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　小学生以下は保護者同伴。
場申問５月25日㈫から各開催日
の前日までに、帯広の森・はぐくー
む（南町南９線49、☎66・6200） 
へ。
◆森の寺子屋〜川の巻〜
　第２柏林台川の探検や川の生き
物調べなどに挑戦する。
日６月12日㈯、10時〜15時
定先着15人
◆四季の森めぐり〜初夏〜
　「森の回廊＠

アット

十勝」とともに森
を歩き、初夏の草花などを観察す
る。
日６月13日㈰、９時30分〜12時
定先着30人
◆あそびの森のあしあとづくり
　「ぷれいおん・とかち」ととも
に、のこぎり体験や、馬と一緒に
丸太を運ぶなど、楽しみながら森
と触れ合う。
日６月20日㈰、10時〜15時
定先着30人　　￥100円

　帯広の森の各エリアをバスと徒
歩で散策し、森の育成や利活用を
体験する。小学生以下は保護者同
伴。
日６月12日㈯、13時〜17時
場帯広の森各所（市庁舎集合・
解散）
定先着15人（初参加者優先）
申６月９日㈬までに、電話でみど 
りの課（市庁舎６階、☎65・4186） 
へ 。

　ごみの減量やリサイクルに関す
るパネルや、カラスよけサークル
などの展示を行う。
日６月２日㈬〜４日㈮、９時〜17 
時（最終日は15時まで）
場市民ホール（市庁舎１階）
問清掃事業課（西24北４、☎37・
2311）

　現在、小中学校で使用されてい
る教科書などの展示を行う。
日場【市民ホール（市庁舎１階）】
６月11日㈮〜30日㈬、８時45分
〜17時30分（土・日曜日を除く）

【教科書センター（西８南５、帯
広小学校内）】11日㈮〜30日㈬、
14時〜17時（土・日曜日を除く）

【図書館（西２南14）】11日㈮〜
27日㈰、10時〜20時（休館日を
除く。土・日曜日は18時まで）
問学校教育課（市庁舎８階、☎

65・4203）

帯広の森・はぐくーむ
のイベント

帯広の森を巡る
散策ツアー

春のリサイクル広場

教科書展示会

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。
◆親と子のエンジョイ将棋
　親子で楽しく将棋を学ぶ。申し
込み不要。
対小・中学生と保護者
日６月12日㈯、10時〜12時
◆きらきら人形劇場
　幼児から小学生向けの人形劇。
日６月12日㈯、14時〜14時40分
定先着20人
申込期間５月29日㈯〜６月12日㈯
◆親子囲碁入門教室
　親と子で楽しく囲碁の基礎を学
ぶ。申し込み不要。
対小・中学生と保護者
日６月13日㈰、10時〜12時
◆星の観察会『月の模様ハカセに
なろう！』
　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６月18日㈮、19時〜20時15分
定先着20人
申込期間６月４日㈮〜18日㈮
◆親子科学実験教室「つかめる水」
　子どもも大人も楽しめる面白い
実験、楽しい科学遊びを行う。今
回は、手でつかめる不思議な水を
作る。
対小学生以上の親子
日６ 月20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６家族（最大20人まで）
申込期間６月６日㈰〜20日㈰
◆親子おもしろ教室「せんぼう
きょうを作ろう」
　牛乳パックとミラーを使って潜
望鏡を作り、遊びながら鏡の反射
を学ぶ。
対幼児〜中学生。幼児、小学校
低学年の子は保護者同伴
日６月26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６月12日㈯〜25日㈮
◆絶滅危惧種と希少な種の観察
会・写真撮影会
　野草園にある植物を野草園運営
委員と一緒に観察し、園内に自生
する希少な種を散策しながら探
す。また、野草の撮り方に関する
レクチャーを行う。申し込み不要。

（管理棟前集合）
日６月26日㈯、10時〜12時（雨
天時は翌日同時刻に延期）
場野草園（緑ケ丘２）

児童会館のイベント

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、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（５月13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。
問広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

　地元生産者が新鮮な農産物を販売する「夕市」を開催。
毎週８軒程度の店が並び、旬の野菜や果物、加工品が
購入できる。
日６月３日㈭〜10月28日㈭、16時〜売り切れ次第終了

（10月は15時〜）
場問とかち大平原交流センター（川西町基線61、☎53・4780）

とかち大平原交流センターで夕市を開催しますとかち大平原交流センターで夕市を開催します
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　「人権擁護委員の日」の啓発活
動の一環として、人権擁護委員が、
人権に関する困り事や悩み事など
の相談に応じる。当日会場へ直接
お越しください。
日６月８日㈫、13時〜15時
場とかちプラザ（西４南13）
問帯広人権擁護委員協議会事務
局（☎24・5853）
担当課市民活動課

百年記念館の
講座・教室

場申問各申込期間に、電話で百年 
記念館（緑ケ丘２、☎24・5352） 
へ。
◆博物館講座「北海道の縄文土器
を世界に語る」
　海を越えて展開する北海道の縄
文土器研究の最新成果について紹
介する。
日６月19日㈯、14時〜16時
定先着50人
申込期間６月８日㈫〜18日㈮
◆親子陶芸教室
　親子で陶芸を楽しむ。
対十勝管内在住で子どもが４歳
〜中学生の親子
日①６月26日㈯、②７月３日㈯、
③４日㈰、いずれも10時〜12時
定各回先着親子で36人
￥親子２人で1200円、３人で1500 
円
申込期間６月１日㈫〜10日㈭

「人権擁護委員の日」
特設人権相談所

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肺停止、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①６月９日㈬、②27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①６月２日㈬、②20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。普通救命
講習と同じ修了証を交付。
日６月19日㈯、18時30分〜20時
30分
場南出張所（西17南41）
申込期限６月12日㈯

救命講習

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

５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 申込期限

帯広の森
体育館

７/２㈮〜８/６㈮の
金曜日：全５回

姿勢改善！
ストレッチポール教室

16歳以上の人 ６/21㈪

７/26㈪〜７/30㈮の
月・水・木・金曜日
：４日間

ジュニアヒップホップダンス
（４日間）

小学２〜６年生 ７/13㈫

７/26㈪〜９/６㈪の
月曜日：全６回

やさしい太極拳 16歳以上の人 ７/６㈫

７/28㈬〜７/30㈮
：３日間

夏休みキッズスポーツ
（３日間集中）

幼稚園・保育所
の年中・年長に
あたる幼児

７/12㈪

８/６㈮〜８/27㈮の
金曜日：全３回

ベビーダンス教室
（１回目）

首が据わってい
る生後３カ月〜
２歳前後の乳幼
児と保護者

７/12㈪

８/20㈮ 〜10/15㈮
の金曜日：全６回

背骨コンディショニング
（２回目）

16歳以上の人 ８/２㈪

明治北海道
十勝オーバル

７/６㈫〜９/21㈫の
火曜日：全12回

誰でもできる！自重でつくる
「しなやかボディ」③

16歳以上の人 ６/28㈪

７/７㈬〜９/29㈬の
水曜日：全12回

誰でもできる！自重でつくる
「しなやかボディ」④

16歳以上の人 ６/28㈪

明治北海道
十勝オーバル

（問い合わせは
帯広の森研修センターへ）

７/６㈫〜８/10㈫の
火曜日：全６回

体幹美人エクササイズ
（１回目）

16歳以上の
女性

６/28㈪

自由が丘公園
庭球場

（問い合わせは
帯広の森野球場へ）

７/６㈫〜７/22㈷の
毎週火・木曜日：
全６回

親子テニス教室
小学生と

保護者
６/20㈰

帯広市南町
テニスコート
（問い合わせは

帯広の森野球場へ）

７/11㈰ 低学年硬式テニス体験教室 小学１〜３年生 ６/25㈮

７/25㈰ 高学年硬式テニス体験教室 小学４〜６年生 ７/９㈮

問帯広の森体育館（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8912）
　明治北海道十勝オーバル（〒080・0856南町南７線56番地７、☎49・4000）
　帯広の森野球場（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8338）
　帯広の森研修センター（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8048）

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。

講座名 講師（役職）／講座内容 開催日／開催時間 定員
（費用）

第４集
【３回講座】

書道を楽しむために

八重柏　冬雷 氏（毎日書道展審査会員）
６月８日㈫・

22日㈫・29日㈫
いずれも

10時〜11時30分

先着
40人

（３回分
560円）

　漢字の成立、書の歴史、書道理論、
鑑賞方法などを知り、書道への理
解を深めるほか、簡単にできる自
分の「印」（消しゴム印）作りも行う。

第５集
【消費者講座】

知って安心、新たな手口
〜消費者トラブルに
あわないために〜

谷地　史織 氏（帯広市消費者アド
バイスセンター　消費生活相談員）

６月18日㈮
10時〜11時30分

先着
50人

　新型コロナウイルス感染症を口
実に、巧妙化された悪質商法や消
費者トラブルに巻き込まれない方
法を学ぶ。

第６集
簡単運動で

健康を取り戻そう！

長谷川　昌二 氏（健康運動指導士）
６月23日㈬

19時〜20時30分
先着
30人

　いつでもどこでもできる簡単な
運動や、肩こり・腰痛改善につな
がる体の整え方を学ぶ。

場とかちプラザ（西４南13）
申問各開催日の前日までに、生涯学習文化課生涯学習係（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

動物園の講座・教室動物園の講座・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）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、を書いて、動物園（〒080・0846緑ケ丘２番地、☎24・2437）へ。24・2437）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。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。

◆１日飼育係◆１日飼育係
　飼育員引率のもと、飼育体験を　飼育員引率のもと、飼育体験を
行う。行う。
日６月26日㈯、10時〜15時15分６月26日㈯、10時〜15時15分
定抽選４人抽選４人
申込期間申込期間５月27日㈭〜６月10日㈭５月27日㈭〜６月10日㈭
市ホームページID.1005289

◆親子で挑戦！動物園のミステリークイズ◆親子で挑戦！動物園のミステリークイズ
　園内に設置されたヒントを基に、親子でどの動物かを考える　園内に設置されたヒントを基に、親子でどの動物かを考える
ウォークラリークイズ。ウォークラリークイズ。
日７月３日㈯、４日㈰、いずれも13時〜14時45分７月３日㈯、４日㈰、いずれも13時〜14時45分
定各日抽選10組各日抽選10組
申込期間申込期間６月３日㈭〜17日㈭６月３日㈭〜17日㈭
市ホームページID.1005286

◆おび◆おびZZ
ズ ーズ ー

oooo寺子屋ちびっこふぁーむ編寺子屋ちびっこふぁーむ編
　ちびっこふぁーむの動物たちについて　ちびっこふぁーむの動物たちについて
学ぶ。小学生以下は保護者同伴。学ぶ。小学生以下は保護者同伴。
日７月10日㈯、13時30分〜14時30分７月10日㈯、13時30分〜14時30分
定抽選20人抽選20人
申込期間申込期間６月10日㈭〜24日㈭６月10日㈭〜24日㈭
市ホームページID.1005290
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６月１日は電波の日です　総務省では６月１日を「電波の日」と定め、10日までの「電波利用環境保護周知啓発強化期間」に電波利用に関するルールの周知・
啓発活動を行います。　問 総務省北海道総合通信局（☎011・737・0099）

定各先着10人　　￥各6600円
場申問各申込期限までに、電話
で都市農村交流センターサラダ館

（西22南６、☎36・8095）へ。
◆初めてのパンとケーキ作り教室
３カ月コース
　全３回の講習でおいしいパンと
ケーキの作り方を学ぶ。
日①６月18日㈮、②７月16日㈮、
③８月20日㈮、いずれも10時〜
12時30分
申込期限６月11日㈮
市ホームページID.1007828

◆草木染め教室３カ月コース
　全３回の講習で草木染めを学ぶ。
日①６月21日㈪、②７月19日㈪、
③８月23日㈪、いずれも10時〜
11時30分
申込期限６月14日㈪
市ホームページID.1007831

◆初めての押し花教室３カ月コー
ス
　全３回の講習で押し花を学ぶ。
日①６月24日㈭、②７月29日㈭、
③８月26日㈭、いずれも10時30
分〜12時
申込期限６月14日㈪
市ホームページID.1007833

までに、電話で百年記念館へ。

　楽しく分かりやすいパソコン７
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７月１日〜16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６月24日㈭までに、とかち
プラザ（西４南13、☎22・7890） 
へ。

サラダ館の講座・教室

プラザ・エンジョイスクール
７月パソコン講座

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問５月25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。
◆ソーセージ研修（約250グラム）
日６月20日㈰、10時〜14時
定先着20人　　￥1000円
申込期限６月11日㈮
◆ソーセージ研修（プレーンほか
全３種、計約700グラム）
日７月４日㈰、10時〜14時
定先着10人　　￥2200円
申込期限６月25日㈮

◆チーズ研修（約１キログラム）
日①６月26日㈯〜27日㈰、②７
月10日㈯〜11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①６月18日㈮、②７月２ 
日㈮

ソーセージ、チーズ作
り体験研修

　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
守る応援者を養成する。認知症の
症状などの基本的な知識や認知症
の人への接し方などを学ぶ。
対帯広市民または帯広市内に通
学、通勤している人
日６月29日㈫、18時30分〜20時
場市庁舎10階第5B会議室
定先着15人
申問６月１日㈫〜25日㈮までに、
直接または電話で地域福祉課（市
庁舎３階、☎65・4113）へ。
市ホームページID.1004989

認知症サポーター養成
講座

　歯科健診を、年１回無料で受診
できる。健診内容は問診、歯列や
顎
がく

関節の状態確認、口腔粘膜、歯
周病、唾液検査ほか。受診時は必
ず健康保険証を持参。
対20歳以上の帯広市国民健康保
険加入者、市内在住の北海道後期
高齢者医療制度加入者
日６月１日㈫〜翌年３月31日㈭
場申電話で市内の十勝歯科医師
会会員の歯科医院（約100カ所）
へ。
問国保課（市庁舎１
階、☎65・4138）

歯科ドックのお知らせ

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②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③

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③

水・金／午前
初心者の為の表計算
エクセル③

水・金／午後
作る楽しむ覚える
ワード・エクセル③

水・金／夜間
実務に必ず役立つ
ワード・エクセル③

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。

◆６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。
　【５カ月児健診】　　　６月２日㈬、９日㈬、23日㈬
　【１歳６カ月児健診】　６月３日㈭、10日㈭、22日㈫
　【３歳児健診】　　　　６月15日㈫、17日㈭、24日㈭、29日㈫

◆ほんわかファミリー教室
対令和３年10月初出産予定の夫婦
日６月19日㈯、①10時〜11時、②13時〜14時
申６月16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

❶６月８日㈫ 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つばさ（西22南３、☎41・6800）

❷６月14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）

❸６月25日㈮ ママと赤ちゃんのもぐもぐ食事講座
場地域子育て支援センターすずらん（柏林台西町５、☎36・2388）

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

６月２日㈬
９時30分～ 愛国農業センター（愛国町基線39）

デイサービスセンター太陽園 64・5565
14時～ 幸福農業センター（幸福町東１）

６月３日㈭ 10時～ 北栄福祉センター（西11南２） デイサービスセンター帯広りはびり 29・5515

６月８日㈫ ９時45分～ 緑栄福祉センター（西９南28） 歩くデイゆるり 090・9801・7781

６月９日㈬ ９時30分～ 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

６月10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

６月11日㈮ 13時30分～ 新稲田町内会館（西７南40） ジョイリハ西５条 49・3060

６月16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 090・9801・7781

６月17日㈭
10時～ 啓親福祉センター（西14北７） デイサービスセンター帯広りはびり 29・5515

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

６月18日㈮ 10時～ 緑ヶ丘福祉センター（西14南17）

６月24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

６月29日㈫ 10時30分～ つつじが丘福祉センター（西24南３） ツクイ帯広ＷＯ
ワウ

Ｗ 20・1562

６月30日㈬
９時30分～ 八千代農業センター（八千代町221） デイサービスセンター太陽園 64・5565

14時～ 光南福祉センター（東７南21） 歩くデイゆるり 090・9801・7781

市ホームページID.1008607
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６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、６月２日㈬、16日㈬、30日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は
６月９日㈬、23日㈬です。　問 清掃事業課（西24北４、☎37・2311）

担当課戸籍住民課
◆「年金振込通知書」が送付され
ます
　毎年６月に１年分の年金支払額
などをお知らせする「年金振込通
知書」が日本年金機構より送付さ
れます。
問ねんきんダイヤル（☎0570・05・
1165）、帯広年金事務所（西１南１、
☎65・5001、音声案内１番→２番）
◆国民年金制度紹介動画のご案内
　日本に住んでいて厚生年金に加
入していない20歳以上60歳未満
の人は、国民年金に加入し保険料
を納付する必要があります。日本
年金機構では、国民年金制度の内
容やメリット、保険料の納付方法
や免除の手続きなど
を分かりやすく動画
でご案内しています。
問帯 広 年 金 事 務 所（ 西 １ 南 １、
☎25・8113、音声案内２番→２番）
◆国民年金の付加保険料をご存知
ですか
　毎月の定額保険料（１万6610
円）に加えて月額400円の付加保
険料を納めると、老齢基礎年金に
付加年金を上乗せして受け取るこ
とができます。
対国民年金第１号被保険者、任
意加入被保険者（国民年金基金加
入者や保険料の免除・猶予制度を
受けている人は除く。）
問帯 広 年 金 事 務 所（ 西 １ 南 １、
☎25・8113、音声案内２番→２番）

　６月10日㈭〜25日㈮までの日
程（予定）で開催します。詳細は、
市議会ホームページをご覧くださ
い。
問議会事務局総務課（市庁舎議
会棟２階、☎65・4221）
市ホームページID.1001274

国民年金に関する
お知らせ

帯広市議会
（令和３年６月定例会）

　有効容量10立方メートルを超
える受水槽を設置しているビルや
マンションなどの所有者は、毎年
１回以上の定期的な清掃と点検の
実施、法定検査の受検が義務付け
られています。
　なお、有効容量10立方メート
ル以下の受水槽でも、飲料水の安
全や衛生を守るために、定期的な
清掃と点検を行い、適正な管理に
努めてください。
問水道課（市庁舎水道棟１階、
☎65・4216）

　はかり・分銅・重りを取引や証
明に使用している人は、法律に基
づき２年に１度の定期検査が義務
付けられています。新たに事業所
や店舗を始めて、はかりなどを使
用している場合は、検査が必要な
場合があります。
　今年度の検査対象区域は、西５
条以西（愛国町、川西町、大正町、
その他郊外区域を除く）です。
期間６月14日㈪〜12月23日㈭
￥手 数 料 は 検査時に現金で納入。
はかりなどの種類によって料金が
異なります。詳細は、商業労働課
へ問い合わせください。
問商業労働課（市庁舎７階、☎65 

・4132）

　下記の「ルールを守って」外国
人を適正に雇用しましょう。
①雇い入れる前に、就労が認めら
れるか在留資格を確認してくださ
い
②外国人の雇入れと離職は、必ず
ハローワークに届け出てください
③労働保険・社会保険などの加入
をはじめ適正な雇用管理を行って
ください
問ハローワーク（西５南５、☎

23・8296）または、労働基準監
督署（西６南７、☎97・1243）へ。
担当課商業労働課

受水槽の清掃と点検は
忘れずに

特定計量器の定期検査

６月は「外国人労働者
問題啓発月間」です

　帯広市の市営住宅に関する事項
を審議する委員を募集。
対市内に在住または通勤・通学し
ている20歳以上で、年３回程度
の日中の会議に出席できる人（市
営住宅入居者、市が設置する別の
委員会などの委員は除く）
任期７月から２年間
報酬出席１回につき8500円
定選考１人
申問６月１日㈫〜15日㈫までに、
応募動機と市営住宅に関する意見
などを書いた800字以内のレポー
トと履歴書を、直接または郵送で
住宅営繕課（〒080・8670西５条
南７丁目１番地、市庁舎３階、☎
65・4190）へ。

帯広市社会教育委員の
募集

　社会教育行政について広く市民
の意見を得るために、帯広市社会
教育委員を募集。
対生涯学習活動の実践経験があ
る20歳以上の人で、帯広市に居
住、または通勤・通学、または帯
広市において活動し、年４回程度
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）
任期８月１日〜令和５年７月31日
定選考２人
申問６月１日㈫〜15日㈫（当日
消印有効）までに、生涯学習活動
の経験や抱負などを書いた800字
程度のレポートと市販の履歴書に
必要事項とボランティア活動など
の経歴を記載し、直接または郵送
で生涯学習文化課（〒080・8670 
帯広市西５条南７丁目１番地、市
庁舎８階、☎65・4192）へ。

帯広市公営住宅審議会
委員の募集

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

図書館図書館、児童会館、、児童会館、百年記念館百年記念館の臨時開館日程の臨時開館日程

　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。
日６月24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、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①６月２日㈬、②14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。

帯広を緑と花で美しく
する運動実行委員会の
会員を募集

　帯広を緑と花でいっぱいにする
ために、道路の植樹桝や公共施設
への花壇づくりなどの活動に取り
組む会員を随時募集。
￥年300円
申問直接または電話でみどりの
課（市庁舎６階、☎65・4186）へ。

認知症・家族の集い
「茶話会」

　次の日程で臨時開館します。

◆図書館
日５月31日㈪、６月７日㈪、いずれも10時〜20時
問図書館（西２南14、☎22・4700）

◆児童会館
日６月７日㈪、９時〜17時
問児童会館（緑ケ丘２、☎24・2434）

◆百年記念館
日５月31日㈪、６月７日㈪、いずれも９時〜17時（常設展示室のみ）
問百年記念館（緑ケ丘２、☎24・5352）

問こども課（市庁舎３階こども課（市庁舎３階、、☎65・4160）65・4160）

　児童手当の受給者には、児童手当法で現況届の提出が義務付け　児童手当の受給者には、児童手当法で現況届の提出が義務付け
られており、６月１日現在の養育状況の申告により、手当を引きられており、６月１日現在の養育状況の申告により、手当を引き
続き受けるための要件を確認します。続き受けるための要件を確認します。
　６月分以降の児童手当は、現況届が提出され、受給資格が確認　６月分以降の児童手当は、現況届が提出され、受給資格が確認
されるまで支給されません。現況届の提出が必要な人には、６月されるまで支給されません。現況届の提出が必要な人には、６月
中旬に文書を郵送しますので、期日までに提出してください。な中旬に文書を郵送しますので、期日までに提出してください。な
お、公務員は勤務先での手続きとなるため、市からの通知はありお、公務員は勤務先での手続きとなるため、市からの通知はあり
ません。ません。
　詳細は、こども課へ問い合わせください。　詳細は、こども課へ問い合わせください。

提出期限提出期限　６月30日㈬　６月30日㈬

提出先提出先（（郵送郵送またはまたは直接直接、下記のいずれかへ）、下記のいずれかへ）

こども課 〒080・8670  西５条南７丁目１番地

川西支所 〒089・1182  川西町西２線59番地

大正支所 〒089・1241  大正本町西１条１丁目

令和３年度児童手当現況届
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