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帯広市議会（令和３年９月定例会）　９月６日㈪〜10月１日㈮までの日程（予定）で帯広市議会定例会を開催します。
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）

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

　帯広の森の各エリアをバスと徒
歩で散策しながら、森の歴史や森
づくり活動団体による森の育成・
利活用について、活動を通して体
験する。市庁舎集合・解散。
日９月26日㈰、13時〜17時
定先着15人
申問９月１日㈬〜17日㈮までに、
電話でみどりの課（市庁舎６階、
☎65・4186）へ。

児童会館のイベント

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
　親子で将棋を楽しく学ぶ。申し
込み不要。
対小・中学生と保護者
日９月11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９月12日㈰、10時〜12時
◆星の観察会『今年も木星＆土星
がやってきた！』
　望遠鏡での天体観察。天候不良
時は星空解説のみ。
日９月17日㈮、19時〜20時15分
定先着20人
申込期間９月３日㈮〜17日㈮
◆きらきら人形劇場
　幼児から小学生向けの人形劇。
９月の出演予定は「でく」です。
対幼児・小学生と保護者
日９月18日㈯、14時〜14時40分
定先着20人
申込期間９月４日㈯〜18日㈯
◆親子科学実験教室「簡単に作れ
るモーター作り」
　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、モーターの仕組みを学び、
いろいろなモーター作りをする。
対小学生以上の親子
日９ 月19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９月５日㈰〜19日㈰
◆親子おもしろ教室「ねんどで昆
虫を作ろう」
　小麦ねんどを使ってチョウやト
ンボなどの体を作り、モールや
OHPシートで脚や羽も作る。
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９月25日㈯、①９時30分〜10
時、②10時30分〜11時
定各先着６組
申込期間９月11日㈯〜24日㈮

帯広の森を巡る
散策ツアー

　小学生以下は保護者同伴。
場申問８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。
◆森のキノコの観察会
　森を歩きながらいろいろなキノ
コを観察する。
日９月12日㈰、９時30分〜12時
定先着15人
◆森の生き物講座（樹木編）
　シラカバを中心に、森の樹木の
生態や特徴について学ぶ。
日９月18日㈯、10時〜12時
定先着10人
◆四季の森めぐり〜秋〜
　秋の花や実、種などを観察しな
がら森を歩く。
日９月19日㈰、９時30分〜12時
定先着30人
◆森づくりの集い
　市民や森の活動団体が集い、外
来種の伐採や抜き取りなどの森づ
くり作業を行う。
日９月26日㈰、９時30分〜12時
定先着30人
◆健康ウォーキング
　正しい歩き方などを教わりなが
ら、秋の帯広の森の園路を歩く。
日10月２日㈯、10時〜12時
定先着30人

第20回「女（ひと）と 
男（ひと）の一行詩」
作品展・一般投票

　男女共同参画をテーマに募集し
た一行詩の作品展示と、入賞作品
を決める一般投票を行う。市ホー
ムページからも、９月４日㈯〜28
日㈫まで投票可能。
日場▶とかちプラザ（西４南13）、 
９月４日㈯〜28日㈫、９時〜20時 
▶図書館（西２南14）、９月７日㈫ 
〜20日 ㈷、10時 〜20時（ 最 終 日
は16時まで）▶市民ホール（市庁 
舎１階）、９月22日㈬〜28日㈫、
８時45分〜17時30分（初日は10
時から、最終日は16時まで）
問市民活動課（市庁舎３階、☎65・ 
4134）
市ホームページID.1003516

帯広の森・はぐくーむ
９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（８月12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）

図書館のイベント図書館のイベント 問図書館（西２南14、☎22・4700）

　古典文学（源氏物語、竹取物語、平
家物語など）を易しく分かりやすく解
き、大人から子どもまで楽しめる朗読
会。
日９月５日㈰、13時30分〜14時50分。
当日13時から会場前で整理券配布
場図書館
定先着30人

◆みんなで親しむ古典
　９月から11月にかけて、動物園・児童会館・図書館の３
会場で、帯広図書館友の会おひさまの皆さんによる、絵本の
読み聞かせや紙芝居、エプロンシアターなどの「スペシャル
おはなし会」を開催。
対未就学児、小学生
日場▶動物園（緑ケ丘２）、９月12日㈰
▶児童会館（緑ケ丘２）、10月３日㈰
▶図書館、11月21日㈰
いずれも11時〜11時30分
定各先着20人

◆あつまれ♪秋のスペシャルおはなし会

市ホームページID.1001274
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年金生活者支援給付金について　今年新たに給付要件を満たした人に、日本年金機構より８月末ごろから年金生活者支援給付金請求書が送付されます。必要
事項を記入して、提出してください。　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）

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

　アメリカ出身の市国際交流員ク
リスさんが、簡単な英語を使って
歌やダンスで子どもたちと交流。
テーマはハロウィーン。
対６歳までの子どもと保護者。兄
姉の参加も可能
日９月25日㈯、10時30分〜12時
定抽選40人
申８月27日㈮〜９月
10日㈮までに、W

ウ ェ ブ

EB
フォームから申し込み。
場問森の交流館・十勝（西20南６、
☎34・0122）
市ホームページID.1001476

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９月17日㈮、13時30分〜15時
定先着３人
場申問９月９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

女性のための
人権なんでも相談所

　女性が抱えるさまざまな問題
に、女性の人権擁護委員が無料で
相談に応じる。秘密厳守。
日９月15日㈬、13時〜15時30分

（最終受け付け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（東
５南９、釧路地方法務局帯広支局
内、☎24・5853）
担当課市民活動課

成年後見フォーラム

　酒井勝己氏（司法書士酒井綜合
法務事務所）による成年後見制度
や市民後見人についての講演と専
門職による座談会を実施。
日９月２日㈭、14時〜16時
場とかちプラザ（西４南13）
定先着60人
申問申 込 書 に 記 入 の 上、 持 参、
ファクス、郵送、または電話で帯
広市成年後見支援センターみまも
ーる（〒080・0847公園東町３丁
目９番地１、グリーンプラザ内、
☎20・3225、Ｆ20・3226）へ。
当日会場での申し込みも可能。
担当課地域福祉課

第64回キッズ・プレイグ
ラウンド（ハロウィーン）

　鬼滅の刃、ドラえもん、なつぞ
らなど、なじみのある曲をオーケ
ストラで楽しめる演奏会。
対小学校低学年以下の児童と保
護者
日９月12日㈰、14時30分〜15時
30分
定抽選700人
場申問９月２日㈭までに、往復は 
がきに「申込時の記載事項」（10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。

令和３年度
帯広市戦没者追悼式

　戦争で亡くなられた人を追悼し、 
平和への誓いを新たにする。
日９月21日㈫、11時〜12時
場市民文化ホール（西５南11）
問地域福祉課（市庁舎３階、☎65・ 
4146）

とかち大平原交流セン
ターからのお知らせ

場申問各申込期限までに、電話で 
とかち大平原交流センター（川西
町基線61、☎53・4780）へ。
◆ハロウィーン飾り作り体験
　畑で好きなカボチャを収穫し
て、ハロウィーン飾りを作る。
対親子（大人だけでも可）
日10月２日㈯、10時〜12時
定先着12組　　　￥１組1000円
申込期限９月25日㈯
市ホームページID.1009634

◆落花生収穫体験
　３種類の落花生について学び、
収穫体験を行う。
対親子（大人だけでも可）
日10月９日㈯、10時〜12時
定先着10組　　　￥１組1000円
申込期限10月２日㈯
市ホームページID.1009633

◆さつまいも収穫体験
　北海道では珍しいさつまいもの
収穫体験を行う。
対親子（大人だけでも可）
日10月10日㈰、10時〜12時
定先着10組　　　￥１組1000円
申込期限10月３日㈰
市ホームページID.1009632

◆子育て支援じゃがいも収穫体験
　未就学児の子どもと一緒にじゃ
がいもの収穫体験を行う。
対十勝管内在住の未就学児の親子
日９月１日㈬〜30日㈭の休館日
を除く毎日、10時〜16時の約１時 
間程度
￥500円（約２キログラム）、1500
円（約７キログラム）
申込期限体験日の前日
市ホームページID.1009631

第32回
親と子のわくわく音楽会

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問８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①９月18日㈯〜19日㈰、②10
月２日㈯〜３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①９月10日㈮、②24日㈮
◆ソーセージ研修（約250グラム）
日９月26日㈰、10時〜14時
定先着20人　　　￥1000円
申込期限９月17日㈮
◆ソーセージ研修（プレーンほか
全３種、計約700グラム）
日10月10日㈰、10時〜14時
定先着10人　　　￥2200円
申込期限10月１日㈮

草木染め教室
３カ月コース

　草木染めを学ぶ。
日９ 月27日 ㈪、10月18日 ㈪、11
月15日㈪、全３回、いずれも10
時〜11時30分
定先着10人　　　￥6600円
場申問９月20日㈷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。
市ホームページID.1007831

ソーセージ、チーズ
作り体験研修

　畑の作物について学び、収穫し
た野菜でピザを作る。
対親子
日９月５日㈰、10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）
場申問８月25日㈬〜９月２日㈭
までに、電話で農業技術センター

（川西町基線61、☎59・2323）へ。
市ホームページID.1009639

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）を 
書いて、動物園（〒080・0846緑ケ 
丘２番地、☎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。
◆親子で飼育体験
　飼育員の仕事を親子で体験。
対小学１〜３年生と保護者
日９月19日㈰、10時〜12時
定抽選４組
申込期間８月26日㈭〜９月９日㈭
市ホームページID.1005291

◆１日飼育係
　飼育員引率のもと、飼育体験を
行う。
対中学生以上
日10月９日㈯、10時〜15時15分
定抽選４人
申込期間９月９日㈭〜23日㈷
市ホームページID.1005289

親子で学ぼう！
収穫＆ピザ作り体験

講座名 講師（役職）／講座内容 開催日／開催時間 定員
（備考）

第14集
はり絵はがきを

作ってみよう

岩崎　ゆうこ 氏
（元幼稚園教諭）

９月15日㈬
14時30分〜16時

先着
25人

（受講料
200円）

はり絵はがき（和紙・千代
紙・包装紙をはがきサイズ
に切って貼り、絵のように
仕上げていくもの）を作成
する。

第15集
【消費者講座】

今から知っておきたい
空き家対策〜帯広市の
現状と取り組みから〜

市建築開発課職員

９月24日㈮
10時〜11時

先着
50人市の空き家対策の現状や取

り組み、空き家等対策計画
について学び、自宅の空き
家対策について考える。

第16集
【知るぽると塾i

イン
n帯広】

医療保険制度・介護保険制度の
基礎知識とその利用方法

徳江　孝一 氏
（金融広報アドバイザー）

９月28日㈫
13時30分〜15時

先着
25人

（Zoom
配信あり）

あらゆるリスクに備えるた
めに、医療保険制度・介護
保険制度について基礎から
学ぶ。

場とかちプラザ（西４南13）
申問会場受講の場合は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。Z

ズ ー ム

oom受講の場合は開催日２日前までに、市民大学講座ホームペー
ジから申し込みが必要。
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



■12■広報おびひろ　令和３年９月号

国民年金保険料の納付案内を行っています　日本年金機構が委託した民間事業者から、保険料が未納になっている人に対して、文書や電話、訪問による納付
案内を行っています。　問 帯広年金事務所（西１南１、☎25・8113、音声案内２番→２番）

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（〒 
080・0846緑ケ丘２番地、☎24・
5352）へ。
◆博物館講座「よみがえる昭和の
情景富良野のまちなみ、人々の心」
　澤田健氏（富良野市博物館学芸
員）を講師に、昭和20〜40年代
に市

し せ い

井の人々が撮影した写真・映
像の活用事例を紹介し、動画の上
映も行う。
日９月４日㈯、14時〜16時
定先着50人
申込期間８月24日㈫〜９月３日㈮
◆ウツベツ川の生きものもっと録
る！
　緑ヶ丘公園を流れる小河川「ウ
ツベツ川」の生物を採集して、観
察・記録する（持ち帰り不可）。
百年記念館集合。
対小学生以上（小学４年生以下は 
保護者同伴）
日９月11日㈯、９時〜12時
定先着15人　　　￥100円
申込期間８月28日㈯〜９月９日㈭
◆古文書教室
　榎本洋介氏（札幌市）を講師に、
地域の歴史を読み解くために、古
文書の読み方や仕組みを学習する
初心者向けの教室。
日９ 月11日 ㈯、14時 〜17時、12
日㈰、10時〜12時、全２回
定先着30人
申込期限９月10日㈮
◆前期陶芸講座修了作品展
　今年度の前期陶芸講座で、受講
生が制作した陶芸作品を展示。申
込不要。
日９月22日㈬〜29日㈬、９時30
分〜16時30分（初日は12時から、
最終日は11時まで）
◆楽しくデッサン教室
　楽しみながら絵画を学ぶ。
対十勝管内在住の小学４年生以
上の人
日10月２日〜23日までの土曜日、
全４回、いずれも13時30分〜15
時30分
定先着24人　　　￥500円
申込期間９月１日㈬〜22日㈬
◆令和３年度後期陶芸講座
　令和３年度後期陶芸講座の受講
生を募集。
対十勝管内在住の18歳以上の初
心者
日10月12日〜翌年３月８日、原
則毎月第２･４火・水曜日、全18
回、10時〜15時
定抽選36人（初受講者優先）
￥１ 万 円、別途材料費など6000
円程度
申９月１日㈬〜26日㈰までに、往 
復はがきに「申込時の記載事項」

（10頁）を書いて、百年記念館へ。

百年記念館の
講座・教室

　絵本の選び方、おはなし会の進
め方など、初心者向けの講習会。
対絵本の読み聞かせなど、読書
ボランティアに興味がある人
日９月11日㈯、13時30分〜15時
定先着30人
場申問９月10日㈮までに、W

ウ ェ ブ

EB
フォームで図書館（西
２南14、☎22・4700）
へ。

語り手育成講習会
〜入門編〜

　自家用車で自動車学校コースの
走行や各種検査などの体験をする。
対自家用車を持ち込みできる満
65歳以上の市民
日９月29日㈬、９時〜11時
場第一自動車学校（稲田町東１線）
定抽選30人
申問９月６日㈪〜21㈫までに、電 
話で危機対策課（市庁舎５階、☎
65・4131）へ。

高齢者ドライビング
体験会

　楽しく分かりやす
いパソコン10月講座。
各講座全５回。
対高校生以上
日10月５日〜20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９月24日㈮までに、とかち 
プラザ（西４南13、☎22・7890）へ。

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①９月９日㈭、②26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①９月２日㈭、②19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９月19日㈰、18時30分〜20時
30分
場南出張所（西17南41）
申込期限９月12日㈰

健康度アップチャレンジ

　健康づくりのため、ご自身で３
カ月間、食事や運動の改善に取り
組むことで、健康な生活習慣を身
に付けることを目指す。期間中の
サポートのほか、健康マイレージ
事業に参加すると歩数に応じた特
典があります。
対18歳以上の市民
日９月20日㈷〜12月20日㈪
定先着50人
申９月10日㈮までに、市ホーム
ページから申し込み。
問国保課（市庁舎１階、☎65・4138）
市ホームページID.1008916

プラザ・エンジョイスクール
10月パソコン講座

日　程 講　座　名

火・木／午前 初心者のためのワード②

火・木／午後 らくらくワード講座
中級編（後編）

火・木／夜間 レベルアップ
ワード＆エクセル②

水・金／午前 ステップアップエクセル②

水・金／午後 作る楽しむ覚える
ワード・エクセル⑤

水・金／夜間 仕事に役立つエクセル（後編）

予約受付を行っている教室一覧です。
　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）
　市民活動交流センター（西２南８、ふじまるビル８階、☎20・3004）
　帯広の森市民プール（〒080・0856南町南７線56番地７、☎47・3630）
　帯広の森アイスアリーナ（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・6256）
　明治北海道十勝オーバル（〒080・0856南町南７線56番地７、☎49・4000）

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

10/6㈬〜11/17㈬の
水曜日：全６回

レッツ！バルシューレ
（２回目）

幼稚園・保育所の
年中・年長児・
小学１・２年生

９月14日㈫

10/7㈭〜11/25㈭の
木曜日：全８回 50歳からの健康体操 50歳以上の人 ９月14日㈫

10/8㈮〜11/5㈮の
金曜日：全５回

ベビー&ママピラティス
（２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
９月21日㈫

10/14㈭〜12/16㈭の
木曜日：全10回 硬式テニス教室（森体） 16歳以上の人 ９月21日㈫

10/20㈬〜12/15㈬の
水曜日：全８回 はじめてのキッズバレエ

幼稚園・保育所の
年中・年長児・
小学１・２年生

９月27日㈪

10/21㈭〜11/25㈭の
木曜日：全６回

年少児・年中児（おやこ）
運動教室

幼稚園・保育所の
年小・年中児と

保護者
９月27日㈪

10/29㈮〜12/17㈮の
金曜日：全８回 小学生（低学年）運動教室 小学１・２年生 ９月28日㈫

10/29㈮〜12/17㈮の
金曜日：全８回 キッズコーディネーション 幼稚園・保育所の

年中・年長児 ９月28日㈫

市民活動
交流センター
（問い合わせは

帯広の森体育館へ）

10/12㈫ みんなで楽しくリトミック教室
（０歳）

０歳児と
保護者 ９月20日㈷

帯広の森
市民プール

10/7㈭〜12/2㈭の
木曜日：全８回

水中ウォーキング教室
（３回目） 16歳以上の人 各開催日まで

10/11㈪〜11/29㈪の
月曜日：全８回

ストレッチポールで
姿勢改善教室（３回目） 16歳以上の人 ９月27日㈪

10/11㈪〜11/29㈪の
月曜日：全８回 ピラティス（３回目） 16歳以上の人 ９月27日㈪

10/13㈬〜翌年
3/16㈬の
水曜日：全16回

50歳からの水泳教室
（２回目）

50歳以上の
初心者 10月４日㈪

10/15㈮〜12/3㈮の
金曜日：全８回 とんでけ脂肪（２回目） 16歳以上の人 ９月27日㈪

10/18㈪〜11/22㈪の
月曜日：全６回 おやこ水泳教室（４回目） ２〜４歳児と

保護者 ９月27日㈪

10/18㈪〜11/22㈪の
月曜日：全６回 幼児水泳教室（４回目） 幼稚園・保育所の

年中・年長児 ９月27日㈪

帯広の森
アイスアリーナ

9/22㈬〜10/2㈯の
月・水・土曜日：全５回

ちびっこスケート教室
（１回目）

小学生の
未経験者 ９月６日㈪

10/4㈪〜10/13㈬の
月・水・土曜日：全５回

ちびっこスケート教室
（２回目）

小学生の
未経験者 ９月15日㈬

明治北海道
十勝オーバル

10/5㈫〜12/21㈫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」⑥ 16歳以上の人 ９月27日㈪

10/6㈬〜12/22㈬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」⑤ 16歳以上の人 ９月27日㈪

10/13㈬〜12/22㈬の
水曜日：全10回 ヨガ③ 16歳以上の人 10月４日㈪

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み
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９月20日㈪「敬老の日」、23日㈭「秋分の日」もごみを収集します　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）

　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９月30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）

市民後見人養成研修

　病気や障害などにより、判断能
力が十分でない人に対して、後見 
活動を行う市民後見人の養成研修。
日10月10日㈰〜11月23日㈷
定先着20人
場申問９月15日㈬までに、申込書
に記入の上、帯広市成年後見支援
センターみまもーる（公園東町３、
グリーンプラザ内、☎20・3225）
へ。申込書はみまもーるで配布の
ほか、同ホームペー
ジから印刷可能。
担当課地域福祉課

認知症・家族の集い
「茶話会」

　馬との触れ合いや乗馬を通じ、
健康の増進などを図る。
対市内在住または市内の施設を
利用している自立、座位が可能な
身体・知的・精神障がい、発達障
がいのある小学生以上の人。引率
者の同伴が必要
日①９月18日㈯、②29日㈬、③
10月２日㈯、いずれも10時〜11
時30分
定各３人（参加回数の少ない人優 
先）
場申問①８月30日㈪〜９月６日
㈪、②９月９日㈭〜16日㈭、③９ 
月13日㈪〜20日㈷までに、申込
用紙に記入の上、ファクスまたは
Ｅメールで帯広畜産大学（稲田町
西 ２ 線11、☎49・5776、Ｆ49・
5289、 syogai@obihiro.ac.jp）へ。
申込用紙は帯広畜産大学ホーム
ページから印刷可能。
担当課障害福祉課

障がい者乗馬体験

　保育職場への就労を応援するセ
ミナーを開催。また、市内各保育
施設を動画などで紹介するほか、
希望者は保育施設で行う「保育体
験」もできる。
対保育資格があり、保育所への復 
職・新規就職を目指している人。
資格はないが保育補助として市内
の保育施設で働いてみたい人
日10月５日㈫、９時〜12時
場市庁舎10階第３会議室
申問９月１日㈬〜10月１日㈮まで
に、申込用紙に記入の上、直接ま
たは郵送、電話、ファクス、Ｅメー
ルでこども課（〒080・8670西５
条南７丁目１番地、市庁舎３階、
☎65・4158、　Ｆ23・0155、　
children@city.obihiro.hokkaido.
jp）へ。申込用紙はこども課、市
内保育所で配布。託児希望者は申
し込み時に連絡が必要。

障害者生活支援センター
からのお知らせ

場申問各申込期間に、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、Ｆ25・9703）へ。
担当課障害福祉課
◆令和３年度後期障害者生活支
援センター基礎的事業の受講生
を募集
　初めての人は見学が可能。詳細
は問い合わせください。
対市内在住の身体障害者手帳を
持つ18歳以上の人
日いずれも10月〜翌年３月の各
曜日、❶書道（火曜日、10時〜11 
時30分、全16回）、❷陶芸（金曜
日、13時30分 〜15時、 全 ８ 回 ）、
❸卓球（水曜日、10時〜11時30分、
全８回）、❹革工芸（水曜日、13
時30分〜15時、全８回）
定❶❷❹各先着15人、❸先着20
人、いずれも初めての人優先
￥材料費・傷害保険料などの実費
申込期間８月30日㈪〜９月10日㈮
◆視覚障害者のボランティア養成
講座
　視覚障害の理解のための座学や
体験のほか、音訳、点字、テキス
トデイジー図書の作成といった視
覚障害者への支援ボランティアを
行うための入門講座。内容の詳細
は問い合わせください。
対市内在住で視覚障害者のボラ
ンティアに興味がある人
日10月14日㈭、15日㈮、21日㈭、
22日 ㈮、28日 ㈭、29日 ㈮、 い ず
れも10時〜12時
定各先着６人、ただしテキスト
デイジー図書の作成は先着３人、
いずれも初めての人優先
申込期間９月６日㈪〜10月１日㈮

保育職場就労支援
セミナー

　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①９月９日㈭、②27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①９月29日㈬、②10月12日㈫、
いずれも12時15分〜13時
場保健福祉センター（東８南13）
定各先着10人
申問各開催日の10日前までに、 
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

　市内を巡回検診バスが伺い、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▶西10号会館前（西21南２）、
９月２日㈭▶栄福祉センター（西 
17北１）、６日㈪▶W

ワ ウ

OW店（西４ 
南29）、15日 ㈬ ▶ 西13号 会 館 前

（西24南２）、16日㈭▶北福祉セ
ンター（西４北２）、21日㈫▶ダ
イイチみなみ野店（南の森東１）、
22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、直接健診バスに来場も可。
担当課健康推進課
市ホームページID.1006484

エキノコックス症検診

　採血による血清反応検査を行う。 
結果は約４週間後に通知する。
対小学３年生以上の市民のうち、
過去５年間受診していない人
日９月２日㈭、28日㈫、いずれも 
13時30分〜14時
￥300円（中学生以下無料）
場問健康推進課（東８南13、保健 
福祉センター内、☎25・9720）
市ホームページID.1004868

※エキノコックス症対策について
も、市ホームページに記載してあ
ります。併せてご確認ください。

健康相談

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）
９月１日㈬・15日㈬・
22日㈬・29日㈬ デイサービスセンター太陽園（☎64・5565）

９月８日㈬・14日㈫・
22日㈬ 歩くデイゆるり（☎090・9801・7781）

９月９日㈭・16日㈭・
30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）

９月９日㈭・30日㈭ デイサービスセンター帯広りはびり（☎29・5515）

９月16日㈭・17日㈮ 通所介護事業所ふるさと（☎41・8341）

９月18日㈯ ジョイリハ西５条（☎49・3060）

９月28日㈫ ツクイ帯広Ｗ
ワ ウ

ＯＷ（☎20・1562）

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。
　❶❸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。

◆９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】 ９月１日㈬、15日㈬、22日㈬
　【１歳６カ月児健診】 ９月７日㈫、14日㈫、30日㈭
　【３歳児健診】  ９月２日㈭、９日㈭、16日㈭、28日㈫

開催日 講座名／開催施設・申し込み先

❶９月３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あじさい（東９南19、☎67・6231）

❷９月６日㈪
ママと赤ちゃんのもぐもぐ食事講座

場保健福祉センター（東８南13、☎25・9722）

❸９月28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つばさ（西22南３、☎41・6800）

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ
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９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、９月８日㈬、22日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は９月１日㈬、
15日㈬、29日㈬です。　問 清掃事業課（西24北４、☎37・2311）

　日高山脈の国立公園化を応援す
るため、インスタグラムを使った
日高山脈フォトラリーを開催。日
高山脈のよく見える対象スポット
を巡って、日高山脈の魅力たっぷ
りの写真を投稿してください。
　詳細は、日高山脈
フォトラリー特設ホ
ームページをご覧く
ださい。
投稿期間11月30日㈫まで
問日高山脈フォトラリー事務局

（東２南25、ティワイネット内、
☎67・5571）
市ホームページID.1009553

担当課環境課

人権擁護委員が
委嘱されました

　帯広市には９人の人権擁護委員
がいて、いじめや虐待、DV、セク 
ハラなどの人権問題について相談
を受けています。人権擁護委員に
中島和典さん、鎌田則明さんが再
任され、新たに中川貴志さん、甲
谷千春さんが法務大臣から委嘱さ
れました。
日月〜金曜日、８時30分〜17時
15分
場問釧路地方法務局帯広支局（東
５南９、☎24・5823）
担当課市民活動課

国立公園化応援！
日高山脈フォトラリー

　返礼品の取り扱いに興味・関心
のある事業者向けに、各事業受託
者（株式会社JTB、株式会社さと
ふる）が制度の概要や活用方法、
全国における返礼品の開発事例な
どを交えて解説。
対市内に本店または主たる事業
拠点を有している事業者
日９月８日㈬、18時〜20時30分
場ソネビル（西６南６）
定先着35人
申問９月７日㈫までに、電話で
観光交流課（市庁舎７階、☎65・ 
4133）へ。

新型コロナ対策に取り組む
お店に協力しましょう

　市内中心街の商店街・繁華街の
飲食店組織のメンバーを中心とし
た「帯広中心街連合協議会」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、入店時の名前確認や店内
の定期的な換気などの取り組みを
進めています。来店される人は、
これらの取り組みにご協力くださ
い。
　詳細は、帯広中心街連合協議会
ホームページ「まってます帯広ま
ちなか商店街」をご
覧ください。
問商業労働課（市庁
舎７階、☎65・4164）

ふるさと納税返礼品
取扱事業者募集説明会

　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。その他、随時受 
け付けをしている住宅もあります。
日９月１日㈬、８時45分〜19時、
２日㈭、３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）へ。

令和４年度からの
指定管理者を募集

　令和４年４月以降の公の施設を
管理運営する指定管理者を募集。
募集内容の詳細は、９月中旬以降
に市ホームページなどで公表。
対象施設都市公園、駅南・駅北地
下駐車場、北愛国交流広場、都市
農村交流センター、とかち大平原
交流センター、畜産物加工研修セ
ンター、畜産研修センター、市民
文化ホール、体育施設（帯広の森・
南町）、帯広火葬場（予定）など
問契約管財課（市庁舎２階、☎65・ 
4116）

令和３年度
とかち広域消防事務組合
消防職員採用資格試験（後期）

　令和４年４月１日採用予定の消
防職員を募集。
　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
と総合案内（市庁舎１階）で配布
するほか、とかち広域消防事務組
合ホームページにも
掲載。
試験区分高校卒
採用人数・試験日程試験案内で確
認してください
問とかち広域消防局総務課（西６ 
南６、☎26・9121）

９月定期募集分
市営住宅入居者を募集

　子育てなどを理由に介護職場を
離職した有資格者の職場復帰の不
安解消や、介護職場に就職してい
る未資格者などに必要な知識の習
得を支援するオンライン研修会

（一部実習あり）。
対介護に関わる資格があり、復職 
および新規就労を目指している人。 
介護職場に就職している未資格者
日10月16日㈯、９時〜14時、23日 
㈯、10時〜16時、30日㈯、９時〜 
12時、全３回（希望日のみの参加 
も可能）

定先着20人
申問９月27日㈪までに、申込書に 
記入の上、介護高齢福祉課（市庁
舎１階、☎65・4150）へ。申込書 
は、介護高齢福祉課で配布のほか、
市ホームページからも印刷可能。
市ホームページID.1009721

「とかちジュニア文芸」
第12号作品募集

　小説・戯曲・童話・詩・短歌・
俳句の作品を募集。入選作品は「と
かちジュニア文芸」第12号に掲載 
し、表彰します。また、「図書館」
をテーマとした、表紙絵の募集も
します。
　詳細は、図書館で配布している
応募要項、または図
書館ホームページを
ご覧ください。
対十勝管内在住の18歳以下の人
申問10月10日㈰までに、作品を
直接または郵送で図書館（〒080・
0012西２条南14丁目３番地、☎

22・4700）へ。

介護士就職支援研修会

　シラカバの枝先に、茶色い穂が垂れ下がっています。これは果
か
穂
ほ
と

いって、中にはたくさんのタネが入っています。果穂は乾燥が進むに
つれてバラバラになって、中のタネが散らばっていきます。９月ごろ
が、タネが散らばるピークですが、遅いものは冬まで残っていて、雪
上にタネが落ちていることもあります。
　シラカバのタネは、一粒の大きさが４㎜前後、重さが0.3㎎前後と
小さくて軽く、さらに翼がついていて、グライダーのように風に乗っ
て遠くまで飛ぶことができるため、山火事跡地などの、他に木々が生
えていない場所に、いち早くタネを運び込み、先に成長することがで
きます。シラカバは、最初に森林をつくっていく樹木の代表格で、い
わば「森の先駆者」です。
　本州では冷涼な山地や高原にしか生育していないシラカバですが、
北海道では平地でも当たり前のように見られます。十勝では、帯広市
を含めて４つの自治体で市町村の木に選定されており、身近な公園や
並木にも植えられているなじみ深い樹木の一つです。

森の先駆者〜シラカバ

文・写真／
帯広の森・はぐくーむ　日

たち
月
もり
　伸 シラカバの果穂とタネ（右上）

ふるさとふるさと

見 聞 録見 聞 録

『江戸絵皿　絵解き事典』
絵手本でわかる皿絵の世界

著者…河村　通夫 ／ 出版社…講談社
ISBN978-4-06-521359-9

　今月は、食事を彩る絵皿の本を紹介します。

図書館（西２南14、☎22・4700）問い合わせ

　江戸の頃から庶民に使われていた「絵皿」には、人から人へ口伝えで伝わっ
てきた物事のいわれと故事来歴が秘められています。
　おなじみの「麒麟」の絵柄は、信義・平安を表し縁起が良いとされ、絵
皿に込められた思いは現代にも通じるものです。
　器集めが趣味の人、普段使いをされている人にも興味深い絵解きの世界
が広がる一冊です。お手元の「絵皿」気になりませんか？

（表紙画像使用承諾済）

図書館のオススメ

日　程 内　容

10/16
（土）

午前 ストレスマネジメント

午後 アンガーマネジメント

10/23
（土）

午前 ＶＲ認知症体験

午後 疾病・認知症の基本的な理解

10/30
（土） 午前 これからの介護の在り方を考

える

対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み


	P10
	P11
	P12
	P13
	P14

