理棟前集合

《内容》令和２年度のおびひろ動物園の夏期開園が 《備考》春一番の草花を楽しんでいただくために、
始まります。開園初日は9：00より正門広 4/19(日)～4/28(火)まで臨時開園
場にて、動物たちがお出迎えします。 する予定です。みなさまのお越しを

《日時》4/29(水)～11/3(火)　9：00～16：30 お待ちしております。
(10月から9：30～16：00) 《問合》帯広市児童会館☎24-2434

《会場》おびひろ動物園 a

《費用》入園料：大人420円、65歳以上・ a
高校生210円、中学生以下無料 《題名》スペシャルおはなし会

《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437 《第62回こどもの読書週間関連事業》

a 《内容》帯広図書館友の会おひさまによる、絵本、

a 紙芝居、エプロンシアターなど盛りだくさ

◇　子ども・子育て　◇ んのスペシャルおはなし会を実施します。
a マタニティママ・パパにお役立ちの本の展

《題名》帯広児童劇団員の募集 示も行いますので、ぜひご参加ください♪
《内容》令和2年度の新メンバーを募集していま 《日時》4/29(水・祝)11：00～11：40

す。帯広児童劇団は、演劇活動を通じて子 《会場》図書館 1階多目的視聴覚室

どもたちの豊かな人間性を育てることを目 《問合》帯広市図書館☎22-4700
的として活動を続け、毎年昼夜2回の演劇 a

公演を開催しています。練習内容：演劇指 a
導、ダンスレッスン、歌唱指導(体験見学 《題名》こどもウィークおびひろ2020

もできます)。 《内容》工作や実験教室など、日替わりで楽しい催
《日時》3/1(日)～7/1(水)9：00～17：00 しがもりだくさんです。

5



《日時》5/3(日・祝)～5/5(火.・祝)の3日間 かれて、図書館のひみつ・本の調べ方・読
10：00～15：00 書に親しむ工夫についてなど親子で読書を

《会場》帯広市児童会館 楽しむコツを教えます。

《対象》幼児、小中学生(幼児、小学校低学年の場 《日時》5/6(水・振)13：30～14：30
合は保護者同伴) 《会場》図書館 1階多目的視聴覚室

《問合》帯広市児童会館☎24-2434 《対象》小学2～6年生までの児童とその保護者
a 《定員》先着10家族

a 《申込》4/21(火)より受付開始。図書館3階事務室

《題名》なりきり図書館員《第62回こどもの読書週 まで、来館か電話でお申し込みください。
間関連事業》 《問合》帯広市図書館☎22-4700

《内容》なりきり図書館員を募集し、図書館のカウ a
ンター業務や普段は見られないバックヤー a
ド業務を体験します。 《題名》帯広少年少女発明クラブ員募集

《日時》5/3(日・祝) 《内容》令和2年度に活動するクラブ員を募集しま
11：00～15：50までの間で20分間 す。基本的な工作技術を習得し、アイデア

《会場》図書館内 を形にした作品を作り発明につなげます。
《対象》小学生 参加ご希望の方は往復はがきにてお申込み
《定員》12名(抽選) ください。
《備考》申込時の時間指定はできません。 《日時》活動期間：5/9(土)～2/20(土)の主に第2・

当選者には4/24(金)までに文書発送にて 第4土曜日(全19回)9：30～11：30を予定
通知します。 《会場》児童会館

《申込》4/3(金)～4/15(水)までに図書館3階事務室 《対象》新小学校4年生～新中学校2年生
まで、来館か電話でお申し込みください。 《定員》20名(応募多数の場合は抽選)

《問合》帯広市図書館☎22-4700 《費用》会費1200円と保険料
a 《備考》往復はがき往信欄に「発明クラブ申込み」
a と明記の上、①住所(郵便番号も)、②氏名

《題名》えーっ！！とおどろく絵本のおはなし会 (ふりがな)、③電話番号、④性別、⑤学校
《第62回こどもの読書週間関連事業》 名と学年、⑥保護者氏名をご記入くださ

《内容》えーーーっ！！！とおどろく絵本ばかりを い。また、返信表には返送先をご記入のう
集めたおはなし会です。意外な展開の作品 え、帯広市児童会館まで郵送でお申込みく
やしかけ絵本など子どもたちの ださい。
「えーーーっ！！！」「ありえない！」が 《申込》4/1(水)～4/10(金)　9：00～17：00
止まらない、わくわくドキドキの内容で 当日消印有効
す。もちろん大人の方の参加も大歓迎で 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
す。 a

《日時》5/4(月・祝)13：30～14：00 a
《会場》図書館 1階多目的視聴覚室 《題名》親と子のエンジョイ将棋
《問合》帯広市図書館☎22-4700 《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。
a 《日時》5/9(土)10：00～12：00

《題名》親子で行く！図書館の裏側探検書庫ツアー 《会場》帯広市児童会館
《第62回こどもの読書週間関連事業》 《対象》小中学生とその保護者

《内容》図書館の裏側探検。普段は入れない場所ま 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
でどんどん行きます。3階書庫では資料の a
収集保存の大切さ、2階デジタルライブラ a
リーでは新聞検索、もちろん、こどもの本 《題名》幼児と児童の走り方教室
の森も探検して図書館の設備や秘密を解説 《内容》幼稚園・保育園(年中・年長)から
します。 小学校3年生を対象に運動の基本や、

《日時》5/5(火・祝)10:30～11:40 すばやい動きを学ぶことを目的
《会場》図書館内 として開催する教室です。
《対象》小中高生とその家族 《日時》5/10(日)
《定員》先着10組20名 ①年中・年長のお子様 9：00～10：30
《備考》子どもだけ、大人だけの参加は不可 ②小1から小3のお子様 10：45～12：15
《問合》帯広市図書館☎22-4700 《会場》明治北海道十勝オーバル

a 《対象》幼稚園・保育園の年中・年長にあたる幼児
a から小学校3年生まで

《題名》本が好きになる・図書館を知る 《定員》各組100名づつ(合計200名)
《第62回こどもの読書週間関連事業》 《費用》500円

《内容》子どもプログラムと保護者プログラムに分 《備考》持ち物：動きやすい服装・運動靴・タオ
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ル・着替え・飲料水 ※画用紙はこちらでご用意しています。
《申込》4/30(木)までにお申込みください。 《問合》勝毎光風社☎22-7555

※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは a
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを a
ご確認ください。 《題名》親子おもしろ教室

《問合》帯広の森陸上競技場☎47-1188 《内容》牛乳パックと割りばしで、踊る子猿を作り
a ます。
a 《日時》5/23(土)9：30～11：30　入場は11：00まで

《題名》令和2年度　自然体験クラブ員募集 《会場》帯広市児童会館
《内容》十勝の自然にたっぷり触れる「自然体験ク 《対象》幼児、小・中学生とその保護者(幼児、

ラブ」のクラブ員を募集します。化石や砂 小学校低学年の場合は保護者同伴)
金掘り、火おこし体験、Ｅボートで川くだ 《定員》先着50名

りなど自然に親しみながら他校の児童との 《問合》帯広市児童会館☎24-2434
交流も深めます。 a

《日時》令和2年5月～9月の全5回、開催日は a

5/16(土)、6/13(土)、7/11(土)、 《題名》小学生の１日飼育係

8/29(土)、9/12(土)です。 《内容》動物のお部屋の掃除や観察など、飼育員に
《会場》帯広市児童会館に毎回集合し、十勝管内各 はエサやり以外の仕事もたくさんありま

地で体験学習し、帯広市児童会館で毎回解 す。先輩飼育員の引率のもと、2人1組のグ

散します。 ループで飼育体験をしてみましょう。
《対象》帯広市内の小学校　新4年生～新6年生 《日時》5/23(土)10：00～14：30
《定員》抽選で20名 《会場》おびひろ動物園
《費用》5,000円(保険料を含む)　自然体験クラブ 《対象》小学4～6年生

初日にお支払いいただきます。 《定員》8名
《申込》4/10(金)～4/21(火)までに、往復はがきに 《費用》無料(付添の保護者が入園する場合は、入

必要事項を記入し応募してください。往復 園料が掛かります。)

はがき往信裏に　1、自然体験クラブ申込 《申込》4/23(木)～5/7(木)までに、はがき又は応

み　2、住所(郵便番号も)　3、氏名(ふり 募フォーム又による事前申込。詳しくは動

がな)　4、電話番号　5、性別　6、小学校 物園ホームページをご覧ください。

名、学年　7、返信表に返送先、返信裏に 《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437

は何も書かないで帯広市児童会館まで郵送 a

でお申込みください。　 a
《問合》帯広市児童会館☎24-2434 《題名》星の観察会

a 《内容》プラネタリウムにて星空解説をした後、天

a 文台にある天体望遠鏡で季節ごとに見える

《題名》親子科学実験教室 天体を観察します。

《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 《日時》5/29(金)　星空解説①18：45～

子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し ②19：15～(各回約15分間)

い科学遊びを行います。 天体観察18：45～随時(20：30終了) 

《日時》5/17(日)13：30～14：30(1回目) 《会場》帯広市児童会館

　　　　14：40～15：40(2回目) 《問合》帯広市児童会館☎24-2434

《会場》帯広市児童会館 a

《対象》幼児・小中学生とその保護者 a

※高学年未満は保護者同伴 《題名》親子で飼育体験
《問合》帯広市児童会館☎24-2434 《内容》飼育員のお仕事を親子で体験して

a みませんか？お掃除・エサやり・
a 観察を通じて、動物園で働く

《題名》動物画写生コンクール 飼育員の世界を見てみましょう。
《内容》児童・生徒を対象とした動物画コンクール 《日時》5/31(日)10：00～12：00

です。好きな動物を観察しながら写生して 《会場》おびひろ動物園
みませんか？優秀作品は全道大会へ出品さ 《対象》小学1～3年生とその保護者(1組2名まで)
れます。 《定員》4組(応募者多数の場合は抽選)

《日時》5/23(土)9：00～13：00 《申込》4/30(木)～5/14(木)までに、はがき又は応
※時間までに完成した絵を 募フォーム又による事前申込。詳しくは動
正門前受付に提出してください。 物園ホームページをご覧ください。

《会場》おびひろ動物園 《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437
《対象》中学生以下 a
《備考》持ち物　画板・絵の具・クレヨンなどの画 a

材　 《題名》星の観察会
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《内容》プラネタリウムにて星空解説をした後、天 て、割りばしを上下すると鼻からシャワー
文台にある天体望遠鏡で季節ごとに見える が出る象さんを作ります。
天体を観察します。 《日時》6/27(土)9：30～11：30　入場は11：00まで

《日時》6/26(金)　星空解説①18：45～ 《会場》帯広市児童会館
②19：15～(各回約15分間) 《対象》幼児、小・中学生とその保護者(幼児、
天体観察18：45～随時(20：30終了) 小学校低学年の場合は保護者同伴)

《会場》帯広市児童会館 《定員》先着50名
《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》親と子のエンジョイ将棋 《題名》「親子陶芸教室」の開催について
《内容》児童生徒と保護者が楽しく将棋を学び、将 《内容》親子で陶芸を楽しんでもらうことを目的と

棋を通じて友達の輪を広げます。 して、令和2年度親子陶芸教室を開催しま
《日時》6/13(土)10：00～12：00 す。
《会場》帯広市児童会館 《日時》6/27(土)、7/4(土)、7/5(日)
《対象》小中学生とその保護者 いずれも10：00～12：00
《問合》帯広市児童会館☎24-2434 《会場》百年記念館　1号室

a 《対象》4歳～中学生の子供とその保護者

a 《定員》各日20組40名(抽選)

《題名》親子科学実験教室 《費用》1組2名1,200円、1組3名1,500円

《内容》帯広市児童会館の実験室開放事業として、 《申込》往復はがきにて、百年記念館まで
子どもも大人も楽しめる面白い実験、楽し 《問合》帯広百年記念館☎24-5352
い科学遊びを行います。 a

《日時》6/21(日)13：30～14：30(1回目) a
　　　　14：40～15：40(2回目) 《題名》親子で飼育体験

《会場》帯広市児童会館 《内容》飼育員のお仕事を親子で体験
《対象》幼児・小中学生とその保護者 してみませんか？お掃除・エサやり・

※高学年未満は保護者同伴 観察を通じて、動物園で働く
《問合》帯広市児童会館☎24-2434 飼育員の世界を見てみましょう。

a 《日時》6/28(日)10：00～12：00
a 《会場》おびひろ動物園

《題名》森の寺子屋～川の巻～ 《対象》小学1～3年生とその保護者(1組2名まで)
《内容》帯広の森を流れる川の探検や、川の生き物 《定員》4組(応募者多数の場合は抽選)

調べなどに挑戦します。 《申込》5/28(木)～6/11(木)までに、はがき又は応
《日時》6/20(土)10：00～15：00 募フォーム又による事前申込。詳しくは動
《会場》帯広の森・はぐくーむ 物園ホームページをご覧ください。
《対象》小学生 《問合》おびひろ動物園☎ 24-2437
《定員》15名 a
《費用》300円 a
《備考》小学生以下は保護者同伴 ◇　健康・スポーツ　◇
《申込》5/26(火)～開催日の前日までに電話申込 a
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《題名》か・ら・だ♪ナビ健康講座「薬のはなし」

a 《内容》札幌で医師としてご活躍されている、松嶋
a 喬氏を講師にお迎えし、高齢者の薬の服用

《題名》あそびの森のあしあとづくり についてや、薬との関わり方などをわかり
《内容》NPO法人ぷれいおん・とかちとともに、倒 やすく学べる講座を行います。

木や枯れ木を運び出します。初夏の森を楽 《日時》4/19(日)13：30～14：30
しむ観察会も実施します。 《会場》図書館 1階多目的視聴覚室

《日時》6/21(日)10：00～15：00 《定員》50名(定員になり次第締め切ります)
《会場》帯広の森・はぐくーむ 《申込》4/1(水)～4/17(金)までに図書館3階事務室
《定員》30名 へ、来館か電話でお申し込みください。
《費用》100円 《問合》帯広市図書館☎22-4700
《備考》小学生以下は保護者同伴 a
《申込》5/26(火)～開催日の前日までに電話申込 a
《問合》帯広の森・はぐくーむ☎66-6200 《題名》ナイター卓球教室

a 《内容》初心者及び中級者を対象に、基本技術やス

a ポーツのマナーなどを習得するとともに、

《題名》親子おもしろ教室 卓球の普及振興を図る教室です。

《内容》折り紙とトイレットペーパーの芯を使っ 《日時》5/11(月)～7/13(月)19：00～20：30
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月曜日/全10回 《日時》5/14(木)～7/23(木)10：00～11：00
《会場》帯広の森体育館 木曜日/全10回
《対象》16歳以上の方 《会場》帯広の森体育館
《定員》25名 《対象》16歳以上の方
《費用》5,000円 《定員》25名
《備考》持ち物：運動靴・動きやすい服装・スポー 《費用》5,000円

ツタオル・飲料水・卓球ラケット 《備考》持ち物：運動靴・動きやすい服装・スポー
《申込》4/27(月)までにお申込ください。 ツタオル・飲料水

※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは 《申込》4/27(月)までにお申込ください。
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは
ご確認ください。 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 ご確認ください。
a 《問合》帯広の森体育館☎48-8912
a a

《題名》心爽やぐ朝ヨガ(1回目) a
《内容》ヨガの呼吸法、姿勢、瞑想を組み合わせ 《題名》肩こり・腰痛・改善ヨガ(1期)

て、心身の緊張をほぐし、柔軟な筋力をつ 《内容》ヨガの呼吸法や動きを行い、骨格を中心と
け体力の向上と健康の増進を図る教室で した身体の深層部を刺激し姿勢改善・身体
す。 のバランス能力アップ・腰痛・肩こり解

《日時》5/11(月)～6月15日(月)9：15～10：15 消・新陳代謝促進などによる美容と健康つ
月曜日/全6回 くりのための教室です。

《会場》帯広の森体育館 《日時》5/15(金)～7/3(金)14：00～14：45
《対象》16歳以上の方 金曜日/全6回
《定員》25名 《会場》帯広の森体育館
《費用》3,000円 《対象》16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》25名

ツタオル・飲料水・ヨガマット 《費用》3,000円
《申込》4/27(月)までにお申込ください。 《備考》持ち物：運動靴・動きやすい服装・スポー

※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは ツタオル・飲料水・ヨガマット
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを 《申込》4/27(月)までにお申込ください。
ご確認ください。 ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを
a ご確認ください。
a 《問合》帯広の森体育館☎48-8912

《題名》エンジョイ♪エクササイズ！！(1回目) a
《内容》音楽に合わせて身体を動かすエアロビク a

ス・リズムウォーク・簡単なボディーヒー 《題名》めだか水泳教室(1回目)
リング(ピラティス)等を取り入れた運動不 《内容》小学生の初心者を対象とした水泳教室です。
足の解消を図る教室です。 水慣れから水泳の基礎を習います。

《日時》5/11(月)～9/14(月)12：00～13：00 《日時》5/20(水)～6/12(金)17：00～17：50
月曜日/全18回 水・金曜日の全8回

《会場》帯広の森体育館 《会場》帯広の森市民プール
《対象》16歳以上の方 《対象》小学生初心者
《定員》30名 《定員》60名(抽選)
《費用》9,000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

ツタオル・飲料水・エクササイズマット 《申込》5/4(月)までにお申し込みください。
《申込》4/27(月)までにお申込ください。 ※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ

※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは 振興財団ホームページをご確認ください。
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
ご確認ください。 a

《問合》帯広の森体育館☎48-8912 a
a 《題名》おやこ水泳教室(2回目)
a 《内容》お母さんやお父さんと,水遊びを通して楽

《題名》ストレッチバレエ しみながら水慣れしていきます。
《内容》バレエバーのエクササイズを通して姿勢改 《日時》5/25(月)～7/6(月)10：00～10：50

善・血行促進や股関節・背中・肩周りの柔 月曜日の全6回
軟性を向上させ、しなやかな体作りを目指 《会場》帯広の森市民プール
し健康増進を図る教室です。 《対象》2・3・4歳児と保護者
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《定員》20組(抽選) 《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法と様々な
《費用》3,000円 ポーズを学び、身体の柔軟性を高めます。
《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル 初心者向けですが、10回の中で少し強度に
《申込》5/4(月)までにお申し込みください。 変化を付けながら進む内容です。

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《日時》5/29(金)～8/7(金)20：00～21：00　全10回
振興財団ホームページをご確認ください。 《会場》明治北海道十勝オーバル

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《対象》16歳以上の方
a 《定員》25名(抽選)
a 《費用》5,000円

《題名》姿勢がきれいになる教室(1回目) 《備考》持ち物：ヨガマット(有料レンタル50円/回
《内容》簡単なエクササイズをはじめ楽しく体を動 毎)、運動着、タオル、飲料水

かし、きれいな姿勢を保つための筋力をつ 《申込》3/20(金)～5/15(金)までにお申込くださ
けることを目標とした教室です。 い。

《日時》5/28(木)～7/16(木)13：00～13：50 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000
木曜日の全8回 a

《会場》帯広の森市民プール 研修室 a
《対象》16歳以上の方 《題名》ベビースイミング(2回目)
《定員》20名(抽選) 《内容》水慣れ、親子のスキンシップ、子育てママ
《費用》4,000円 同士のコミニュケーションの場に最適で
《備考》持ち物：動きやすい服装・運動靴・飲料水 す。
《申込》5/11(月)までにお申し込みください。 《日時》6/1(月)～7/13(月)【A】11：00～11：50　

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 【B】12：00～12：50　月曜日の全6回
振興財団ホームページをご確認ください。 《会場》帯広の森市民プール

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《対象》6か月～2歳未満(1歳11か月まで)と保護者
a 《定員》各10組(抽選)
a 《費用》3,000円

《題名》水中エアロビクス(2回目) 《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル
《内容》音楽に合わせてエアロビクスを行う水中運 《申込》5/11(月)までにお申し込みください。

動の教室です。 ※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ
《日時》5/29(金)～7/18(金)10：00～10：50 振興財団ホームページをご確認ください。

金曜日の全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 a
《対象》16歳以上の方 a
《定員》30名(抽選) 《題名》ソフトテニススクール
《費用》4,000円 《内容》ソフトテニス初心者を対象とした、基礎習
《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル 得やミニゲームを通じてテニスの楽しさを
《申込》5/11(月)までにお申し込みください。 紹介する教室です。

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《日時》6/1(月)～7/1(水)18：00～20：00
振興財団ホームページをご確認ください。 毎週月・水曜日の全10回

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《会場》帯広の森テニスコート
a 《対象》小学4年生～中学1年生の初心者
a 《定員》20名(抽選)

《題名》めだかUP 《費用》5,000円
《内容》小学4～6年生の高学年を対象にした長期水 《備考》持ち物：運動靴、ラケット、タオル

泳教室です。 《申込》4/20(月)～5/20(水)までにお申込みくださ
《日時》5/29(金)～12/4(金)18：00～18：50 い。※申し込み方法の詳細は、各施設もし

金曜日の全24回 くは帯広市文化スポーツ振興財団ホーム
《会場》帯広の森市民プール ページをご確認ください。
《対象》小学4～6年生 《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401
《定員》40名(抽選) a
《費用》12,000円 a
《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル 《題名》Black Burnout adv.①
《申込》5/11(月)までにお申し込みください。 《内容》暗闇系フィットネスシリーズ。

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 「BlackBurnout」のレベルアッププログラ
振興財団ホームページをご確認ください。 ム。BlackBurnoutでの筋トレに加え、ス

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 テップ台を利用した昇降運動による有酸素
a 運動を組み合わせたプログラム。
a 《日時》6/2(火)～7/7(火)19：00～19：45　全6回

《題名》ヨガ① 《会場》明治北海道十勝オーバル
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《対象》16歳以上の女性の方 毎)、運動着、タオル、飲料水
《定員》15名(抽選) 《申込》3/20(金)～5/22(金)までにお申込くださ
《費用》3,000円 い。
《備考》持ち物：運動着、運動靴、タオル、飲料水 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000
《申込》3/20(金)～5/22(金)までにお申込くださ a

い。 a
《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000 《題名》ベビー＆ママピラティス(1回目)

a 《内容》ベビー＆ママピラティスは赤ちゃんとママ

a のスキンシップを通じて愛情と信頼関係を

《題名》硬式テニスナイター教室 深めます。

《内容》硬式テニス初心者および中級者を対象とし 《日時》6/4(木)～7/2(木)13：30～14：15
た、硬式テニスの基本を習得する教室で 木曜日/全5回
す。 《会場》帯広の森体育館(第2体育室)

《日時》6/2(火)～8/4(火)19：00～21：00 《対象》首が完全に据わっている生後3か月～歩行
毎週火曜日の全10回 前の赤ちゃんとその保護者

《会場》帯広の森テニスコート 《定員》20組(抽選)

《対象》16歳以上の初心者、中級者程度の方 《費用》2,500円

《定員》40名(抽選) 《備考》持ち物：タオル・動きやすい服装・飲料

《費用》5,000円 水・赤ちゃんの着替え

《備考》持ち物：運動靴、ラケット、タオル 《申込》5/20(水)までにお申込ください。

《申込》4/20(月)～5/20(水)までにお申込みくださ ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは
い。※申し込み方法の詳細は、各施設もし 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを
くは帯広市文化スポーツ振興財団ホーム ご確認ください。
ページをご確認ください。 《問合》帯広の森体育館☎48-8912

《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401 a

a a
a 《題名》Black Burnout④

《題名》レッツ！バルシューレ(1回目) 《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇
《内容》バルシューレとは、ドイツ語で「ボール教 の中で煌びやかなライトとダンスミュー

室」という意味です。ボールなどを使った ジックに合わせてリズミカル筋トレ！エア
様々な運動遊びを楽しく経験することで、 ロビックバーを上下させたり、負荷として
状況に合わせて自分自身で判断し、行動す 活用する筋力トレーニングと腹筋などを組
る力や気持ちを育てます。 み合わせた女性向けの教室です。

《日時》6/3(水)～7/15(水)15：45～16：35 《日時》6/4(木)～7/9(木)20：00～20：45　全6回
水曜日/全6回 《会場》明治北海道十勝オーバル

《会場》帯広の森体育館 《対象》16歳以上の女性の方
《対象》幼稚園・保育園の年中・年長　小学1,2年生 《定員》15名(抽選)
《定員》30名(抽選) 《費用》3,000円
《費用》2,400円 《備考》持ち物：運動着、運動靴、タオル、飲料水
《備考》持ち物：体育館シューズ・動きやすい服 《申込》3/20(金)～5/22(金)までにお申込くださ

装・飲料水 い。
《申込》5/20(水)までにお申込ください。 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000

※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは a
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを a
ご確認ください。 《題名》楽しく水中運動教室

《問合》帯広の森体育館(☎48-8912) 《内容》浮き棒やアクアミットなどの道具を取り入
a れながら、楽しく水中運動の効果を引き出
a します。

《題名》ヨガ② 《日時》6/4(木)～7/23(木)20：00～20：50
《内容》初心者向けのヨガです。呼吸法と様々な 木曜日の全8回

ポーズを学び、身体の柔軟性を高めます。 《会場》帯広の森市民プール
初心者向けですが、10回の中で少し強度に 《対象》16歳以上の方
変化を付けながら進む内容です。 《定員》20名(抽選)

《日時》6/3(水)～8/12(水)20：00～21：00　全10回 《費用》4,000円
《会場》明治北海道十勝オーバル 《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》5/11(月)までにお申し込みください。
《定員》25名(抽選) ※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ
《費用》5,000円 振興財団ホームページをご確認ください。
《備考》持ち物：ヨガマット(有料レンタル50円/回 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630
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a a

a 《題名》東京2020オリンピック聖火リレー

《題名》ピラティス(2回目) 《内容》東京2020オリンピック開催に伴い、聖火リ

《内容》呼吸を意識した動きで全身の筋強化、柔軟 レーを実施します。
性、バランス能力を高める事が目的です。 《日時》6/14(日)16：30～

《日時》6/8(月)～7/27(月)10：00～10：50 《会場》帯広競馬場
月曜日の全8回 《備考》時間については

《会場》帯広の森市民プール　研修室 変更になる場合があります。

《対象》16歳以上の方 《問合》スポーツ課☎65-4210

《定員》25名(抽選) a

《費用》4,000円 a

《備考》持ち物：ヨガマット・タオル・飲料水 《題名》幼児水泳教室(2回目)

《申込》5/18(月)までにお申し込みください。 《内容》年中・年長を対象にした水遊びから水泳の
※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 基礎を習う教室です。
振興財団ホームページをご確認ください。 《日時》6/15(月)～7/20(月)【A】15：00～15：50

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 【B】16：00～16：50

a 【C】17：00～17：50　月曜日の全6回
a 《会場》帯広の森市民プール

《題名》ふまねっと＆いきいき健康体操教室 《対象》幼稚園、保育所の年中・年長の幼児

～脳が目覚める～ 《定員》各50名(抽選)
《内容》ふまねっと運動とは、50センチ四方のマス 《費用》3,000円

目でできた大きな網を床に敷き、このマス 《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル

目を利用しながらステップを踏み、歩く運 《申込》6/1(月)までにお申し込みください。

動です。様々なステップを踏むことによ ※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ

り、全身・歩行のバランス改善や認知機能 振興財団ホームページをご確認ください。

の向上を目的とした教室です。集団で交差 《問合》帯広の森市民プール☎47-3630

して歩くこともでき、レクレーションとし a

ても楽しむことができます。 a
《日時》6/12(金)～7/10(金)10：00～11：30　全5回 《題名》みんなで楽しく！リトミック教室(1・2歳)
《会場》帯広の森体育館(第2体育室) 《内容》リトミックとは、音楽と身体を使った”子
《対象》16歳以上の方 供の運動能力開発”です。子供達に音とい
《定員》20名(抽選) う一番わかりやすく身近なものに触れるこ
《費用》1,500円 とで、音感教育・生活習慣・情燥教育な
《備考》持ち物：運動靴・動きやすい服装・スポー ど、音楽を使って身体的・感覚的・知的に

ツタオル・水分補給用飲料水 優れた子供達の育成を図ります。
《申込》5/25(月)までにお申込ください。 《日時》6/16(火)10：30～11：15　　　　　　

※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは 《会場》帯広市市民活動交流センター
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを ”ふれんずぴあ”
ご確認ください。 《対象》1歳・2歳のお子様とその保護者

《問合》帯広の森体育館(☎ 48-8912) 《定員》30組(抽選)
a 《費用》1組500円
a 《備考》持ち物：動きやすい服装・飲料水

《題名》Black Burnout⑤ 《申込》6/1(月)までにお申込ください。
《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇 ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは

の中で煌びやかなライトとダンスミュー 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを
ジックに合わせてリズミカル筋トレ！エア ご確認ください。
ロビックバーを上下させたり、負荷として 《問合》帯広の森体育館☎48-8912
活用する筋力トレーニングと腹筋などを組 a
み合わせた女性向けの教室です。 a

《日時》6/12(金)～7/17(金)10：00～10：45　全6回 《題名》初めてスイミング
《会場》明治北海道十勝オーバル 《内容》初心者を対象にした水泳教室です。回数が
《対象》16歳以上の女性の方 16回と長期なので、じっくり取り組めま
《定員》15名(抽選) す。
《費用》3,000円 《日時》6/19(金)～10/30(金)19：00～19：50
《備考》持ち物：運動着、運動靴、タオル、飲料水 金曜日の全16回
《申込》3/20(金)～5/29(金)までにお申込くださ 《会場》帯広の森市民プール

い。 《対象》16歳以上の方
《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000 《定員》20名(抽選)

a 《費用》8,000円
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《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル さまざまな身体の部位の本来機能を取り戻
《申込》6/1(月)までにお申し込みください。 し、「見かけの良さ」と「健康維持」を目

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 指す全身エクササイズ。自身の重さ(体重)
振興財団ホームページをご確認ください。 を負荷とし、今回は脚部・臀部をターゲッ

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 トとし、しなやかな身体づくりを目指しま
a す。
a 《日時》7/1(水)～9/16(水)10：00～10：45　全12回

《題名》めだか水泳教室(2回目) 《会場》明治北海道十勝オーバル
《内容》小学生の初心者を対象とした水泳教室で 《対象》16歳以上の方

す。水慣れから水泳の基礎を習います。 《定員》15名(抽選)
《日時》6/26(金)～7/22(水)【A】16：00～16：50 《費用》6,000円

【B】17：00～17：50　水・金曜日の全8回 《備考》持ち物：ヨガマット(有料レンタル50円/回
《会場》帯広の森市民プール 毎)、運動着、タオル、飲料水
《対象》小学生初心者 《申込》4/20(月)～6/19(金)までにお申込くださ
《定員》各60名(抽選) い。
《費用》4,000円 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000
《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル a
《申込》6/1(月)までにお申し込みください。 a

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 《題名》誰でもできる！
振興財団ホームページをご確認ください。 自重で作る「しなやかボディ」⑤

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として
a 活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。
a さまざまな身体の部位の本来機能を取り戻

《題名》年少児水泳教室(1回目) し、「見かけの良さ」と「健康維持」を目
《内容》年少の幼児を対象にした水遊びから水泳の 指す全身エクササイズ。自身の重さ(体重)

基礎を習う教室です。 を負荷とし、今回は脚部・臀部をターゲッ
《日時》6/27(土)～8/1(土)【A】15：00～15：50　 トとし、しなやかな身体づくりを目指しま

【B】16：00～16：50　　土曜日の全6回 す。
《会場》帯広の森市民プール 《日時》7/2(木)～9/24(木)19：00～19：45　全12回
《対象》幼稚園、保育所の年少にあたる幼児 《会場》明治北海道十勝オーバル
《定員》各30名(抽選) 《対象》16歳以上の方
《費用》3,000円 《定員》15名(抽選)
《備考》持ち物：水着・水泳帽子・バスタオル 《費用》6,000円
《申込》6/1(月)までにお申し込みください。 《備考》持ち物：ヨガマット(有料レンタル50円/回

※申し込み方法の詳細は帯広市文化スポーツ 毎)、運動着、タオル、飲料水
振興財団ホームページをご確認ください。 《申込》4/20(月)～6/19(金)までにお申込くださ

《問合》帯広の森市民プール☎47-3630 い。
a 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000
a a

《題名》朝ヨガ① a
《内容》初心者向けのヨガです。ゆっくりと身体を 《題名》硬式テニス教室(すぱーく)

目覚めさせる事で、すっきりと気持ちの良 《内容》硬式テニスに対する正しい知識を養い、基
い1日をスタートさせましょう。 本技術やスポーツのマナーなどを習得させ

《日時》6/29(月)～7/4(土)7：00～8：00　連続6回 るとともに、硬式テニスの普及振興を図る
《会場》明治北海道十勝オーバル 教室です。
《対象》16歳以上の方 《日時》7/2(木)～9/24(木)19：00～21：30　全10回
《定員》10名(抽選) 《会場》すぱーく帯広
《費用》3,000円 《対象》16歳以上の方
《備考》持ち物：ヨガマット(有料レンタル50円/回 《定員》15名(抽選)

毎)、運動着、タオル、飲料水 《費用》5,000円
《申込》3/20(金)～6/19(金)までにお申込くださ 《備考》持ち物：運動靴、動きやすい服装、タオ

い。 ル、飲料水、テニスラケット
《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000 《申込》6/22(月)までにお申し込みください。

a ※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは
a 帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを

《題名》誰でもできる！ ご確認ください。
自重で作る「しなやかボディ」④ 《問合》帯広の森体育館(☎ 48-8912)

《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として a
活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。 a
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《題名》午後の卓球教室 《題名》Black Burnout⑥

《内容》初心者を対象とした、卓球の基本動作を覚 《内容》暗闇フィットネス！照明を落とした薄暗闇
える教室です。 の中で煌びやかなライトとダンスミュー

《日時》7/3(金)～7/31(金)13：00～15：00 ジックに合わせてリズミカル筋トレ！エア
毎週金曜日の全8回 ロビックバーを上下させたり、負荷として

《会場》帯広の森スポーツセンター 活用する筋力トレーニングと腹筋などを組

《対象》16歳以上の初心者の方 み合わせた女性向けの教室です。

《定員》20名(抽選) 《日時》8/21(金)～9/25(金)19：00～19：45　全6回

《費用》4,000円 《会場》明治北海道十勝オーバル

《備考》持ち物：運動靴、ラケット、タオル 《対象》16歳以上の女性の方

《申込》5/20(水)～6/22(月)までにお申込みくださ 《定員》15名(抽選)
い。※申し込み方法の詳細は、各施設もし 《費用》3,000円
くは帯広市文化スポーツ振興財団ホーム 《備考》持ち物：運動着、運動靴、タオル、飲料水
ページをご確認ください。 《申込》5/20(水)～7/17(金)までにお申込くださ

《問合》帯広の森スポーツセンター☎48-2401 い。

a 《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000
a a

《題名》背骨コンディショニング(1回目) a
《内容》背骨をはじめ肩関節や股関節の神経と深く ◇　歴史、文化、芸術　◇

関わりのある関節を動かす事で関節を柔ら a
かくし背骨の歪みを正しい位置に戻す事で 《題名》「幼児向けのプチコンサート
不調改善を図る教室です。 ～楽しいおやこあそび～」のご案内

《日時》7/6(月)～9/14(月)13：15～14：00　全10回 《内容》乳幼児に音楽で身体を動かしたり、歌をう
《会場》帯広の森体育館(第2体育室) たったりと、音あそびを通じで音楽の楽し
《対象》16歳以上の方 さを知ってもらうことを目的としたコン
《定員》25名(抽選) サートを実施いたします。
《費用》5,000円 出演/クニ河内(うた・ピアノ)
《備考》持ち物：運動靴、動きやすい服装、タオ 　　 野田美佳(うた・マリンバ)

ル、飲料水、エクササイズマット、バスタ 《日時》4/11(土)10：30～11：30
オル 《会場》帯広市民文化ホール　大ホール舞台上

《申込》6/15(月)までにお申し込みください。 《対象》0歳～5歳までの幼児とその保護者
※申し込み方法の詳細は、各施設もしくは (保護者は祖父母様でもかまいません)
帯広市文化スポーツ振興財団ホームページを 《定員》120名(定員になり次第締め切り)
ご確認ください。 《費用》1家族500円

《問合》帯広の森体育館(☎ 48-8912) 《申込》4/10(金)までに帯広市民文化ホールへ電話
a でお申し込みください。
a 《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111

《題名》誰でもできる！ a
自重で作る「しなやかボディ」⑥ a

《内容》RIZAPのプログラム開発＆教育担当として 《題名》1/ｆゆらぎコンサート シリーズ44
活動していた岡崎秀哉氏監修プログラム。 Ｓｏｕｒｉｒｅ　Ｃｏｎｃｅｒｔ
さまざまな身体の部位の本来機能を取り戻 《内容》バイオリン、チェロ、ピアノによるスリー
し、「見かけの良さ」と「健康維持」を目 ルトリオ。モーツァルトのピアノトリオト
指す全身エクササイズ。自身の重さ(体重) 長調K.564などを演奏する。
を負荷とし、今回は脚部・臀部をターゲッ 《日時》4/18(土)14：00～
トとし、しなやかな身体づくりを目指しま 《会場》とかちプラザ　レインボーホール
す。 《定員》350名

《日時》7/7(火)～9/22(火)20：00～20：45　全12回 《費用》一般2,000円、高校生以下1,000円
《会場》明治北海道十勝オーバル 《備考》当日券は各500円増し
《対象》16歳以上の方 《申込》チケット取扱店(とかちプラザ、その他)に
《定員》15名(抽選) てチケットを購入してください。
《費用》6,000円 《問合》とかちプラザ☎22-7890
《備考》持ち物：ヨガマット(有料レンタル50円/回 a

毎)、運動着、タオル、飲料水 a
《申込》4/20(月)～6/19(金)までにお申込くださ 《題名》第39回おびひろ市民芸術祭

い。 《内容》帯広市内で文化活動している団体・個人の
《問合》明治北海道十勝オーバル☎49-4000 発表・創作の成果を発表し、市民の皆さん

a に鑑賞していただくものです。ステージ、
a 展示、茶会を実施します。
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http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/obj/


《日時》4/30(木)～5/19(火) 内容によって異なり a
ます。 a

《会場》帯広市民文化ホール、 ◇　暮らし　◇
帯広市民ギャラリー、とかちプラザ a

《対象》一般 《題名》認知症・家族の集い「茶話会」
《費用》無料(茶会のみ有料) 《内容》帯広市には、認知症の方を介護している方
《申込》茶会のみお茶券購入必要 が相談や交流できる場、”認知症・家族の
《問合》おびひろ市民芸術実行委員会　帯広市民文 集い茶話会”があります。 現在、認知症

化ホール内　☎23-8111 の方を介護しているご家族が気軽に参加で
a きる場所で、介護を終えた人も参加可能で
a す。 認知症のことを知りたい方もお気軽

《題名》こうして街にロマンがうまれた にご参加ください。
～小樽に見る文化遺産との向き合い方～ 《日時》4/23(木)13：30～15：00

《内容》観光の街、小樽のまちづくりの歴史から、 《会場》グリーンプラザ
文化財のまもり方、活かし方について学び 《費用》100円
ます。 《問合》地域福祉課☎65-4113

《日時》5/16(土)14：00～16：00 a
《会場》帯広百年記念館　2号室 a
《問合》帯広百年記念館☎24-5352 《題名》帯広市民大学講座【３回講座】「あなたも

a 今日から防災備人(ボウサイビジン)」

a 《内容》高桑　衣佳　氏 (気象予報士／防災士)を

《題名》帯広交響楽団第４２回定期演奏会 講師に、「地震」「洪水」「家庭での備

《内容》指揮～田久保裕一、ピアノ～外山啓介
プロ

え」の３テーマについて楽しみながら学び
＜プログラム＞ ます。「備えなくちゃ」と思っていても何
ヴェルディ作曲　歌劇「ナブッコ」序曲、 から始めてよいのか迷っている方、十勝で
チャイコフスキー作曲「ピア協奏曲第１番、 も災害が発生したらどうしよう？と不安に
シューマン作曲「交響曲第３番」 思っている方などなど・・・この機会にあ

《日時》5/17(日)15：00～17：30 なたも“防災備人(ぼうさいびじん)”にな

《会場》帯広市民文化ホール大ホール りましょう！

《対象》一般 《日時》5/12(木)、5/19(木)、5/26(木)

《定員》1,540席 18：30～20：00

《費用》S席2,000円、A席1,500円、B席1,000円、 《会場》とかちプラザ 3階 会議室304
(当日500円増)、学生券500円(当日600 《定員》先着50名
円)、全席指定 《費用》500円(3回分)

《備考》未就学児入場不可 ※初回受講時にお支払いください

《申込》チケット購入必要　チケット取り扱い： 《申込》前日までに電話申込
帯広市民文化ホール「チケットらいぶ」 《問合》生涯学習文化課☎65-4192

《問合》帯広交響楽団事務局☎22-7739(火曜日休館) a
a a

a 《題名》帯広市消費者講座(1回目)

《題名》半﨑美子withどさんこクラシックオーケス 《内容》油断しないで！！あなたのそばの特殊詐欺
トラ2020 ～手口を知って防衛を～
～心にビタミン、明日を拓こう！～ 《日時》5/15(金)10：00～11：30

《内容》北海道出身のシンガーソングライター半﨑 《会場》とかちプラザ　視聴覚室

美子をゲストボーカルに迎え、ヒット曲を 《定員》先着150名

オーケストラアレンジでお送りします。バ 《備考》帯広市民大学講座連携

ンドネオン：北村聡、管弦楽～北海道出身 《申込》商業労働課または生涯学習文化課へ

のどさんこクラシックオーケストラにロイ 《問合》商業労働課労働消費係☎65-4132

ヤルチェンバーオーケストラが参加。 a

《日時》5/24(日)14：00～16：00 a
《会場》帯広市民文化ホール大ホール 《題名》春のリサイクル広場
《対象》一般 《内容》ごみ減量・リサイクルに関するパネル展示
《定員》1,540席 《日時》6/3(水)～6/5(金)9：00～17:00
《費用》S席4,800円、A席3,500円、B席2,000円、 ※最終日は15：00まで

当日500円増、全席指定 《会場》市役所1階市民ホール
《備考》未就学児入場不可 《問合》清掃事業課☎37-2311
《申込》チケット購入必要　チケット取り扱い： a

帯広市民文化ホール「チケットらいぶ」 a
《問合》帯広市民文化ホール☎23-8111 a
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a a

a
《題名》帯広市消費者講座(2回目) 《題名》認知症サポーター養成講座
《内容》節約につながる片づけのコツ～キッチンか 《内容》認知症の症状や認知症の方との接し方を学

ら見直してみませんか～ びます。
《日時》6/19(金)10：00～11：30 《日時》6/30(火)18：30～20：00
《会場》とかちプラザ　視聴覚室 《会場》帯広市役所
《定員》先着150名 《対象》帯広市民または市内の学校・会社に通って
《備考》帯広市民大学講座連携 いる人
《申込》商業労働課または生涯学習文化課へ 《定員》先着30名
《問合》商業労働課労働消費係☎65-4132 《申込》地域福祉課☎65-4113

a 《問合》地域福祉課☎65-4113
a
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帯広グルッペ手話の会

内山 悠 さん

入会したきっかけ

両親が入会していた手話サークル
があり、耳の聞こえない方の言葉を
学びたいと思い、入会しました。

やりがい・魅力

手話では、伝えたい内容をしっ
かり理解していなければ表現でき
ません。日本語をそのままではな
く、言い回しを考える必要がある
ところに魅力を感じています。

入会して苦労したこと

私の両親が手話を使うので、私も
手話が上手にできると思われ、会の
皆さんとの交流に苦労しました。

入会して良かったこと・
楽しかったこと

耳の聞こえない方との関わりを持つこ
とにより、文化の違いを実感し、他人が
どう考えたり、どう感じたりしているか、
を考えるきっかけとなりました。手話表
現は、伝わるかどうかが大切であり、伝
える手話表現や方法はいろいろあります。
常に分かりやすい表現を考えることは楽
しいですし、「説明が分かりやすい」と
言われた時は、入会して良かったと思い
ます。

学ぶって
今回は、

にＰｉｃｋ Ｕｐ !
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現在、３４歳。帯広市の高校を卒業し大学進学で千葉へ。大学
時に学んだスポーツトレーナーの実習先でデフバレーを見て手
話を知りました。その後１０年ほど東京で働き、帯広に帰郷。
帯広では手話サークルに入会し、どんどん手話の魅力にはまり
勉強中です。



最後にひと言！

私たちと一緒に、手話を使って、
耳の聞こえない方と交流しませんか？
興味のある方は、ご連絡をお願いします。

メールアドレス：obihiro.gruppe@gmail.com
ホームページ ：「帯広グルッペ手話の会」で検索

https://peraichi.com/landing_pages/view/gruppe
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手話とは
耳の聞こえない人が手などを使って表すことば（言語）
です。聞こえる人は声で会話をしますが、手話は手や指
の形や動きなどで会話します。

＜帯広グルッペ手話の会とは＞

昭和４５年２月２８日に創立され、今年２月をもって５０周年を迎えました。
耳の聞こえない方にとって大切な手話を学び、手話を通して耳の聞こえない方へ
の理解を深め、社会に広く啓蒙していくという熱い思いを持ち活動をしています。
多くの会員が昼間は仕事をもち、時間に限りがある中での活動ですが、毎週水曜
日の夜の例会や研修会で学び、クリスマス会など様々な行事で楽しんでいます。
現在５５名の会員で活動中です。

災害対応バンダナ

防災研修会わたあめづくりクリスマス会



部署・施設名 郵便番号 住所 電話番号 / ＦＡＸ 定休日

生涯学習文化課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4192/23-6142 土日・祝日

スポーツ課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4210/23-6142 土日・祝日

商業労働課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4132/23-0172 土日・祝日

みどりの課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4186/23-0159 土日・祝日

障害福祉課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4147/23-0163 土日・祝日

地域福祉課 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所 65-4113/23-0158 土日・祝日

清掃事業課 080-2464 西24条北4丁目1番地 37-2311/37-2313 土日・祝日

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（月曜日が祝日の場合はその翌日）

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の休館日の場合は繰上)

おびひろ動物園 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2437/24-2439 なし

帯広百年記念館 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-5352/24-5357
月曜日(祝日の場合は開館)
祝日の翌日（土日の場合は開館）

帯広市児童会館 080-0846 字緑ヶ丘2番地 24-2434/22-5401
月曜日（月曜日が祝日の場合は開館）
１１月～３月の間、祝日の翌平日

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（火曜日が祝日の場合はその翌日）

文化スポーツ振興財団 080-0856 南町南7線56番地7 47-3236/47-3296 土日・祝日

明治北海道十勝オーバル 080-0856 南町南7線56番地7 49-4000/47-9191 月曜日・祝日の翌日

帯広の森体育館 080-0856 南町南7線56番地7 48-8912/48-6261 火曜日・祝日の翌日

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(祝日の場合は開館)
祝日の翌日

帯広の森市民プール 080-0856 南町南7線56番地7 47-3630/47-3629 火曜日・祝日の翌日

帯広の森スポーツセンター 080-0856 南町南7線56番地7 48-2401/48-6257 月曜日・祝日の翌日

帯広の森陸上競技場 080-0856 南町南7線56番地7 47-1188/48-6259 なし

部署・施設名 郵便番号 住所

市民ホール 080-8670 西5条南7丁目1　帯広市役所

帯広競馬場 080-0023 西13条南9丁目

帯広の森アイスアリーナ 080-0856 南町南7線56番地7

帯広の森テニスコート 080-0856 南町南7線56番地7

帯広市市民活動交流センター
”ふれんずぴあ”

080-8677
西2条南8丁目1
(藤丸百貨店内8階 多目的活動室)

帯広市グリーンプラザ 080-0847 公園東町3丁目9番地1

帯広市保健福祉センター 080-0808 東8条南13丁目1

帯広市野草園 080-0846 字緑ヶ丘2番地

みどりと花のセンター 080-0846 字緑ヶ丘2番地

＜問合せ先一覧表（順不同）＞

＜会場一覧表（順不同）＞
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