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令和３年経済センサス―活動調査にご協力ください　市内すべての事業所と企業を対象に調査を実施します。５月20日㈭から調査票を、調査員が
直接または国から本社への郵送のいずれかで配布します。詳細は総務省ホームページをご覧ください。　問 総務課（市庁舎５階、☎ 65・4100）

場問森の交流館・十勝（西20南６、
☎34・0122）
◆インターナショナル・トーク（ガ
ンビア）
　ガンビア出身の留学生が、ガン
ビアの文化や日本との違いなどを
紹介。参加者とフリートークによ
る交流も行う。
対中学生以上
日５月15日㈯、18時30分〜20時
◆キッズ・プレイグラウンド（ケ
ニア）
　ケニア出身の留学生が、簡単な
英語を使って歌やダンスで子ども
たちと交流する。ケニアをテーマ
とした、工作や分かりやすい物語
も紹介。
対０〜６歳までの子どもと保護
者（兄姉の参加も可能）
日５月22日㈯、10時30分〜12時
定先着40人
申４月28日㈬〜５月19日㈬まで
に、直接または電話で森の交流館・
十勝へ。

　世界最高峰のピアノ「スタイン
ウェイD-274」と「ヤマハCFⅢ」
のフルコンサートピアノを弾き比
べる。
対十勝管内在住の18歳以上のピ
アノ経験者
日６月21日㈪、13時〜21時（１
組50分）
定先着８組（１組３人まで）
￥１組1000円
場申問５月23日㈰〜６月20日㈰
までに、電話で市民文化ホール（西
５南11、☎23・8111）へ。

森の交流館・十勝
のイベント

フルコンサートピアノ
弾き比べ体験会

　小学生以下は保護者同伴。
場申問４月25日㈰〜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。
◆クルミの木でものづくり
　帯広の森に生えるオニグルミの
木について学びながら、間伐、も
のづくりを行う。
日５月８日㈯、９時30分〜12時
定先着15人

◆森の生き物講座（鳥編）
　飯嶋良朗氏を講師に、住宅地に
見られる鳥類の生態や観察手法を
学ぶ。
日５月15日㈯、９時30分〜11時
30分
定先着10人
◆森の生き物講座（菌類編）
　中

ちゅうま

馬いづみ准教授（帯広畜産大
学）を講師に、野生の草木に寄生
する菌類の生態や観察手法を学
ぶ。
日５月15日㈯、13時30分〜15時
30分
定先着10人
◆四季の森めぐり〜春〜
　第２柏林台川周辺の森を歩き、
春の花を観察する。
日５月22日㈯、９時30分〜12時
定先着30人

帯広の森・はぐくーむ
のイベント

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

往復はがきなど申込時の記載事項
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氏名（ふりがな）④電話番号
⑤生年月日（スポーツ教室のみ）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）
　特に記載のない場合、申し込みは１人（組）１通。
　直接窓口で申し込む場合は、返信用のはがきを持参。

　申し込み方法などの記載がない場合は、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、ＦＡＸ２３・０１５１
　帯広市ホームページ　https://www.city.obihiro.hokkaido.jp/

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員
￥＝費用　申＝申し込み　問＝問い合わせ　☎＝電話
Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

■お知らせの見方

イベント お知らせ募集健康・福祉講座

■カテゴリアイコンの見方

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
　各種イベントなどに参加される際には、マスクの着用、施設入退館
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（４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。

広報掲載記事に関連する広報掲載記事に関連するWW
ウェブウェブ

EBEBページをページを
簡単に探せます！簡単に探せます！

　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。（16頁参照）
問広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

　こどもの読書週間に合わせて、おはなし会や展示など、子どもから
大人まで、家族みんなで楽しめるイベントを開催。
問図書館（西２南14、☎22・4700）

こどもの読書週間第63回

問花コミュニケーションとかち実行委員会（花コミュニケーションとかち実行委員会（☎090090・9284・9284・7123、・7123、
hanakomitokachi@gmail.com）hanakomitokachi@gmail.com）

◆展示会◆展示会
　出品者自慢のハンギングバスケットや　出品者自慢のハンギングバスケットや
コンテナなどの花の寄せ植え作品を展示。コンテナなどの花の寄せ植え作品を展示。
日６月12日㈯〜19日㈯、10時〜17時６月12日㈯〜19日㈯、10時〜17時
　（最終日は14時まで）　（最終日は14時まで）
場南公園（西４南13、とかちプラザ南側）南公園（西４南13、とかちプラザ南側）
◆あなたの作品を展示します◆あなたの作品を展示します
　ハンギングバスケット（壁掛け・吊り下げ）やコンテナなどの花の　ハンギングバスケット（壁掛け・吊り下げ）やコンテナなどの花の
寄せ植え作品の出展者を募集。寄せ植え作品の出展者を募集。
申５月10日㈪〜31日㈪までに、チラシに掲載のはがきを郵送してくだ５月10日㈪〜31日㈪までに、チラシに掲載のはがきを郵送してくだ
さい。チラシは、総合案内（市庁舎１階）、各コミセンなどで配布。さい。チラシは、総合案内（市庁舎１階）、各コミセンなどで配布。

花コミュニケーションとかち2021花コミュニケーションとかち2021

　月ごとのテーマに合わせた絵
本を展示する。
・はじまりのとき（〜４月29日㈷）
・�おめでとうがいっぱい（５月
１日㈯〜20日㈭）

　帯広南商業高等学校の放送
局・図書局の皆さん
が作成したスペシャ
ル動画を図書館公式
ユーチューブで公開。
公開予定日５月２日㈰

４月23日㈮〜５月12日㈬

◆絵本の展示 ◆Webでおはなし会

　普段は入ることのできない、
図書館の書庫や裏側を探検する。
対小学生〜高校生とその家族
日５月４日㈷、10時30分〜11時
40分
定先着10家族（当日受け付け）

◆�親子で行く！図書館の
裏側探検ツアー

　おさるのジョージを日本語と
英語で読み比べる。電子図書館
の活用方法も紹介。
対年長以上
日５月５日㈷、10時30分〜11時
定先着30人（当日受け付け）

◆�おさるのジョージを
　英語でよもう！

▲公式ユーチューブ
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自衛官などを募集　申込期間などの詳細は、問い合わせください。　申 問 自衛隊帯広募集案内所（西５南14、☎ 23・8718）へ。
担当課 危機対策課

　十勝圏域木育フェスタの関連行
事として、緑に触れ合えるイベン
トを開催。（天候などにより中止
になる場合あり）
　下記のほか、みどりと花のクイ
ズ、木の作品づくり、木育教室な
どの楽しいイベントや、緑の健康
診断員が、花や樹木に関する相談
に応じるみどりの相談コーナーも
用意。
日特に記載がない場合は、５月
15日㈯、９時30分〜13時
場問みどりと花のセンター（緑
ケ丘２、☎21・3172）
◆みどりと花のフリーマーケット
（売り切れ次第終了）
・フリーマーケット出店者募集
　出品できるものは、花やハーブ、
樹木、園芸用品など、「みどりと花」
に関するもの限定。
定先着40ブース
申５月９日㈰までに、直接または
電話でみどりと花のセンターへ。
◆鳥の目線で街を見てみよう！
　樹木剪

せん

定
てい

用の高所作業車に乗っ
て、鳥の目線で街を見る。
◆親子向けネイチャーフィーリン
グツアー
　緑ヶ丘公園を歩き、花やみどり
を楽しむツアー。
時間①10時〜、②11時〜、③12時〜
定各先着10組
◆落ち葉腐葉土の作り方展示
　体験コーナーに１つ以上参加し
た人に落ち葉腐葉土をプレゼン
ト。（先着200人、１人１袋まで）
◆パネル展示
　緑に関する取り組みについての
パネルを展示。
日５月15日㈯〜23日㈰

　自動車学校コースでの走行や各
種検査などを行い、運転技術と適
性を確認する。
対市内在住の運転免許を持つ65
歳以上で、自家用車の持ち込みが
できる人
日５月27日㈭、９時〜12時
場第一自動車学校（稲田町東１線12）
定抽選35人
申問５月10日㈪〜21日㈮までに、
電話で危機対策課（市庁舎５階、
☎65・4131）へ。

みどりと花のフェスタ
2021

高齢者ドライビング体
験会

場申問特に記載がない場合、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。
◆野草園「春の散策会」
　野草園運営委員が、春に見頃を
迎える野草を紹介しながら園内を
案内する。申し込み不要。
日５月８日㈯、10時〜12時
場野草園（緑ケ丘２）
◆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５月８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５月９日㈰、10時〜12時
◆星の観察会『月と惑星をみよ
う！』
　屋外と天文台での天体観察。天
候不良時は屋内での星空解説の
み。
日５月21日㈮、19時〜20時15分
定先着20人
申込期間５月７日㈮〜21日㈮
◆親子おもしろ教室「ぞうさんの
はなシャワー」
　折り紙とトイレットペーパーの
芯を使って、鼻からシャワーが出
てくるゾウを作る。
対幼児、小・中学生と保護者（小
学３年生以下は保護者と一緒に参
加）
日５月22日㈯、①９時30分〜10
時、②10時30分〜11時
定各先着親子６組
申込期間５月８日㈯〜21日㈮
◆親子科学実験教室「レインボー
フラワーを作ろう！」
　カラーインクで、花の色を自由自
在に変える実験や、植物の水の通
り道を使った不思議な実験を行う。
対小学生以上の子と保護者
日５月16日㈰、①10時〜11時、
②13時15分〜14時15分、③14時
45分〜15時45分
定各先着10家族（最大20人まで）
申込期間５月２日㈰〜16日㈰
◆きらきら人形劇場
　幼児から小学生向けの人形劇。
日５月29日㈯、14時〜14時40分
定先着20人
申込期間５月15日㈯〜29日㈯

児童会館のイベント

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

４月20日㈫から予約受付を開始する教室一覧です。
　各教室の開催時間、定員、費用、申し込み期限などの詳細は各施設に問い
合わせるか、帯広市文化スポーツ振興財団のホームページ、または総合案内
（市庁舎１階）、各スポーツ施設、各コミセンに配置している
生涯学習情報誌「まなびや」で確認してください。

スポーツ教室スポーツ教室についてのについてのお知らせお知らせ

開催施設 日程：回数 講座・教室名 対象者

帯広の森
体育館

６/２㈬〜７/７㈬の水曜
日：全６回 レッツ！バルシューレ（１回目）

幼稚園・保育所の
年中に当たる幼
児〜小学２年生

６/10㈭〜７/８㈭の木曜
日：全５回

ベビー＆ママピラティス
（１回目）

首が完全に据わってい
る生後３カ月〜歩行前
の赤ちゃんと保護者

６/15㈫ みんなで楽しくリトミック教室
（１・２歳）

１・２歳児と
保護者

６/17㈭〜７/29㈭の木
曜日：全６回

こども運動教室〜年中から小２〜
（１回目）

幼稚園・保育所の
年中に当たる幼
児〜小学２年生

７/８㈭〜９/30㈭の木曜
日：全10回

硬式テニス教室
場すぱーく帯広（南町南９線） 16歳以上の人

帯広の森
市民プール

５/21㈮〜翌年３/11㈮
の月・金曜日：全32回 プレ体育年長さん 幼稚園・保育所の

年長に当たる幼児

５/24㈪〜７/５㈪の月曜
日：全６回 おやこ水泳教室（２回目） ２〜４歳児と

保護者

５/24㈪〜７/５㈪の月曜
日：全６回 ベビースイミング（２回目）

６カ月〜１歳
11カ月までの
幼児と保護者

５/27㈭〜７/15㈭の木
曜日：全８回 姿勢がきれいになる教室（１回目） 16歳以上の人

５/27㈭〜７/15㈭の木
曜日：全８回 楽しく水中運動教室 16歳以上の人

５/27㈭〜７/15㈭の木
曜日：全８回

ストレッチポールで姿勢改善教室
（１回目） 16歳以上の人

６/７㈪〜７/26㈪の月曜
日：全８回 ピラティス（２回目） 16歳以上の人

６/12㈯〜７/17㈯の土
曜日：全６回 年少児水泳教室（１回目） 幼稚園・保育所の

年少に当たる幼児

６/14㈪〜７/19㈷の月
曜日：全６回 幼児水泳教室（２回目）

幼稚園・保育所
の年中・年長に
当たる幼児

６/18㈮〜11/５㈮の金
曜日：全16回 初めてスイミング 16歳以上の人

６/23㈬〜７/21㈬の水・
金曜日：全８回 めだか水泳教室（２回目） 小学生の初心者

明治北海道
十勝オーバル

５/25㈫〜７/27㈫の火
曜日：全10回 ヨガ① 16歳以上の人

帯広の森
陸上競技場

５/16㈰ 幼児と児童の走り方教室
幼稚園・保育所
の年中・年長に
当たる幼児

５/16㈰ 幼児と児童の走り方教室 小学１〜３年生

問帯広の森体育館（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8912）
　帯広の森市民プール（〒080・0856南町南７線56番地７、☎47・3630）
　明治北海道十勝オーバル（〒080・0856南町南７線56番地７、☎49・4000）
　帯広の森陸上競技場（〒080・0856南町南７線56番地７、☎47・1188）

申し込み方法（各教室の定員を超えた場合は抽選となります）
❶ホームページから…希望の教室を選択し、申し込みフォームから送信
　　　　　　　　　　HP https://obihiro-foundation.jp/
❷直接申し込み………返信用はがきを各施設に持参
❸往復はがき…………「申込時の記載事項」（11頁）を記入
※連続講座は祝日が含まれる場合、開催曜日が変更になる週があります。

帯広圏都市計画下水道の変更に関する説明会

　帯広圏都市計画下水道である十勝川流域下水道（北海道決定）と帯
広公共下水道（市決定）の汚水処理施設統合に併う都市計画変更に関
する説明会を開催。
対市内在住者　日６月３日㈭、10時〜12時　場市庁舎10階第２会議室
申問５月６日㈭〜25日㈫までに、電話で都市政策課（市庁舎６階、☎
65・4176）へ。（申し込みがない場合は開催中止）

講座名 講師（役職）／講座内容 開催日／開催時間 定員

第２集
鉄道文化財の保存と活用
〜とてっぽ通りの機関車と

客車を例に〜

持田　誠�氏（とてっぽ機関車愛好会）

５月13日㈭
18時30分〜 20時

先着
40人

　帯広市では、旧十勝鉄道の蒸気
機関車と木造客車を、かつての十
勝鉄道の線路跡「とてっぽ通り」
に指定文化財として保存し、年に
１回の車内公開を実施している。
産業遺産や近代化遺産としての鉄
道文化財の保存・活用の意義につ
いて紹介する。

第３集
【消費者講座】

何を食べたらいいのかな？
〜健康寿命を延ばす

食生活〜

北村　和子�氏（管理栄養士）

５月28日㈮
10時〜 11時30分

先着
50人

　健康に過ごす基本は毎日の食事
にある。今回の講座では、生活様
式にあった食事の仕方について学
び、健康寿命を延ばすための食生
活を見直す。

場とかちプラザ（西４南13）
申問各開催日の前日までに、生涯学習文化課（市庁舎８階、☎65・4192）へ。
未就学児（２歳以上）の託児希望は、各開催日の一週間前までに申し込み。

市民大学講座市民大学講座
市ホームページID.1006968
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５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、５月５日㈬、19日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は５月12日㈬、
26日㈬です。　問 清掃事業課（西24北４、☎ 37・2311）

場申問特に記載がない場合、５月
１日㈯〜各申込期限までに、郵便
はがきに「申込時の記載事項」（11
頁）を書いて、百年記念館（〒080・
0846緑ケ丘２番地、☎24・5352）へ。
◆アイヌ語で自然かんさつ
　アイヌの人たちが動植物をどの
ように考え使っていたのか、自然
の中で観察しながら学ぶ。
日５月22日㈯、９時30分〜12時
場緑ヶ丘公園（緑ケ丘２）
定先着20人　　￥100円
申問５月４日㈷〜16日㈰までに、
電話で百年記念館へ。
◆登り窯ワークショップI

イン

N帯広
　北海道陶芸協会と共催で陶芸の
ワークショップを開催。
対十勝管内在住の18歳以上
日６月13日㈰、①10時〜12時、
②13時30分〜15時30分
定各先着30人　　￥各4000円
申５月11日㈫〜６月９日㈬まで
に、電話で百年記念館へ。
◆地質講座「十勝のジオツアー」
　十勝管内のジオスポットをバス
で巡る。
対すべての講座に参加できる人。
中学生以下は保護者同伴
日５月29日㈯、６月26日㈯、７
月24日㈯、９月18日㈯、10月16
日㈯、全５回、いずれも９時30
分〜16時30分（初回は10時〜11
時30分）
定抽選20人　　￥5000円
申込期限５月11日㈫
◆令和３年度夜間陶芸講座
対十勝管内在住の18歳以上の初
心者
日６月１日㈫〜10月19日㈫の毎
月第１・３火・水曜日、全18回、
いずれも18時30分〜21時30分
定抽選36人（初受講の人優先）
￥8000円（材料費別途）
申込期限５月18日㈫

百年記念館の
講座・教室

場申問各申込期間に、郵便はがき
に「申込時の記載事項」（11頁）
を書いて、動物園（〒080・0846
緑ケ丘２番地、☎24・2437）へ。
当選者には別途通知する。
◆親子で飼育体験①・②
　飼育員の仕事を親子で体験。
対小学１〜３年生と保護者
日①５月16日㈰、②６月６日㈰、
いずれも10時〜12時
定抽選４組（１組２人まで）
申込期間①４月22日㈭〜５月６
日㈭、②５月13日㈭〜27日㈭
◆小学生の１日飼育係
　飼育員引率のもと、２人１組の
グループで飼育体験を行う。
対小学４〜６年生
日５月29日㈯、10時〜14時30分
定抽選８人
申込期間４月29日㈷〜５月13日㈭

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ＡＥＤの使い
方など応急手当を習得する。
日①５月９日㈰、②23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①５月２日㈰、②16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W

ウェブ

EB講習」を受講
した人が対象の講習会。
日５月19日㈬、18時30分〜20時30分
場南出張所（西17南41）
申込期限５月12日㈬

動物園の講座・教室

　楽しく分かりやすいパソコン６
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６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
￥5000円（テキスト代別途）
場申問５月21日㈮までに、とかち
プラザ（西４南13、☎22・7890）へ。

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問４月27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チーズ研修（約１キログラム）
日①５月15日㈯〜16日㈰、②29
日㈯〜30日㈰、③６月12日㈯〜
13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　　￥各3000円
申込期限①５月７日㈮、②21日
㈮、③６月４日㈮
❷ソーセージ研修（約250グラム）
日５月23日㈰、10時〜14時
定先着20人　　￥1000円
申込期限５月14日㈮
❸ソーセージ研修（プレーンほか
全３種、計約700グラム）
日６月６日㈰、10時〜14時
定先着10人　　￥2200円
申込期限５月28日㈮

健康づくりボランティア
養成講座

　食生活や運動・体操を通して、
個人や地域の健康づくりを推進す
るボランティアの養成講座。日程
など詳細は、市ホームページなど
をご覧ください。
対受講後にボランティア会員と
して活動できる市民
日６月８日㈫〜７月13日㈫のう
ち12日間
場申問５月11日㈫〜６月１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。
市ホームページID.1004847

プラザ・エンジョイスクール
６月パソコン講座

ソーセージ、チーズ作
り体験研修

　聞こえの不自由な人のために会
話や講演内容などを文字に変えて
伝える要約筆記通訳を学ぶ。
対音声情報をサポートするボラ
ンティアに興味のある人
日５月25日㈫〜７月13日㈫の毎
週火曜日、全８回、いずれも10
時〜15時
場グリーンプラザ（公園東町３）
定抽選10人
申５月14日㈮までに、直接または
電話で障害福祉課（市庁舎１階、
☎65・4148）へ。

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。
日５月27日㈭、13時30分〜15時
場グリーンプラザ（公園東町３）
￥100円
問地域福祉課（市庁舎３階、☎65�
・4113）

健康相談

　保健師や栄養士などが、健康に
関する相談に応じる。
対市内在住の18歳以上
日①５月12日㈬、②20日㈭、い
ずれも９時30分〜11時30分、13
時30分〜15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。

「市民文藝」第61号
作品募集

　入選作は「市民文藝」に掲載し、
優秀作品を表彰。詳細は、図書
館で配布の募集要項または図書館
ホームページで確認してください。
申問５月１日㈯〜８月31日㈫ま
でに、直接または郵送で図書館
（〒080・0012西２条南14丁目３、
☎22・4700）へ。

帯広の森市民農園
利用者を追加募集

貸付期間１年以上５年以内（年単位）
貸付区画数・面積12区画、36〜
53平方メートル（予定）
￥１平方メートル当たり年間200円
申問令和４年１月31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番地、☎36・8095、Ｆ67・
5720）へ。申込書は、農村振興
課（市庁舎７階）、各コミセン、
サラダ館などで配布のほか、市
ホームページからも印刷可能。
市ホームページID.1002943

要約筆記奉仕員
養成講座

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

日　程 講　座　名
火・木／午前 初心者の為の文書作成

ワード①とインターネット

火・木／午後 ゆっくりスタート
らくらくワード講座②

火・木／夜間 基本からマスター
ワード・エクセルとパワーポイント②

水・金／午前 初心者の為の表計算
エクセル②

水・金／午後 作る楽しむ覚える
ワード・エクセル②

水・金／夜間 実務に必ず役立つ
ワード・エクセル②

子 育 て 広 場子 育 て 広 場
場問特に記載がない場合、健康推進課（東８南13、保健福祉センター内、
☎25・9722）
◆ママと赤ちゃんの相談会
　テーマごとの講話のほか、個別の相談に応じる。時間はいずれも10
時〜 11時10分。
対妊娠中の人または１歳までの赤ちゃんと保護者。❷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。
申各開催日の前日までに、直接または電話で各開催施設へ。

◆５月乳幼児健診のお知らせ
　対象日は個別通知を確認。詳細は問い合わせください。
◆ほんわかファミリー教室
対令和３年９月初出産予定の夫婦
日５月15日㈯、①10時〜 11時、②13時〜 14時
申５月12日㈬までに、直接または電話で健康推進課へ。

開催日 講座名 / 開催施設・申し込み先

❶５月６日㈭ ママと赤ちゃんのわくわく母乳講座
場地域子育て支援センターいなだ（西15南40、☎48・2206）

❷５月21日㈮ ママと赤ちゃんの歯っぴい講座
場保健福祉センター（東８南13、☎25・9722）
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げんき活動コース（介護予防普及啓発事業）

５月３日㈪「憲法記念日」、４日㈫「みどりの日」、５日㈬「こどもの日」は通常通りごみを収集します　各曜日の収集地区の人は、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）

対市内在住者
申問５月６日㈭以降、購入前に電
話または直接清掃事業課（西24
北４、☎37・2311）へ。生ごみ
堆肥化容器は、環境課（市庁舎６
階）、川西・大正支所への申し込
みも可能。
・電動生ごみ処理機（30台）
助成額購入価格（税抜き）の２
分の１以内、限度額１万5000円、
過去に助成を受けていない世帯で
１世帯１台まで
・生ごみ堆肥化容器（75個）
助成額購入価格（税抜き）の２分
の１以内、限度額2000円、１世
帯通算して２個まで

電動生ごみ処理機と
生ごみ堆肥化容器の
購入を助成します

問図書館（西２南14、☎22・4700）
◆蔵書点検のため５月21日㈮〜
27日㈭まで休館します
　休館中の本の返却は、返却ポス
トを利用してください。ただし、
DVD・ビデオテープ・CDなどは
破損防止のため、５月28日㈮以
降に１階カウンターに返却してく
ださい。移動図書館バスは通常通
り運行します。
◆蔵書点検期間前に貸出期間と貸
出数を拡大します
　５月７日㈮〜20日㈭の期間限
定で、本は15冊、CD・DVDは５
点まで、貸出期間を３週間に拡大。
（通常、本は10冊、CD・DVDは３
点までを２週間）

図書館から
蔵書点検のお知らせ

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

　各種審議を行う委員を募集。
対特に記載がない場合は、市内
在住または通勤・通学している
20歳以上で、年１〜３回程度の
日中または夜間の会議に出席でき
る人。（市が設置する別の委員会
などの委員は除く）
定各問い合わせ先に確認してく
ださい。
任期各２年
報酬各出席１回につき8500円
◆帯広百年記念館運営審議会委員
　百年記念館の運営などに関し
て、教育委員会の諮問に応じて審
議する。
対十勝管内在住の20歳以上で、
年１回程度開催する会議に出席で
きる人
申問応募動機や意見などを書い
た800字以内の小論文と、文化活
動やボランティア活動などの活
動経験を記載した履歴書を、５月
１日㈯〜21日㈮までに、直接また
は郵送で百年記念館（〒080・0846
緑ケ丘２番地、☎24・5352）へ。
◆帯広市民文化ホール運営審議会委員
　市民文化ホールの運営に関し
て、教育委員会の諮問に応じて審
議し答申する。
申問応募動機を書いた800字以内
のレポートと、関連分野などの活
動経験を記載した履歴書を、５月
６日㈭〜31日㈪までに、直接また
は郵送で生涯学習文化課（〒080・
8670西５条南７丁目１番地、市
庁舎８階、☎65・4209）へ。
◆帯広市スポーツ推進審議会委員
　帯広市のスポーツ振興に関する
事項を審議する。
申問履歴書と応募理由書を、５月
31日㈪までに、直接または郵送
でスポーツ課（〒080・8670西５
条南７丁目１番地、市庁舎８階、
☎65・4210）へ。
◆帯広市文化財審議委員会委員
　文化財の保存と活用に関して、
教育委員会の諮問に応じて審議す
る。
申問応募動機を書いた800字以内
のレポートと、関連分野などの活
動経験を記載した履歴書を、５月
１日㈯〜30日㈰までに、直接また
は郵送で百年記念館（〒080・0846
緑ケ丘２番地、☎24・5352）へ。
◆帯広市廃棄物減量等推進審議会委員
　一般廃棄物の減量化や適正処理
に関する事項を審議する。
申問応募動機を書いた800字以内
のレポートと、関連分野などの活
動経験を記載した履歴書を、５月
31日㈪までに、直接または郵送
で清掃事業課（〒080・2464西24
条北４丁目１番地、☎37・2311）
へ。

審議会委員の募集
◆帯広市環境審議会委員
　環境保全や公害の防止など、環
境行政全般について調査審議する。
申問応募動機を書いた800字以内
のレポートとボランティアなど
の活動経験を記載した履歴書を、
４月30日㈮〜５月21日㈮までに、
直接または郵送で環境課（〒080・
8670西５条南７丁目１番地、市
庁舎６階、☎65・4135）へ。

５月定期募集分
市営住宅入居者を募集

　印鑑、マイナンバー確認書類お
よび身元確認書類を持参の上、直
接お越しください。�申し込み方
法、入居者資格、募集住宅などは
問い合わせください。
日５月７日㈮、８時45分〜19時、
10日㈪、11日㈫、８時45分〜17
時30分
場市庁舎10階第５B会議室
申問住宅営繕課（市庁舎３階、☎
65・4190）

みどりの課からの
お知らせ

問みどりの課（市庁舎６階、☎
65・4186）
◆緑ヶ丘公園・十勝池ボート営業
開始のお知らせ
営業日４月29日㈷〜９月30日㈭
までの土・日曜日、祝日
営業時間▶８月20日㈮まで10時
〜18時▶８月21日㈯以降10時〜
17時
場緑ヶ丘公園・十勝池（緑ケ丘２）
￥300円
◆緑の募金の配分申請受け付け
　市内の企業などの協力で集まる
緑の募金を、市内で緑化活動に取
り組む非営利団体へ配分します。
対①〜③のいずれかの活動を行
う団体。①公共用地への植樹・花
壇の整備、②森林や公園、緑地の
整備、樹木の保全や維持管理、③
その他、緑化の普及や啓発など
申５月６日㈭〜31日㈪までに、申
請書を直接みどりの課へ。申請書
は同課で配布のほか、市ホーム
ページからも印刷可能。
市ホームページID.1002947

〈事業者支援〉経済産業省
関連相談窓口を開設しました

　十勝地域の中小企業支援のた
め、経済産業省関連相談窓口を開
設し、専用ページを創設しました。
　詳細は、市ホームページを確認
するか、問い合わせください。
問経済企画課（市庁舎７階、☎
65・4167）
市ホームページID.1008286

　以下の日程で実施します。なお、悪天候の場合など集合注射を中止にする
ことがあります。
￥3240円（注射2690円、済票交付550円）、犬を登録していない人は、別途
登録料3000円
問環境課（市庁舎６階、☎65・4136）

　地域でいきいきと活動を続けるためのきっかけづくりをする教室。コミセ
ンや福祉センターを会場に、無理のない運動や、栄養・お口の健康などを学
ぶ。いずれかの会場で一人12回まで参加可能。
対市内在住の65歳以上
日５月６日㈭〜翌年２月25日㈮
申随時受け付け。会場や内容、日程は各実施事業所で
異なります。詳細は各事業所に問い合わせください。

担当課地域福祉課

５月 11 日（火）
時　間 会　　場 地区名

  9：30〜  9：50 太平農業センター 新 太 平
10：15〜10：35 八千代牧場 西八千代
10：45〜10：55 加藤浩二様宅 拓 成
11：20〜11：55 JA 帯広かわにし戸蔦店 戸 蔦
13：15〜13：30 上清川会館 上 清 川
13：40〜14：00 JA 帯広かわにし清川支店 清 川
14：10〜14：25 東美栄会館 東 美 栄

５月 13 日（木）
時　間 会　　場 地区名

  9：30〜  9：50 十勝 NOSAI 中 川 西
10：05〜10：30 JA 帯広かわにし常設家畜共進会場 新 川 西
10：40〜10：55 別府ふれあい館 別 府
11：15〜11：40 JA 帯広大正愛国店跡地 愛 国
13：15〜13：35 幸一会館 幸 一
13：50〜14：25 帯広市役所大正支所 大正本町

５月 12 日（水）
時　間 会　　場 地区名

  9：30〜10：00 JA 帯広かわにし広野支店 広 野
10：10〜10：20 北広野会館 北 広 野
10：45〜11：05 JA 帯広かわにし上帯広店 上 帯 広
11：20〜11：30 南基松会館 基 松
13：15〜13：35 豊西会館 本 豊 西
13：50〜14：05 富士農業センター 富 士

５月 14 日（金）
時　間 会　　場 地区名

  9：30〜  9：45 中戸蔦会館 中 戸 蔦
10：00〜10：30 幸福農業センター 幸 福
10：50〜11：00 大和会館 泉町大和
11：25〜11：50 JA 帯広大正以平支店跡地 以 平

　令和４年４月１日採用予定の消防職員を募集します。申し込み前に、必ず
試験案内で受験資格と申込方法を確認してください。試験案内は、とかち広
域消防局総務課、十勝管内各消防署と市役所１階総合案内で配布しているほ
か、とかち広域消防事務組合ホームページにも掲載。
【試験区分】大学卒、短大卒、救急救命士
【採用人数】試験案内で確認してください。
【試験日程】５月30日㈰に１次試験（一般教養試験、適性試験）を実施します。
会場や、２次試験以降の日程など詳細は試験案内で確認してください。
問とかち広域消防局総務課（西６南６、消防庁舎３階、☎26・9121）

とかち広域消防事務組合
消防職員採用資格試験

令和３年度
前 期

日常生活圏域 事業所 電話
東 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

鉄南 歩くデイゆるり 090・9801・7781
川北 デイサービスセンター帯広りはびり 29・5515

西 通所介護事業所ふるさと 41・8341
広陽・若葉 調整中（５月下旬決定予定） 調整中

西帯広・開西 ツクイ帯広W
ワ ウ

OW 20・1562
南 ジョイリハ西５条 49・3060

川西・大正 デイサービスセンター太陽園 64・5565
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