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　申し込み方法など、特に記載がない場合は、参加無料ですの
で当日会場へ直接お越しください。
　詳細は、各問い合わせ先に確認してください。（施設ごとに業
務時間が異なります）

市役所代表　☎ 24・4111、FAX 23・0151
市役所本庁舎業務時間　月～金曜日　８時45分～17時30分
帯広市ホームページ　https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/

＝ ＝ ＝ ＝ ＝
＝＝＝＝

＝Eメール ＝

往復はがきなど「申込時の記載事項」

特に記載がない申し込みは１人（組）１通。（申込期限必着）
直接窓口で申し込む場合は、返信用のはがきを持参。

①イベント・教室名（希望する日時・曜日・コースなど）
②住所（郵便番号も）③参加者全員の氏名（ふりがな）④電話番号
⑤生年月日（幼児向けのミニコンサートのみ） ⑥性別
⑦年齢（高校生以下は学校名・学年、年中、年長なども）
⑧保護者氏名（小学生以下の場合） ⑨返送先（往復はがきの場合）

　　  「障害者週間」記念事業冬休み

 ポスターコンクール作品展示会・表彰式

　　障害のある人とない人の相互理
解などをテーマにしたポスターコ
ンクールの作品展示会と入賞者へ
の表彰式を行う。
場イトーヨーカドー帯広店（稲田
町南８線西10）
問障害福祉課（市庁舎１階、☎65
・4147）
◆作品展示会

日２月17日㈬～23日（祝）、９時～20時
◆表彰式

日２月21日㈰、11時～11時30分

 動物園のイベント
　　

　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
場問動物園（〒080・0846緑ケ丘２
番地、☎24・2437）
◆春の裏側探検隊

　ホッキョクグマ、アカカンガル
ー、リスザル、マンドリルの動物
舎を飼育員のガイドを聞きながら
回る。小学生以下は保護者同伴。
日３月７日㈰、14時～15時30分
定抽選30人
申２月４日㈭～18日㈭までに、郵
便はがきに「申込時の記載事項」
（８頁）を書いて動物園へ。市ホ
ームページからも応募可能。当選
者には別途通知する。

◆写真展「スタッフから見た動物

たち」

　動物園職員が撮影した写真の展
示と、来園者による投票を行う。
日２月28日㈰までの、土・日曜
日、祝日、11時～14時

 幼児向けのミニコンサート　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
　音楽を鑑賞し、豊かな感性を育
むためのミニコンサート。
対５歳以下の子どもと保護者
日３月14日㈰、12時45分開場、
13時30分開演（公演時間約１時間）
定抽選100組250人
費１家族500円（１家族５人まで）
場申問２月20日㈯までに、往復は
がきに「申込時の記載事項」（８
頁）を書いて、市民文化ホール（〒
080・0015西５条南11丁目48番地２、
☎23・8111）へ。

 
児童会館のイベント

 　

場申問各申込期間に、直接または
電話で児童会館（緑ケ丘２、☎24
・2434）へ。
◆もっくん教室「動物パペット」

　色画用紙の袋で動物を作り、手
にはめて、パペット遊びをする。
対幼児と保護者
日２月３日㈬、①10時～10時15分、
②10時30分～10時45分、③11時～
11時15分
定各回先着親子２組
申込期間１月24日㈰～２月３日㈬
◆親と子のエンジョイ将棋

　親子で将棋を楽しく学ぶ。申し
込み不要。
対小・中学生と保護者
日２月13日㈯、10時～12時
◆親子囲碁入門教室

　親子で囲碁の基礎を学ぶ。申し
込み不要。
対小・中学生と保護者
日２月14日㈰、10時～12時
◆もっくん教室「ユラユラおひなさま」

　紙皿を使って、おひなさまを作る。
対幼児と保護者
日２月17日㈬、①10時～10時15分、
②10時30分～10時45分、③11時
～11時15分
定各回先着親子2組
申込期間２月７日㈰～17日㈬
◆きらきら人形劇場

　親子で気軽に楽しめる人形劇。
対幼児～小学校低学年と保護者
日２月20日㈯、14時～15時
定先着20人
申込期間２月６日㈯～20日㈯
◆親子おもしろ教室「体操くん」

　段ボールと糸で、くるくる回る
体操をする人形を作る。
対幼児、小・中学生と保護者。小
学校低学年以下は保護者同伴
日２月27日㈯、①９時30分～10時、
②10時30分～11時
定各回先着６組
申込期間２月13日㈯～26日㈮

 独身農業男性との

 オンライン恋活

 
　20～35歳の農業男性とのオンラ
イン交流会を開催。参加費は無料。
女性は好きな場所から参加。
対20歳以上の独身女性
日２月14日㈰、14～16時
定先着６人
申問２月５日㈮までに、電話で農
業委員会（市庁舎７階、☎65・42
24）へ。

　各種イベントなどに参加される際には、マスクの着用、施設入館時の手
指消毒、３密（密集・密接・密閉）を避けるなど、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止にご協力ください。
　また、掲載している情報は編集時点（１月14日現在）のものです。新型
コロナウイルス感染症の影響により、イベントなどが中止・変更になる場合
がありますので、ご了承ください。
　最新の実施予定は、各問い合わせ先に確認してください。

新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について新型コロナウイルス感染症対策について
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国民年金保険料の前納のお知らせ　６カ月分、１年分、２年分をまとめて前納すると割り引きされます。４月から口座振替で前納を希望する人は、２月末
までに申し込みください。　問帯広年金事務所（西１南１、☎25・8113　音声案内２番→２番）

　１月25日㈪からの市ホームページリニューアルに伴い、広報紙に掲載
されている記事に対応するWEBページを簡単に探せる機能を追加します。
　広報記事内に記載されている７桁の数字（ページID）を、市ホーム
ページ内の「広報ページ ID検索」欄に入力するだけで該当WEBページ
のより詳細な情報を確認できます。ぜひご活用ください。
問広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

広報掲載記事に対応するWEBページを
簡単に探せるようになります！
広報掲載記事に対応するWEBページを
簡単に探せるようになります！
広報掲載記事に対応するWEBページを
簡単に探せるようになります！

　長野オリンピック金メダリスト清水宏保氏、北京オリンピック銀メダリス
ト朝原宣治氏を講師に、スピードスケートの競技力向上を目的とした氷上
と陸上の実技指導を行う。また、㈱明治による食育セミナーも開催。
対スピードスケート経験者の小学４～６年生
日２月27日㈯、13時～16時30分
場明治北海道十勝オーバル（南町南7線56）
定先着100人
申２月12日㈮までに、市ホームページにリンク掲載しているＵHＢ（北海
道文化放送）特設ページから申し込みください。
問スポーツ課（市庁舎８階、☎65・4210）
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　＝問い合わせ　　　＝電話　　　＝ＦＡＸ　　　＝Ｅメール　　 　＝ホームページ

 国際フェスタ
 inとかち2021

　フェアトレードについてのワーク
ショップ（工作）コーナーや英語ス
クールのほか、世界の子どもたち
の絵の展示などを行う。来場には
事前予約が必要。
対【ワークショップ（工作）コー
ナー】小学生以上（６歳以下は保
護者同伴）【英語スクール】主に
６歳以下の子どもと保護者
日２月６日㈯、10時～15時
場 JICA北海道センター帯広（西20
南６）、森の交流館・十勝（西20
南６）
定先着240人（１時間ごとに人数
制限を設ける予定）
申２月４日㈭までに、十勝イン
ターナショナル協会ホームページ
から申し込み。予約方法
など詳細は、同協会ホー
ムページをご覧ください。
問森の交流館・十勝（☎ 34・0122）、
来場予約に関することは、JICA北
海道センター帯広（☎35・1210）

 
百年記念館のイベント

 場問百年記念館（緑ケ丘２、☎24
・5352）
◆ロビー展「ひな人形展」

　百年記念館所蔵のひな人形や掛
け軸などを展示する。
日２月13日㈯～３月７日㈰、９時～
17時
◆ロビー展「楽しくデッサン教室」

作品展

　受講生が音楽を聴きながら制作
した作品を展示する。
日２月14日㈰～３月７日㈰、９時～
17時
◆令和２年度後期陶芸講座修了作

品展

　後期陶芸講座で受講生が制作し
た陶芸作品を展示する。
日２月23日（祝）～３月３日㈬、９時
30分～16時30分（初日は12時から、
最終日は11時まで）
 

消費者問題の
 無料弁護士相談会
　　　　　　　　　　　　　　　
　契約トラブルや悪質商法など、消
費者問題についての無料弁護士相談
会を開催。
日２月19日㈮､ 13時30分～15時の
間で１人30分間
定先着３人
場申問２月11日（祝）までに、直接ま
たは電話で帯広市消費生活アドバ
イスセンター（西４南13、とかち
プラザ内、☎22・8393）へ。
担当課商業労働課

●９●　　広報おびひろ　令和３年２月号

 帯広の森・
 はぐくーむのイベント

 　小学生以下は保護者同伴。
場申問１月26日㈫から各開催日の
前日までに、電話で帯広の森・は
ぐくーむ（南町南９線49、☎66・
6200）へ。
◆あそびの森のあしあとづくり

　NPO法人ぷれいおん・とかちとと
もに、まきストーブで暖を取りつ
つ、地図作りや、かんじき散歩な
ど、ゆるりと森を楽しむ。
日２月14日㈰、10時～14時
定先着30人　費100円
◆森の寺子屋～雪の巻～
　雪遊びや冬の森歩きなどに挑戦
する。
対小学生
日２月27日㈯、10時～12時
定先着15人
◆森のスノーシューハイキング

　帯広川周辺の少し起伏のある自
然林をスノーシューで歩く。
日３月７日㈰、９時30分～12時
定先着15人

 博物館講座「吉田康登牧師の足跡
 なぜ池田の町に教会が建てられたのか」

　持田誠氏（浦幌町立博物館学芸
員）を講師に、池田教会の歴史と
吉田康登牧師の足跡を振り返り、
地方史における教会史の課題を考
える。
日２月20日㈯、14時～16時
定先着50人
場申問２月９日㈫～19日㈮までに、
電話で百年記念館（緑ケ丘２、☎
24・5352）へ。

 プラザ・エンジョイスクール
 ３月パソコン講座

 　楽しく分かりやすいパソコン３
月講座。各講座全５回。詳細は、
とかちプラザホームペー
ジなどをご覧ください。
対高校生以上
日３月２日～17日の各曜日、▶午
前の部10時～12時▶午後の部13時
30分～15時30分▶夜間の部18時30
分～20時30分

定各先着20人
費4000円（テキスト代別途）
場申問２月28日㈰までに、電話で
とかちプラザ（西４南13、☎22・
7890）へ。

 語り手育成講習会
 ～入門編～

　「絵本の読み聞かせ」や「おは
なし会」に興味がある人を対象に
した講習会。絵本の選び方、おは
なし会の進め方など、初心者向け
の内容。
対読書ボランティアに興味がある人
日２月６日㈯、13時30分～15時
定先着30人
場申問２月５日㈮までに、ファク
スで図書館（西２南14、☎22・47
00、F 22・4702）へ。図書館ホー
ムページからも申し込み可能。

 ソーセージ、チーズ
 作り体験研修

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問１月26日㈫から各申込期
限までに、電話で畜産物加工研修
センター（八千代町西４線、☎60
・2514）へ。
❶ソーセージ研修（プレーンほか
全３種、計約700グラム）

日２月14日㈰、10時～14時
定先着10人　　費2200円
申込期限２月５日㈮
❷チーズ研修（約１キログラム）
日①２月20日㈯～21日㈰、②３
月６日㈯～７日㈰、いずれも１日
目は10時～16時、２日目は10時
～10時30分
定各先着８人　　費各3000円
申込期限①２月12日㈮、②26日㈮
❸ソーセージ研修（約250グラム）
日２月28日㈰、10時～14時
定先着20人　　費1000円
申込期限２月19日（金）

 
救命講習

 対市内在住または勤務地が市内の人
定電話で問い合わせください。
申問各申込期限までに、帯広消防
署救急課（西６南６、消防庁舎１
階、☎ 26 ・9132）へ。
◆普通救命講習

　出血時の止血法や心臓停止、呼
吸停止時の心肺蘇生法、AEDの使
い方など応急手当を習得する。
日①２月９日㈫、②28日㈰、いず
れも13時30分～16時30分
場①消防庁舎（西６南６）、②柏
林台出張所（柏林台西町２）
申込期限①２月２日㈫、②21日㈰
◆実技救命講習

　インターネットで簡単に受講でき
る「応急手当WEB講習」を受講し
た人が対象の講習会。普通救命講
習と同じ修了証を交付。
日２月19日㈮、18時30分～20時30分
場南出張所（西17南41）
申込期限２月12日㈮

 健康相談 　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　
　保健師、栄養士などが、健診の
結果や健康づくりなど健康に関する
相談に応じる。
対市内在住の18歳以上
日①２月９日㈫、②24日㈬、いず
れも８時45分～17時30分、１人60
分程度
場申問各開催日の前日までに、電
話で健康推進課（東８南13、保健
福祉センター内、☎25・9721）へ。

２月11日㈭「建国記念の日」と23日㈫「天皇誕生日」は通常通りごみを収集します　各曜日収集地区の人は午前９時までに分別ルールに基づいて、決めら
れたごみステーションに出してください。　問清掃事業課（西24北４、☎37・2311)

子育て広場子育て広場
場申問特に記載がない場合、各申込期限までに直接または電話で
健康推進課（東８南13、保健福祉センター内、☎25・9722）へ。
◆２月乳幼児健診のお知らせ
　対象日は個別通知。事前申し込み不要。
日【５カ月児健診】２月３日㈬、17日㈬、24日㈬
　【１歳６カ月児健診】２月２日㈫、９日㈫、16日㈫
　【３歳児健診】２月４日㈭、18日㈭、25日㈭
◆ほんわかファミリー教室
対令和３年６月に初出産予定の夫婦
日２月21日㈰、①10時～11時、②13時～14時
申込期限 ２月17日㈬
◆ママと赤ちゃんの相談会
　テーマごとの講話のほか、個別の相談にも応じる。時間はいずれ
も、10時～11時10分。
対妊娠中または１歳までの赤ちゃん（第２子以降を含む）と保護者。
❶は１歳以上の兄弟も参加可能
定各開催施設へ問い合わせください。
申❶は１月29日㈮まで、❷は２月９日㈫までに、直接または電話で
各開催施設へ。
開催日

ママと赤ちゃんのわくわく母乳講座
場保健福祉センター（東８南 13、☎25・9722）
ママと赤ちゃんの歯っぴい講座
場地域子育て支援センターこでまり（西14北２、☎38・2690）

講座名 /開催施設・申し込み先

❷２月10日㈬

イン

ウェ ブ

ジャイカ

日　程 講座名

ワード基本の確認②火・木／午前

もっと使える♪
Windows10 の楽しみ方

火・木／午後

ワード・エクセル応用②
　　　　

火・木／夜間

ワード・エクセル基本の確認②
　　

水・金／午前

できて楽しい♪
ワード・エクセル水・金／午後

解いて即効！仕事にも
ワード・エクセル水・金／夜間

ウインドウズ

❶２月１日㈪



 帯広の森市民農園の
 利用者を募集

 貸付期間４月１日から１年以上５
年以内（年単位）
貸付区画数・面積 43区画、36～58
平方メートル
費１平方メートル当たり年間200円
申問２月１日㈪～28日㈰までに、
申込用紙を直接または郵送、ファ
クスで都市農村交流センターサラ
ダ館（〒080・2472西22条南６丁
目６、☎36・8095、F 67・5720）
へ。申込用紙は、２月１日㈪以降
に農村振興課（市庁舎７階）、各
コミセン、サラダ館、農業技術セ
ンター（川西町基線61）で配布し
ているほか、市ホームページから
も印刷可能。
 市ホームページID . 1002943  

 軽自動車などの手続きは
 お済みですか？
　　　　　　　　
　軽自動車税（種別割）は４月１
日時点の所有者に対して課税され
るので、軽自動車や原付バイクな
どを廃車、売却、譲渡したときは
速やかに手続きをしてください。
　死亡した人名義の軽自動車を、
相続して使用する場合は名義変更
の手続きを、使用されない場合は
抹消手続きを、４月１日までに
行ってください。
　また、自動車取得税の廃止に伴
い、自動車税および軽自動車税に
それぞれ「環境性能割」が導入さ
れ、現行の軽自動車税の名称が、
軽自動車税（種別割）に変更され
ていますが、税率や手続きなどの
変更はありません。
問市民税課（市庁舎２階、☎65・
4119）

 ひとり親世帯臨時特別給付
 金の申請をお忘れなく　　
　　　
　ひとり親世帯を支援するため、
臨時特別給付金を支給しており、
支給対象者の中には、申請が必要
な世帯があります。対象と思われ
る世帯には申請書を送付しています。
申請期限２月28日㈰
問こども課（市庁舎３階、☎65・
4160）

 お湯めぐりスタンプラリー
 開催中
　　　　　
　市内の温泉施設を巡るスタンプ
ラリーを開催しています。対象施
設のスタンプを三つ以上集めて応
募すると、抽選で賞品が当たります。
　詳細は、市内の温泉施設に置
いてあるお湯めぐりスタンプラ
リー台紙をご覧ください。
問観光交流課（市庁舎７
階、☎65・4169）　

 放送大学
 ４月入学生の募集

　放送大学は、BSテレビ、ラジオ、
インターネットで学ぶ通信制の大学
です。
　とかちプラザの学習室で授業を
視聴できるほか、授業のDVDなど
を借りて、自宅でマイペースに学
習できます。
申３月16日㈫までに、放送大学
ホームページから出願するか、願
書を放送大学本部（〒261・8686
千葉市美浜郵便局私書箱５号放送
大学学務部学生課出願登録係宛）
へ。募集要項はとかちプ
ラザ（西４南13）、総合
案内（市庁舎１階）で配布。
問放送大学北海道学習センター（☎
011・736・6318）、生涯学習文化課
（市庁舎８階、☎65・4192）

 
広告を募集します

　　　　　　　　
　令和３年４月から翌年３月まで
の期間、「❶市庁舎内のポスター
広告掲出欄」と「❷市公用車」の
広告主を募集。
申問２月１日㈪～19日㈮までに、
直接または電話で❶は総務課総務
係（市庁舎５階、☎65・4100）、
❷は総務課車両係（市庁舎地下1
階、☎65・4102）へ。
❶市庁舎
募集枠エレベーター広告および１
階待合ロビー広告、各５枠
費月額6300円（１枠）
❷公用車２台
募集枠軽自動車前側ドア両面広告
２枠（１台１枠）
費月額2200円（１枠）

 １日体験講座
 「レザークラフト講座」

 　簡単に作ることができるトレー
の製作体験を行う。
対市内在住の障害者手帳を持つ18
歳以上の人
日２月24日㈬、10時～12時
定 先着８人
費 500円
場申問１月25日㈪～２月５日㈮ま
でに、電話またはファクスで障害者
生活支援センター（東８南13、保
健福祉センター内、☎25・9701、       
F 25・9703）へ。

 
エキノコックス症検診

　　　　　　　　
　採血による血清反応検査。結果
は約４週間後に通知。申し込み不要。
対小学校３年生以上の市民のうち、
過去５年間で受診していない人
日２月24日㈬、13時30分～14時
費300円（中学生以下は無料）
場問健康推進課（東８南13、保健
福祉センター内、☎25・9720）

 
経済センサス調査員を

 募集

　６月に実施する、事業所や企業
を対象に行う統計調査「経済セン
サス」の調査員を募集します。調
査員は、事業所などを訪問し、調
査票の配布と回収を行います。
対20歳以上
活動期間５月上旬～６月下旬
報酬額平均５万8000円（増減あり）
申問２月26日㈮までに、直接ま
たは電話で総務課（市庁舎５階、
☎65・4100）へ。

 地域福祉課からの
 お知らせ

 問地域福祉課（〒080・8670西５条
南７丁目１番地、☎65・4113、F
23・0158）
◆第５回帯広市生活援助員養成研修

　市の介護予防・日常生活支援総
合事業における「てだすけサービ
ス」の従事者を養成。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
すると、生活援助員として従事で
きる。
　受講中の託児も応相談。日程や
学習内容など、詳細は問い合わせ
ください。
　申込書は、地域福祉課で配布し
ているほか、市ホームページから
も印刷可能。
対てだすけサービス事業所への就
職希望や予定のある人
日２月６日㈯～７日㈰、いずれも
10時～17時
場帯広コア専門学校（西11南41）
定先着20人
申２月３日㈬までに、郵送または
ファクスで地域福祉課へ。
 市ホームページID . 1005018
◆認知症家族の集い「茶話会」

　認知症の人を介護している家族
が気軽に参加し、相談・交流でき
る。介護を終えた人も参加可能。
事前予約不要。
日２月25日㈭、13時30分～15時
場グリーンプラザ（公園東町３）
費100円

げんき活動コースチャレンジデー
　介護予防のための運動などを体験。詳細は、各事業所に問い合わせください。
所要時間はいずれも１時間30分。
対 市内在住の65歳以上

担当課地域福祉課

開催日時 開催場所 実施事業所 電話番号

広報おびひろ　令和３年２月号　　●10●対＝対象　　日＝日時　　場＝場所　　定＝定員　　費＝費用　　申＝申し込み¥

２月の燃やさないごみ・有害ごみの収集日　燃やすごみが月・木曜日収集地区は、２月10日㈬、24日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は、２月
３日㈬、17日㈬です。　問 清掃事業課（西24北４、☎ 37・2311)

２月  ４日㈭ 10 時～ バラト福祉センター（東 13 南６） コムニの里おびひろ小規模多機能型居宅介護事業所 ☎ 20・4567

２月   9 日㈫ 13 時 30 分～ 大空会館（大空町 12） ジョイリハ西５条 ☎49・3060

  ９時 30 分～ 光南福祉センター（東７南 21） デイサービスセンター太陽園 ☎64・5565

２月 10 日㈬  ９時 45 分～ 大正農業者トレーニングセンター（大正本町西１） 歩くデイゆるり ☎29・8060

 14 時～ 以平農業センター（以平町西８） デイサービスセンター太陽園 ☎64・5565

２月 18 日㈭ 10 時～ バラト福祉センター（東 13 南６） コムニの里おびひろ小規模多機能型居宅介護事業所 ☎ 20・4567

２月 24 日㈬  ９時 45 分～ 花園福祉センター（公園東町３） 歩くデイゆるり ☎29・8060

２月 25 日㈭ 10 時～
 柏林台福祉センター（柏林台南町６） 通所介護事業所ふるさと ☎41・8341

　  自由が丘福祉センター（自由が丘３） 介護員養成研修センターふるさと ☎35・8930

２月 26 日㈮ 10 時～
 緑ヶ丘福祉センター（西 14 南 17） 通所介護事業所ふるさと ☎41・8341

　  広陽福祉センター（西 19 南３） 介護員養成研修センターふるさと ☎35・8930

２月 27 日㈯ 10 時 30 分～ 西福祉センター（西 23 南 1） ツクイ帯広WOW ☎ 20・1562
ワウ
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