
市イベント等の中⽌・延期などの情報（8⽉27⽇〜9⽉12⽇）

※期間外でも中止等が決定しているイベントは掲載しています

催し･イベント催し･イベント催し･イベント催し･イベント 令和3年8月26日現在

開始日 終了日

1 8月27日(金) 星の観察会 児童会館 実施 児童会館 24-2434

2 8月27日(金) 9月12日(日)

特別企画展「過ぎ去りし街角 荘田喜與志の見た帯広・十勝」

百年記念館 中止 百年記念館 24-5352

3 8月28日(土) 森の日本語レッスン 森の交流館・十勝 中止 観光交流課 34-0122

4 8月28日(土)

第1回 国際交流ボランティアセミナー「やさしい日本語」講座

森の交流館・十勝 延期 観光交流課 34-0122

5 8月28日(土) ロビーコンサート 文化ホールエントランス 延期 生涯学習文化課 帯広市⺠⽂化ホール 23-8111

6 8月28日(土) ストーンペイント 岩内自然の村 中止 児童会館 24-2434

7 8月28日(土) 小学生の一日飼育係 動物園 中止 動物園 24-2437

8 8月29日(日)

帯広市男女共同参画講座「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〜

とかちプラザ 延期(10月30日(土)へ) 市⺠活動課 65-4134

9 9月1日(水) 第二講堂リニューアルオープン 児童会館 延期 児童会館 24-2434

10 9月2日(木) 9月9日(木) とかち大平原交流センター夕市 とかち大平原交流センター 中止 農政課 とかち大平原交流センター 53-4780

11 9月4日(土) 森の寺⼦屋〜草の巻〜 はぐくーむ 中止 みどりの課 はぐくーむ 66-6200

12 9月4日(土) 土曜童話会 図書館 中止 図書館 22-4700

13 9月4日(土) 自然体験クラブ 児童会館 延期 児童会館 24-2434

14 9月4日(土)

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〜」

百年記念館 中止 百年記念館 24-5352

15 9月4日(土) 9月26日(日) フォトブックを作ってメッセージを伝えよう 動物園 中止 動物園 24-2437

16 9月5日(日) レバンガ北海道クリニック よつ葉アリーナ十勝 中止 スポーツ課 62-4210

17 9月8日(水) 国際ミニバレーナイト 森の交流館・十勝 中止 観光交流課 34-0122

18 9月8日(水) おひさまおはなし会 図書館 中止 図書館 22-4700

19 9月11日(土) ワクワクおはなし会 図書館 中止 図書館 22-4700

20 9月11日(土) 親と子のエンジョイ将棋 児童会館 中止 児童会館 24-2434

21 9月11日(土) 少年少女発明クラブ 児童会館 延期 児童会館 24-2434

22 9月11日(土) おびZoo寺子屋アメリカバイソン編 動物園 中止 動物園 24-2437

23 9月12日(日) 森のキノコの観察会 はぐくーむ 中止 みどりの課 はぐくーむ 66-6200

24 9月12日(日) 第32回親と子のわくわく音楽会 文化ホール（大） 延期 生涯学習文化課 帯広市⺠⽂化ホール 23-8111

25 9月12日(日) 9月こども映画会 図書館 中止 図書館 22-4700

26 9月12日(日) 秋のスペシャルおはなし会 動物園 中止 図書館 22-4700
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講座･教室講座･教室講座･教室講座･教室

開始日 終了日

1 8月18日(水) 9月30日(木) プラザ・エンジョイスクール第Ⅱ期講座 とかちプラザ 延期 生涯学習文化課 とかちプラザ 22-7890

2 8月24日(火) 8月27日(金) プラザ・エンジョイスクール第Ⅰ期講座 とかちプラザ 延期 生涯学習文化課 とかちプラザ 22-7890

3 8月24日(火) 9月7日(火) 帯広市⺠⼤学講座（書道を楽しむために） とかちプラザ 延期 生涯学習文化課 65-4192

4 8月27日(金)

帯広市⺠⼤学講座「消費者講座 何を⾷べたらいいのかな？」

とかちプラザ 中止

生涯学習文化課／商業労働課

65-4192／65-4132

5 8月27日(金)

帯広市⺠⼤学講座（消費者講座 何を⾷べたらいいのかな？）

とかちプラザ 中止 生涯学習文化課 65-4192

6 8月27日(金) 9月12日(日) 前期陶芸講座 百年記念館 延期 百年記念館 24-5352

7 8月27日(金) 9月12日(日) 夜間陶芸講座 百年記念館 延期 百年記念館 24-5352

8 8月28日(土) 8月29日(日) 親子野菜収穫体験 都市農村交流センター  中止 農政課  都市農村交流センター 36-8095

9 8月28日(土) 夏の大人陶芸教室 百年記念館 中止 百年記念館 24-5352

10 8月29日(日) ソーセージ研修 畜産物加工研修センター  中止 農政課  畜産物加工研修センター 60-2514

11 8月29日(日)

帯広市⺠⼤学講座（男⼥共同参画講座 「多様な性」ってなんだろう？）

とかちプラザ 延期 生涯学習文化課 65-4192

12 9月1日(水) 9月12日(日) 子育て支援じゃがいも収穫体験 とかち大平原交流センター 中止 農政課  とかち大平原交流センター 53-4780

13 9月1日(水) 9月15日(水) 帯広市⺠⼤学講座（はり絵はがきを作ってみよう） とかちプラザ 15日のみ開催 生涯学習文化課 65-4192

14 9月4日(土) 9月5日(日) チーズ研修 畜産物加工研修センター  中止 農政課  畜産物加工研修センター 60-2514

15 9月4日(土) 9月5日(日) 親子野菜収穫体験 都市農村交流センター  中止 農政課  都市農村交流センター 36-8095

16 9月5日(日) 親子で学ぼう！収穫＆ピザ作り体験 農業技術センター 中止 農政課 59-2323

17 9月11日(土) 語り⼿育成講習会〜⼊門編〜 図書館 延期 図書館 22-4700

18 9月12日(日) ソーセージ研修 畜産物加工研修センター  中止 農政課  畜産物加工研修センター 60-2514

19 9月12日(日) 親子囲碁入門教室 児童会館 中止 児童会館 24-2434

健康･福祉･子育て健康･福祉･子育て健康･福祉･子育て健康･福祉･子育て

開始日 終了日

1 8月28日(土) 9月12日(日) 集団検診（がん検診・生活習慣病検診） 保健福祉センターほか 中止 健康推進課 25-9720

2 8月28日(土) 9月12日(日) 乳幼児健診 保健福祉センター 延期 健康推進課 25-9722

3 8月29日(日) サンデーファミリー 豊成保育所 中止 こども課 65-4158

4 9月4日(土) 9月5日(日) 帯広市生活援助員養成研修 帯広コア専門学校 延期又は中止 地域福祉課 65-4113

5

9月7日(火) 認知症サポーター養成講座 自由が丘福祉センター 延期又は中止 地域福祉課 65-4113

6

毎週金曜日 あそびの広場 市内公立保育所 中止 こども課 65-4158
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