
■10■広報おびひろ　令和３年８月号対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

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８月８日㈷、10時〜12時
◆親子科学実験教室「クマムシ発
見隊」
　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教室。
今回は、緑ヶ丘公園に潜むクマム
シを発見する。
対小学生以上の親子
日８ 月15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18人まで）
申込期間８月１日㈰〜15日㈰
◆きらきら人形劇場
　幼児から小学生向けの人形劇。
８月の出演予定は「パセリ座」で
す。
対幼児・小学生と保護者
日８月21日㈯、14時〜14時40分
定先着20人
申込期間８月７日㈯〜21日㈯
◆星の観察会『夏の星座をみよ
う！』
　望遠鏡での天体観察。天候不良
時は星空解説のみ。
日８月27日㈮、19時〜20時15分
定先着20人
申込期間８月13日㈮〜27日㈮
◆親子おもしろ教室「リングけん
玉」
　セロテープの芯とラップの芯で
けん玉を作る。
対幼児、小・中学生と保護者。幼
児、小学校低学年は保護者同伴
日８月28日㈯、①９時30分〜10
時、②10時30分〜11時
定各先着６組
申込期間８月14日㈯〜27日㈮

　昭和20年代から平成初期の生
活風景を記録した荘田喜與志氏の
写真から、十勝・帯広の移り変わ
りを紹介。
日８月６日㈮〜９月12日㈰、９
時〜17時
場問百年記念館（緑ケ丘２、☎24 
・5352）

児童会館のイベント

特別企画展「過ぎ去りし街角
荘
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の見た帯広・十勝」

　小学生以下は保護者同伴。
場申問７月25日㈰〜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。
◆森の生き物講座（昆虫編）
　森で見られる芋虫・毛虫の生態
や観察手法などについて学ぶ。
日８月21日㈯、10時〜12時
定先着10人
◆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
共に、外来植物の抜き取りや草木
染めなど、楽しみながら森と触れ
合う。
日８月22日㈰、10時〜15時
定先着30人　　　￥100円
◆森の寺子屋〜草の巻〜
　植物調べや草木染めなどに挑戦
する。
対小学生
日９月４日㈯、10時〜15時
定先着15人

第41回
八千代牧場まつり

　今年は牧場や農業関連施設を周
る「フォトラリー」イベントを開
催。ラリー参加者には抽選で特産
品をプレゼントする
ほか、先着順で牛乳
券ももらえる。
　期間中、牛肉の食べ比べやバ
ター作り体験も開催。詳細は、市
ホームページをご確認ください。
日７月22日㈷〜８月17日㈫
問農政課（川西町基線61、☎59・
2323）
市ホームページID.1005856

おびひろ軽トラ市

　農家の皆さんが、自分の畑で採
れた新鮮な農産物を持ち寄り、直
接販売する産直市。
日場▶岡書西帯店（西21南３）、
10月26日までの毎週火曜日、15
時〜16時▶岡書帯広イーストモー
ル店（東４南16）、10月27日まで
の毎週水曜日、14時〜16時（10
月は13時〜15時）▶駅北多目的
広場（西２南11）、10月30日まで
の毎週土曜日、７時30分〜８時
問農政課（川西町基線61、☎59・
2323）

帯広の森・はぐくーむ
８月のお知らせ

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（スポーツ教室のみ）
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（７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）

　十勝産の新鮮な朝採り野菜や加工品、十勝産食材を使った料理、
ハンドメイド雑貨などを販売するイベント。
　日によって出店者が変わり、その時々の季節野菜が並ぶ。

日７月24日〜９月25日までの
　第２・４土曜日、９時〜14時
場緑ヶ丘公園（緑ケ丘２）
問農政課（川西町基線61、☎59・2323）

市ホームページID.1005659

十勝ファーマーズマーケット2021十勝ファーマーズマーケット2021
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「第74回おびひろ平原まつり」は中止します

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

問市民活動課（〒 080・8670 西５
条南７丁目１番地、市庁舎３階、 
☎65・4130、Ｆ23・0156、 active@ 
city.obihiro.hokkaido.jp）
◆サダコと折鶴ポスター展
　広島市から借りたパネルを展示。
日７月28日㈬〜８月３日㈫、10
時〜19時（初日は12時から、最
終日は15時まで）
場市民活動交流センター（西２
南８、ふじまるビル８階）
◆語り継ぐ核兵器廃絶・平和展
　原爆パネルなどを展示。
日８月４日㈬〜10日㈫、８時45
分〜19時（土・日曜日、祝日は
10時 〜17時、 初 日 は12時 か ら、
最終日は15時まで）
場市民ホール（市庁舎１階）
◆核兵器廃絶平和都市宣言30周
年記念式典
　核兵器廃絶平和都市宣言から
30周年の節目を記念して式典を
実施。昨年度の平和の詩優秀作品
の朗読や、平和コンサートを行う。
日８月15日㈰、９時30分〜10時
45分
場とかちプラザ（西４南13）
◆語り部の会
　満州からの引き揚げ体験を話す。
日８月15日㈰、11時〜12時
場とかちプラザ（西４南13）
◆平和の作品募集
　平和に関する絵、詩、写真を募
集。詳細は市ホームページをご確
認ください。
申８月31日㈫までに、直接、郵送、
ファクス、Ｅメールで市民活動課、
または直接市内コミセンへ。
市ホームページID.1003546

帯広の夏まつり写真展

　市内で行われている夏のイベン
トに関する写真展。花火や盆踊り
などの映像も放映する。
日８月３日㈫〜８日㈷、９時〜
18時
場とかちプラザ（西４南13）
問観光交流課（市庁舎７階、☎65 

・4169）

独身男性農業者との
オンライン恋活

　35歳以上の独身男性農業者と
オンラインで１対１のトークや
ゲームを通じて交流を行う。
対20歳以上の独身女性
日８月13日㈮、18時30分〜20時
30分
定先着５人
申問８月２日㈪までに、電話で
農業委員会事務局農地課（市庁舎
７階、☎65・4224）へ。
市ホームページID.1009252

平和の大切さを
考える催し

　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８月20日㈮、13時30分〜15時
定先着３人
場申問８月12日㈭までに、直接
または電話で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

地域活性化ビジネス相談所
「O-KISOU（おきそう）」

　事業に対する専門的なアドバイ
スや助言によりビジネスモデルを
磨き上げ、地域の事業創発のモチ
ベーションをより一層高めるため
の相談所を開催。
対十勝で起業・創業を目指す人、
新たな事業展開を目指す事業者
日８月10日㈫、時間は応相談
場申問前日までに、電話でL

ラ ン ド

AND
（西２南11、☎6 7 ・ 7 8 9 5 ）へ。

LANDホームページか
らも問い合わせ可能。
担当課経済企画課

百年記念館の講座・教室

場申問特に記載がない場合、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「写真から見る釧路
のまちなみ」
　戸田恭司氏（釧路市立博物館学
芸員）を講師に、昭和から平成の
初めまで、当時の釧路のまちの様
子を紹介する。
日８月７日㈯、14時〜16時
定先着50人
申込期間７月27日㈫〜８月６日㈮
◆クチャ（仮小屋）を作ろう！
　アイヌ民族が山で狩猟をすると
きに、寝泊まりをするために使っ
ていた「クチャ（仮小屋）」作り
を体験。雨天決行。荒天時は上士
幌町生涯学習センターわっかでア
イヌ文化講座を行う。
対小学生以上。小学生は保護者同伴
日８月８日㈷、８時30分〜12時
場上士幌町イオル整備地（上士
幌町字上音更東3線）。百年記念館
集合、解散
定先着20人　　￥100円
申込期間７月27日㈫〜８月５日㈭
◆夏の大人陶芸教室
　お茶碗やコップづくりを体験で
きる、大人の陶芸教室。
対十勝管内在住の18歳以上の初
心者
日８月28日㈯、10時〜12時
定先着18人　　￥1500円
申込期間８月３日㈫〜20日㈮

消費者問題の
無料弁護士相談会

講座名 講師（役職）／講座内容 開催日／開催時間 定員
（費用）

第11集
【３回講座】

書道を楽しむために

八
や
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え
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 氏（毎日書道展審査 会員）
８月24日㈫・31日㈫

・９月７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12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）

８月27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、おいしく楽しく食べ
ることはもちろん、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
すための食生活に見直す。

第13集
【男女共同参画講座】

「多様な性」ってなんだろう？
〜誰もが幸せになれる

社会を目指して〜

加藤　丈晴 氏（弁護士）

８月29日㈰
14時〜15時30分

先着
40人

　知らないことで気付かな
いうちに大切な人を傷つけ
てしまわぬよう、「多様な性」
とは何かという基礎的な概
念などについて学ぶ。

（道立女性プラザ連携事業）

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

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」（10頁）各申込期間に、郵便はがきに「申込時の記載事項」（10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。市ホームページからも応募可能。当選者には別途通知。

◆夜◆夜ZZ
ズ ーズ ー

oooo 探検隊探検隊
　夜の動物園で動物たちはどのように過ごしているのか、普段見る　夜の動物園で動物たちはどのように過ごしているのか、普段見る
ことのできない動物たちの様子や、夜行性動物を観察する。今回のことのできない動物たちの様子や、夜行性動物を観察する。今回の
コースは、ホッキョクグマ、エゾタヌキ、コースは、ホッキョクグマ、エゾタヌキ、
アカカンガルー、アメリカビーバーです。アカカンガルー、アメリカビーバーです。
小学生以下は保護者同伴。小学生以下は保護者同伴。
日８月21日㈯、18時30分〜20時８月21日㈯、18時30分〜20時
定抽選30人抽選30人
申込期間申込期間７月22日㈷〜８月５日㈭７月22日㈷〜８月５日㈭
市ホームページID.1005292

◆小学生の１日飼育係◆小学生の１日飼育係
　飼育員引率のもと飼育体験を行う。　飼育員引率のもと飼育体験を行う。
対小学４〜６年生小学４〜６年生
日８月28日㈯、10時〜14時30分８月28日㈯、10時〜14時30分
定抽選８人抽選８人
申込期間申込期間７月29日㈭〜８月12日㈭７月29日㈭〜８月12日㈭
市ホームページID.1005288

◆フォトブックを作ってメッセージを伝えよう◆フォトブックを作ってメッセージを伝えよう
　〜タンチョウレスキュー編〜　〜タンチョウレスキュー編〜
　道東を中心に生息するタンチョウの暮らしや、人との共生につい　道東を中心に生息するタンチョウの暮らしや、人との共生につい
て学ぶ３回講座。て学ぶ３回講座。
日９月４日㈯、５日㈰、26日㈰、いずれも10時〜15時９月４日㈯、５日㈰、26日㈰、いずれも10時〜15時
定抽選10人抽選10人
申込期間申込期間８月５日㈭〜19日㈭８月５日㈭〜19日㈭
市ホームページID.1008662

◆おびZoo寺子屋アメリカバイソン編◆おびZoo寺子屋アメリカバイソン編
　アメリカバイソンの秘密について学ぶ。　アメリカバイソンの秘密について学ぶ。
対小学４〜６年生。保護者同伴小学４〜６年生。保護者同伴
日９月11日㈯、13時30分〜14時30分９月11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８月12日㈭〜26日㈭８月12日㈭〜26日㈭
市ホームページID.1005290

　８月中旬に開催を予定していた「第74回おびひろ平原まつり」は、
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、来場者の皆さんの健康・
安全を考慮し、実行委員会において中止を決定しました。
問観光交流課（市庁舎７階、☎65・4169）
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電気使用量測定機器の無料貸し出し　家電製品ごとの使用電力量や電気料金が分かり、省エネ効果が実感できます。随時貸し出ししています。電話で空き状
況を確認の上、運転免許証などの本人確認書類を持参してください。　貸し出し期間最長２カ月　申問 環境課（市庁舎６階、☎65・4135）へ。

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

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①８月９日 振、②22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①８月２日㈪、②15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８月19日㈭、18時30分〜20時
30分
場南出張所（西17南41）
申込期限８月12日㈭

救命講習

対親子
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。
◆親子で学ぼう！収穫＆大豆ミー
トソース作り体験
　親子で野菜の収穫を行い、収穫
した野菜をたっぷりと使って大豆
ミートソースを作る。
日８月22日㈰、９時〜12時
定先着５組
￥１組500円（子ども１人追加に
つき200円追加）
申込期限８月10日㈫
市ホームページID.1009432

◆親子野菜収穫体験
　サラダ館の畑で栽培しているお
いしいじゃがいもやミニトマトな
どの野菜の収穫体験を行う。
日①８月28日㈯、②29日㈰、③
９月４日㈯、④５日㈰、いずれも
10時〜11時
定各先着10組
￥各１組800円（子ども１人追加
につき300円追加）
申込期限８月21日㈯
市ホームページID.1009489

都市農村交流センター
サラダ館からのお知らせ

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問７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。
市ホームページID.1005676

◆チーズ研修（約１キログラム）
日①８月21日㈯〜22日㈰、②９
月４日㈯〜５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①８月13日㈮、②27日㈮
◆ソーセージ研修（約250グラム）
日８月29日㈰、10時〜14時
定先着20人　　　￥1000円
申込期限８月20日㈮
◆ソーセージ研修（プレーンほか
全３種、計約700グラム）
日①８月15日㈰、②９月12日㈰、
いずれも10時〜14時
定各先着10人　　　￥各 2200円
申込期限①８月６日㈮、②９月３
日㈮

第１回
国際交流ボランティアセミナー

　外国人とコミュニケーションを
取る「やさしい日本語」を学ぶ。
対とかち国際交流ボランティア
に登録している人や登録予定の人
日８月28日㈯、14時〜16時
定先着30人
申８ 月12日 ㈭ 〜26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。
場問森の交流館・十勝（西20南６、
☎34・0122）

プラザ・エンジョイスクール
９月パソコン講座

　楽しく分かりやす
いパソコン９月講座。
各講座全５回。
対高校生以上
日９月１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８月24日㈫までに、とかち
プラザ（西４南13、☎22・7890）へ。

ソーセージ、チーズ
作り体験研修

　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①８月４日㈬、②19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。

健診教室（運動）

　生活習慣病を予防するための栄
養学習と手軽な運動をセットで体
験できる教室。
対特定健診・がん検診申込者
日８月27日㈮、12時15分〜13時
場西帯広コミセン（西23南２）
定先着10人
申問８月17日㈫までに、電話で
北海道対がん協会帯広出張所（☎
27・2345）へ。
担当課健康推進課

肺がん・結核検診

　市内を検診バスが巡回し、問診・
胸部Ｘ線検査を行う。
対15歳以上で住民票が帯広市に
ある人
日場▶M

メ ガ

EGAドン・キホーテ（西
21南４）、８月10日㈫▶ときわの
森保育所前（西16南５）、11日㈬
▶市民活動プラザ六中（東11南
９）、12日㈭▶光南福祉センター

（東７南21）、23日㈪▶ダイイチ
啓北店（西12北４）、26日㈭、い
ずれも12時30分〜13時30分
￥40歳以上400円、15〜39歳の人
は無料
申問事前に、電話で北海道対がん
協会帯広出張所（☎27・2345）へ。
当日、直接検診バスに来場も可。
担当課健康推進課
市ホームページID.1006484

認知症サポーター
養成講座

　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。
対市民または市内に通学、通勤
している人
日９月７日㈫、10時〜11時30分
場自由が丘福祉センター（自由
が丘３）
定先着15人
申問９月３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

健康相談

日　程 講　座　名

火・木／午前 初心者のためのワード①

火・木／午後 らくらくワード講座
中級編（前編）

火・木／夜間 レベルアップ
ワード＆エクセル①

水・金／午前 ステップアップエクセル①

水・金／午後 作る楽しむ覚える
ワード・エクセル④

水・金／夜間 仕事に役立つエクセル（前編）

７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

問帯広の森体育館（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8912）
　帯広の森研修センター（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8048）
　帯広の森市民プール（〒080・0856南町南７線56番地７、☎47・3630）

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」（10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。

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

９/３㈮〜９/17㈮の
金曜日：全３回

ベビーダンス教室
（２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

８月17日㈫

９/６㈪〜11/22㈪の
月曜日：全10回

エンジョイ♪エクササイズ!!
（２回目） 16歳以上の人 ８月16日㈪

９/６㈪〜11/22㈪の
月曜日：全10回

背骨コンディショニング
（３回目） 16歳以上の人 ８月23日㈪

９/13㈪〜10/25㈪の
月曜日：全６回

気功体操教室
〜練功十八法〜 16歳以上の人 ８月30日㈪

帯広の森
研修センター

（問い合わせは
帯広の森体育館）

９/19㈰
健康寿命を延ばす
フットケア〜
足元から健康になろう

50歳以上の人 ９月６日㈪

帯広の森
市民プール

９/２㈭〜10/28㈭の
木曜日：全８回

姿勢がきれいになる教室
（２回目） 16歳以上の人 ８月10日㈫

９/29㈬〜10/22㈮の
水・金曜日：全８回

めだか水泳教室
（４回目）

小学生の
初心者 ８月30日㈪
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８月９日㈪「山の日」の振替休日もごみを収集します　月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）

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

　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８月26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）

こども課からのお知らせ

問こども課（市庁舎３階、☎65・
4160）
◆ひとり親家庭等医療費助成制度
　ひとり親家庭などの医療費を一
部助成。所得制限あり。扶養親族
などの数で所得制限の限度額が異
なります。
　現在受給中の該当者は、申請が
不要で、新しい受給者証を７月下
旬に交付します。
対▶配偶者と死別または離別、生
死不明、障害（障害年金１級程度）
の場合などの父または母▶未婚の
父または母▶ひとり親家庭の児童
▶両親が行方不明などで養育者に
扶養されている児童（養育者は助
成対象外）
◆乳幼児等医療費助成制度
　子どもの医療費を一部助成。所
得制限あり。扶養親族などの数で
所得制限の限度額が異なります。
子どもが生まれたり、転入した場
合や、受給者証の交付を受けてい
ない人は申請が必要です。
　現在受給中の該当者は、申請が
不要で、新しい受給者証を７月下
旬に交付します。
対０歳〜12歳（小学校卒業前まで） 
の子ども
申請に必要なもの▶子どもの健康
保険証▶帯広市に所得課税情報が
ない場合、主として子どもの生計
を維持する者（保護者）の所得課
税証明書（転入者など）

認知症・家族の集い
「茶話会」

　「てだすけサービス」の従事者
を養成するための研修。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
就職することにより、生活援助員
として働くことができる。
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９月４日㈯、10時〜17時、５日 
㈰、９時30分〜16時30分
場帯広コア専門学校（西11南41）
定先着20人
￥1000円程度の実費（食材費など）
申問８月30日㈪までに、申込書
を直接または郵送、ファクスで地 
域福祉課（〒080・8670西５条南 
７丁目１番地、市庁舎３階、☎65・ 
4113、Ｆ23・0158）へ。市ホーム 
ページからも応募可能。申込書は
地域福祉課で配布のほか、市ホー
ムページからもダウンロード可能。
市ホームページID.1009154

プール開放事業

　水泳を通じて障害のある人の体
力保持と自立心を養う。
対市内在住の障害者手帳を持つ
人（特別支援学級在籍者も可）と
保護者・介護者
日８月18日〜９月15日の水曜日、
全５回、18時〜19時
場帯広の森市民プール（南町南
７線56）
￥500円（傷害保険料）
申問８月13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。

令和３年度第２回
帯広市生活援助員養成研修

　学校の授業よりも応用的な科学
の実験や体験をする、理科クラブ
員を募集。
対十勝管内在住の小学４〜６年生
日９月18日〜２月19日までの第１ 

・３土曜日、９時30分〜11時30分
定抽選10人
￥3300円（保険料を含む）
場申問８月１日㈰〜18日㈬まで
に、往復はがきに、「申込時の記
載事項」（10頁）を書いて、児童
会館（〒080・0846緑ケ丘２番地、
☎24・2434）へ。
市ホームページID.1006606

帯広市特別職報酬等
審議会委員を募集

　市長・副市長の給料額や市議会
議員の報酬などについて、意見を
述べる委員を募集。
対市内在住の20歳以上で、平日
の会議に出席できる人（市が設置 
する他の審議会などの委員は除く）
定選考１人
申問８月20日㈮までに、直接また
は郵送で人事課（〒080・8670西 
５条南７丁目１番地、市庁舎５階、
☎65・4107）へ。
市ホームページID.1004351

児童会館理科クラブ員
を募集

　野草園に咲く野草や樹木の写
真、絵手紙を募集。応募作品は作
品展に展示。
問児童会館（緑ケ丘２、☎24・2434）
◆作品募集
規格写真はキャビネット判以上
で、１人20点まで。絵手紙は、は
がきサイズで何点でも応募可能。
申８月13日㈮までに、事前に電
話で連絡の上、児童会館へ。
◆第34回作品展
日８月23日㈪〜27日㈮、９時〜
17時（最終日は16時30分まで）
場市民ホール（市庁舎１階）

【放送大学】2021年度
第２学期（10月入学）学生募集

　放送大学は、条件を満たせば学
力試験なしで入学でき、卒業すれ
ば学士を取得できる通信制の大学
です。
　とかちプラザの学習室で授業を
視聴できるほか、テレビやイン
ターネットでいつでもどこでも授
業を受けることができます。
　詳細は、とかちプラザ（西４南
13）および総合案内（市庁舎１階）
に設置の募集要項を確認するか、
問い合わせください。
申込期限９月14日㈫
申問生涯学習文化課（市庁舎８
階、☎65・4192）、放送大学北海
道 学 習 セ ン タ ー（☎011・736・
6318）へ。
市ホームページID.1005103

「帯広市野草園の花」
作品の募集・作品展

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
　テーマごとの講話を行い、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。
　❶は第２子以降の人も参加できますが、１歳以上の兄姉は参加不可。
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。

◆８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】 ８月４日㈬、17日㈫、25日㈬
　【１歳６カ月児健診】 ８月３日㈫、26日㈭、31日㈫
　【３歳児健診】  ８月５日㈭、18日㈬、19日㈭、24日㈫

開催日 講座名／開催施設・申し込み先

❶８月３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もりのこ（大空町１、☎49・2005）

❷８月６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）

❸８月27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）

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。開催場所や時間など、詳細は各事
業所に問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
対市内在住の65歳以上

担当課地域福祉課

開催日 実施事業所（電話）

８月４日㈬・18日㈬ デイサービスセンター太陽園（☎64・5565）

８月５日㈭・12日㈭・
26日㈭ 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）

８月11日㈬・17日㈫・
25日㈬ 歩くデイゆるり（☎090・9801・7781）

８月12日㈭ デイサービスセンター帯広りはびり（☎29・5515）

８月19日㈭・20日㈮ 通所介護事業所ふるさと（☎41・8341）

８月20日㈮・24日㈫ ツクイ帯広Ｗ
ワ ウ

ＯＷ（☎20・1562）

８月20日㈮ ジョイリハ西５条（☎49・3060）

市ホームページID.1008607
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８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、８月11日㈬、25日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は８月４日㈬、
18日㈬です。　問 清掃事業課（西24北４、☎37・2311）

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

　帯広市では、市内にある「樹容が美観上優れ、由緒由来があり学
術的価値の高い樹木」10本を、保存樹木として指定しています。そ
のうちの１つが、東４条南12丁目の交差点角にあるポプラです。
　このポプラは、現在の柏小学校の前身である「帯広第二尋常小学
校」の開校を記念して、大正10年５月９日に植樹されました。学校
はその後、改称され、校舎は移転や改築が行われましたが、ポプラ
は開校当時のまま地域の時代の移ろいを百年にわたって見守り続
け、平成２年には帯広の歴史上、由緒由来がある木として、市の保
存樹木に指定されました。
　ポプラは材質がとても柔らかく、おにぎりのような三角形の葉と
平べったい柄

え

が、垂直に付いており、少しの風でも大きく揺れます。
これは風を受け流しやすくするためで、風が吹くと葉と葉がぶつか
り、カチカチと音がするのが特徴です。
　ぜひ、木の特徴を目や耳で確認しながら、帯広の歴史を感じてみ
てください。

帯広市の保存樹木 「ポプラ」

文・写真／
みどりの課　　曽根　愛

対市民または市内に事務所があ
る団体
申問８月１日㈰〜31日㈫までに、
推薦書を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。推薦書は生涯学
習文化課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.1005202

◆文化賞
　芸術・科学・教育・その他の文
化の向上発展に、特に功労が顕著
な個人、団体。
◆文化奨励賞
　芸術・科学・教育・その他の文
化の向上の活動や研究を続けてい
る者および文化的技能が特に優秀
と認められる個人、団体。
◆文化活動功労賞
　芸能・科学・教育・その他の文
化の向上推進に長年の活動または
功績が顕著な個人、団体。

自衛官などを募集

　申し込み期間などの詳細は、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
市ホームページID.1007314

帯広市文化賞・文化奨励賞・
文化活動功労賞候補者を
推薦してください

　市のスポーツ振興に貢献した人
や、スポーツ大会などで優秀な成
績を収めた個人や団体を表彰する
ため、候補者を募集。詳細は問い
合わせください。
申問８月２日㈪〜９月６日㈪ま
でに、推薦書を直接または郵送
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。推薦書はスポー
ツ課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.1005459

小規模修繕契約希望者
登録を受け付けます

　市が発注する50万円以下の修
繕業務の受注を希望する事業者
は、小規模修繕契約希望者登録の
申請が必要です。既に登録してい
る事業者は、登録の有効期限が９
月30日㈭までのため、市から送
付する案内に従い、更新手続きを
行ってください。次期の登録期間
は、10月１日㈮から令和７年９
月30日㈫までの４年間です。
　新規登録は、随時受け付けてお
り、毎月20日（休日の場合前日）
までに申請すると翌月から登録さ
れます。詳細は問い合わせくださ
い。
問契約管財課（市庁舎２階、☎65 

・4114）
市ホームページID.1005722

帯広市スポーツ賞・スポーツ奨
励賞候補者を推薦してください

　空き地の雑草は、放置しておく
と害虫の発生やごみの投げ捨て、
野火の発生などの原因になりま
す。空き地の所有者や管理者は、
定期的に草刈りをするなど、適正
な管理をお願いします。
問環境課（市庁舎６階、☎65・4136）

北海道排水設備工事責任
技術者試験を実施します

　詳細は問い合わせください。
日10月21日 ㈭、13時30分 〜15時
30分
場とかちプラザ（西４南13）
￥7000円
申問８月19日㈭〜30日㈪までに、
直接下水道課（市庁舎水道棟２階、
☎65・4219）へ。

令和４年度の合併処理浄化槽
の申し込みを受け付けます

　詳細は問い合わせください。
対公共下水道区域と清川集落排
水区域外の区域で、住宅の新築や
改造などにより合併処理浄化槽の
設置を予定している人
申問11月30日㈫までに、直接ま
たは電話で下水道課（市庁舎水道
棟２階、☎65・4219）へ。

サマージャンボ宝くじ・ミニ
の収益金は市町村のまちづ
くりに役立てられています

　サマージャンボ宝くじ・ミニは
８月13日㈮まで、市内各売り場で 
販売されています。抽選日は25日 
㈬です。
問公益財団法人北海道市町村振
興協会（☎011・232・0281）
担当課財政課

空き地の適正管理に
ご協力ください

問戸籍住民課（市庁舎１階、☎65 
・4144）
◆お墓参りのマナーを守りましょ
う
　お盆期間中は多くの人がお参り
に訪れます。供え物やごみはカラ
スやキツネに荒らされて、お墓が
汚れてしまうので、お持ち帰りく
ださい。
◆中島霊園墓地の貸し出し
　市内、市外の居住を問わず、随
時個人で申し込みできます。

国民年金に関する
お知らせ

問戸籍住民課（市庁舎１階、☎65 
・4143）、帯広年金事務所（西１南１、
☎25・8113、音声案内２番→２番）
◆60歳前に退職したとき
　厚生年金の資格を喪失したとき
は、国民年金加入の手続きが必要
です。また、その人に扶養されて
いる配偶者が60歳未満であれば、
種別変更の手続きが必要です。
必要なもの▶年金手帳▶個人番号
確認と本人確認ができる書類▶退
職日を証明する離職票・資格喪失
証明書・退職辞令などの書類▶代
理人が手続きをする場合は委任状
◆退職して配偶者の扶養に入ると
き（配偶者が厚生年金加入者）
　配偶者の勤務先へ届け出が必要
です。
◆国民年金保険料の口座振替
　前払いすると保険料が割り引き
される前納制度があります。口座
振替で10月から翌年３月まで前
納する６カ月前納の申し込みは８
月末までです。

お墓に関するお知らせ

ふるさとふるさと

見 聞 録見 聞 録

　令和４年４月１日採用予定の職員を募集。
　申し込みの前に、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、
総合案内（市庁舎１階）と人事課で配布して
いるほか、市ホームページにも掲載。

試験区分　年齢などの受験資格は、試験案内で確認してください。
・総合職（11区分を予定）事務（大学卒）、事務（短大卒）、事務（高
校卒）、事務（障害者）、事務（社会人）、土木、土木（高校卒）、土木

（社会人）、建築、建築（高校卒）、建築（社会人）
採用人数・試験日程など　試験案内で確認してください。

申８月２日㈪〜19日㈭までに、試験案内に記載された方法で応募し
てください。
問人事課（市庁舎５階、☎65・4108）

令和４年度採用予定令和４年度採用予定
帯広市職員（総合職）の募集帯広市職員（総合職）の募集

後期日程

市ホームページID.1004437
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