
■10■広報おびひろ　令和４年４月号対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

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・自然体験クラブのみ）
⑥性別（スポーツ教室・自然体験クラブのみ）
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（３月11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）

　小学生以下は保護者同伴。
場申問３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。
◆あそびの森のあしあとづくり
　ＮＰＯ法人ぷれいおん・とかち
とともに、森で過ごす時間を楽し
みながら、親子で参加できる森づ
くりを行う。
日４月３日㈰、10時〜15時
定先着30人
◆四季の森めぐり〜早春〜
　第２柏林台川周辺の森を歩き、
早春の花や生き物を観察する。帯
広の森アイスアリーナ駐車場（南町
南７線56）集合。
日４月16日㈯、９時30分〜12時
定先着30人

平原太鼓50周年記念
フェスティバル

　令和２年に50周年を迎えた帯
広市郷土芸能平原太鼓の記念フェ
スティバルを開催。全道各地の太
鼓団体も出演する。
日４月29日㈷、13時開演
場市民文化ホール大ホール（西５	
南11）
￥1000円（小学生以下無料）、チ
ケットは勝毎サロン（西２南８、
ふじまるビル７階）で販売
問観光交流課（市庁舎７階、☎65・	
4169）または、平原太鼓事務局（☎
090・4879・1198）

帯広の森・はぐくーむ
４月のお知らせ

場問児童会館（緑ケ丘２、☎24・
2434）
◆親と子のエンジョイ将棋
　親子で楽しく将棋を学ぶ。
対小・中学生と保護者
日４月９日㈯、10時〜12時
◆親子囲碁入門教室
　親子で囲碁の基礎を学ぶ。
対小・中学生と保護者
日４月10日㈰、10時〜12時

◆星の観察会
　望遠鏡での天体観察を行う。
日４月15日㈮、19時〜20時15分
定先着20人
申４月１日㈮〜15日㈮までに、
直接または電話で児童会館へ。
◆科学技術週間ポスターの配布
　科学技術に親しむ機会を提供す
ることを目的に、文部科学省が毎
年制作している科学技術週間ポス
ターの無料配布を行う。
配布期間４月19日㈫〜24日㈰
配布枚数先着250枚

野草園で春の草花を
楽しもう

場野草園（緑ケ丘２）
問児童会館（緑ケ丘２、☎24・2434）
◆野草園臨時開園
　春一番の草花を楽しむ。
日４月17日㈰〜28日㈭、９時〜
15時
◆野草園開園の集い
　４月29日㈷〜10月31日㈪まで
毎日開園。開園初日は来園者に花
の苗を無料配布（当日配布する整
理券がなくなり次第終了）。野草
園運営委員の園内案内もあり。
日４月29日㈷、10時〜12時

児童会館のイベント

第64回こどもの読書週間（４月23日㈯〜５月12日㈭）に合わせて、図書館では、さまざまなイベントを開催。
詳細は、図書館ホームページをご覧ください。
場問図書館（西２南14、☎22・4700）

　図書館公式T
ツイッター

witter
の投稿からセレクトし
た、図書館で働く職員
の写真を展示する、子
ども向けの写真展。
日４月23日㈯〜５月12
日㈭

はたらく としょかんいん

　帯広図書館友の会
「おひさま」による、ス
ペシャルおはなし会。
日４月29日㈷、10時30
分〜11時10分
定先着30人

スペシャルおはなし会

こどもの読書週間「ひとみキラキラ　本にどきどき」「ひとみキラキラ　本にどきどき」第64回

　カウンターの裏側や閉架書庫での図書
館業務を体験する。
対小学生
日５月５日㈷、10時40分〜15時30分
定先着12人（２人１組で20分程度）
申４月１日㈮〜15日㈮までに、図書館
ホームページより申し込み。

なりきり図書館員

　普段は入れない図書館の裏側を探検し
て、設備や秘密を解説する書庫ツアー。
対小・中学生、高校生と保護者
日５月１日㈰、10時30分〜11時40分
定先着10家族
申４月８日㈮〜30日㈯までに、図書館
ホームページより申し込み。

親子で行く！図書館の裏側探検書庫ツアー

図書館ホームページ▶



■11■ 広報おびひろ　令和４年４月号

第31回ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りの市民審査員募集　詳細は問い合わせください。　日６月11日㈯、９時30分～19時、12日㈰、９時30分～22時の中
で３～４時間　申問４月１日㈮～30日㈯までに、ＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭り実行委員会（☎011・231・4351、 shinsa@yosakoi-soran.jp）へ。

問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

場問百年記念館（緑ケ丘２、☎24・
5352）
◆ロビー展「五月人形展」
　当館所蔵の五月人形を展示する。
日４月16日㈯〜５月８日㈰、９時	
〜17時
◆企画展「過ぎ去りし街角　荘田
喜

き

與
よ

志
し

の見た帯広・十勝　ふたた
び」
　帯広・十勝の人々の営みを記録
した荘田喜與志氏の写真をアン
コール展示する。
日４月22日㈮〜５月８日㈰、９
時〜17時

◆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
文土器研究について、紹介する。
日４月23日㈯、14時〜16時
定先着50人
申４月１日㈮〜22日㈮までに、
電話で百年記念館へ。

女性のための
人権なんでも相談所

　夫やパートナーからの暴力や離
婚、相続、職場でのセクハラや差
別といった問題に、女性の人権擁
護委員が相談に応じる。秘密厳守。
対女性
日４月13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（☎24・	
5853）
担当課市民活動課

バター作り＆牛乳飲み
比べ体験

　バター作りやクイズ形式で行う
牛乳飲み比べなど、五感を使って
家族で楽しく酪農を学ぶ。
対親子
日５月３日㈷、10時〜11時30分
定先着10家族（組）
￥１組1000円
場申問４月30日㈯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。
市ホームページID.1010892

百年記念館からの
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３月25日㈮〜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①４月16日㈯〜17日㈰、②４
月30日㈯〜５月１日㈰、③５月14
日㈯〜15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①４月８日㈮、②22日㈮、
③５月６日㈮
◆ソーセージ研修（約250グラム）
日４月24日㈰、10時〜14時
定先着20人　　　￥1000円
申込期限４月15日㈮
◆ソーセージ研修（プレーンほか
全３種、計約700グラム）
日５月８日㈰、10時〜14時
定先着10人　　　￥2200円
申込期限４月29日㈷

都市農村交流センター
サラダ館からのお知らせ

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
　おいしいパンとケーキの作り方
を学ぶ。
日①４月15日㈮、②５月20日㈮、
③６月17日㈮、いずれも10時〜
12時30分、全３回
申込期限４月８日㈮
市ホームページID.1007828

◆草木染め教室３カ月コース
　草木染めを学ぶ。
日①４月18日㈪、②５月16日㈪、
③６月20日㈪、いずれも10時〜
11時30分、全３回
申込期限４月11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
　押し花を学ぶ。
日①４月28日㈭、②５月26日㈭、
③６月23日㈭、いずれも10時30
分〜12時、全３回
申込期限４月18日㈪
市ホームページID.1007833

ソーセージ、チーズ作り
体験研修

３月18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

場問	帯広の森体育館（〒080・0856南町南7線56番地7、☎48・8912）
	 帯広の森スポーツセンター（〒080・0856南町南7線56番地7、☎48・2401）
	 明治北海道十勝オーバル（〒080・0856南町南7線56番地7）
	 帯広の森アイスアリーナ（〒080・0856南町南7線56番地7）
	 帯広の森市民プール（〒080・0856南町南7線56番地7、☎47・3630）
	 帯広の森テニスコート（〒080・0856南町南7線56番地7）
	 自由が丘公園庭球場（〒080・2476自由が丘４丁目５番地）
	 帯広の森野球場（〒080・0856南町南7線56番地7、☎48・8338）

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
スポーツセンター
（問い合わせは
帯広の森体育館へ）

4/28㈭〜6/9㈭
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・年長児、
小学１〜２年生

４月18日㈪

5/2㈪〜6/20㈪
の月曜日：全８回

エンジョイ♪エクササイズ!!
（１回目）

16歳以上の人 ４月19日㈫

5/2㈪〜6/20㈪
の月曜日：全８回

背骨コンディショニング
（１回目）

16歳以上の人 ４月19日㈫

5/18㈬〜6/22㈬
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・年長児、
小学１〜２年生

４月28日㈭

明治北海道
十勝オーバル
（問い合わせは
帯広の森体育館へ）

5/12㈭〜6/30㈭
の木曜日：全８回

ボディメイク・エクササイズ
（１期）

16歳以上の人 ４月26日㈫

帯広の森アイス
アリーナ

（問い合わせは
帯広の森体育館へ）

5/16㈪〜6/20㈪
の月曜日：全６回

肩こり・腰痛・改善ヨガ
（１期）

16歳以上の人 ４月27日㈬

帯広の森
市民プール

5/19㈭〜翌年3/23㈭
の木曜日：全34回

小学１〜３年の
年間水泳教室

小学１〜３年生 ４月25日㈪

5/20㈮〜12/2㈮
の金曜日：全26回

めだかU
アップ

P 小学４〜６年生 ４月25日㈪

帯広の森
市民プール	ほか

5/13㈮〜12/5㈪
の月・金曜日：全28回

プレ体育年長さん
幼稚園・保育所の
年長児

４月25日㈪

帯広の森テニス
コート

（問い合わせは
帯広の森スポーツ
センターへ）

6/1㈬〜7/4㈪
の月・水曜日：全10回

ソフトテニススクール
小学４年生〜
中学１年生の
初心者

５月16日㈪

6/7㈫〜8/9㈫
の火曜日：全10回

硬式テニスナイター教室
16歳以上の
初心者〜中級者

５月16日㈪

自由が丘公園
庭球場

（問い合わせは
帯広の森野球場へ）

5/22㈰：全１回
（予備日	5/28㈯）

親子テニス教室
小学新１〜６年生
と保護者

４月22日㈮

　５月から７月までに開催する講座の受講生を募集。詳細は、とかちプ
ラザや各コミセンなどに配置してあるパンフレットのほか、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
場申問４月22日㈮ま
でに、直接とかちプ
ラザ（西４南13、☎
22・7890）へ。

種　類 講　　　座

健 康 ・
スポーツ

ファンキー・ソウルステップ、背骨コ
ンディショニング、ダンスフィットネ
ス、太極拳、ヨガ、フラダンスなど

音 楽 コーラス、カラオケ教室、ゴスペル

書道・絵画 書道、美文字入門、油絵、パステル画

語 学 英会話（入門、初級、中級）、
韓国語（入門、初級）

華道・茶道 花ごころ、茶道（裏千家）

趣 味 ・
手 工 芸

パッチワークキルト、ししゅう、ちぎり絵、
ハーブ＆アロマテラピー、着物、絵手紙

料 理 家庭料理、美味しい十勝、シェフの簡単料理

パソコン エクセル、ワード、パソコンの基本操作など

◀詳細はこちら

プラザ・エンジョイスクールプラザ・エンジョイスクール
2022年度 第１期講座



■12■広報おびひろ　令和４年４月号対＝対象　日＝日時　場＝場所　定＝定員　￥＝費用　申＝申し込み

自衛官などを募集　応募資格などの詳細は、募集案内所へ問い合わせください。
問自衛隊帯広募集案内所（西５南14、☎23・8718）　　 市ホームページID.1010703、1010704、1007314、1010705

　手話初心者がろう者と簡単な会
話ができるようになるための入
門・基礎講座。対面で実施できな
い期間が発生した場合は、オンラ
インで開催することがあります。
対市民、近隣町村の住民
日４月21日〜翌年３月17日▶昼
の部毎週金曜日、10時〜12時▶夜 
の部毎週木曜日、19時〜21時、い	
ずれも全40回
場市庁舎10階会議室
定各抽選12人（初めての人優先）
￥テキスト購入希望者は実費負
担あり
申問４月１日㈮〜13日㈬までに、
電話で障害福祉課（市庁舎１階、
☎65・4148）へ。

かっぱ水泳教室

　水泳を通じて水に親しみ、体力
の増進や自立心を養う。
対身体障害者手帳か療育手帳を持
っているまたは、特別支援学級に
在籍している小・中学生と保護者
日５月11日〜７月27日の水曜日、
全12回（日程短縮の可能性あり）、
18時〜19時（初回17時30分〜19
時、最終回18時〜20時）
場帯広の森市民プール（南町南7
線56）
定先着15人
￥保険料のみ実費
申問４月４日㈪〜15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。介護を終えた人も参加可能。
日４月28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）

手話奉仕員養成講座
受講生募集

　北海道総合政策部計画局計画推
進課と十勝総合振興局地域創生部
地域政策課の職員を講師に、十勝
地域をはじめとする北海道の現
状・課題や政策、経済・社会・環
境をめぐる幅広い課題の統合的な
解決を目指す「S

エスディージーズ

DGs」について
解説する。Z

ズ ー ム

oom配信あり。
日４月14日㈭、14時30分〜16時
場とかちプラザ（西４南13）
定先着70人
申問会場受講の場合は、４月13日	
㈬までに、生涯学習文化課（市庁
舎８階、☎65・4192）へ。Zoom
受講の場合は12日㈫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、７日㈭までに申し
込みが必要。
市ホームページID.1006968

市民大学講座　第１集
北海道総合計画出前講座

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①４月９日㈯、②24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①４月２日㈯、②17日㈰
◆実技救命講習
　１カ月前から前日までに、イン
ターネット上の「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４月19日㈫、18時30分〜20時
30分
場南出張所（西17南41）
申込期限４月12日㈫

救命講習

　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①４月14日㈭、②25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。

４月乳幼児健診の
お知らせ

　５カ月児健診、１歳６カ月児健
診、３歳児健診の対象者には事前
に個別通知しています。通知が届	
かない場合や転入された場合など、	
不明な点は問い合わせください。
場問健康推進課（東８南13、保健	
福祉センター内、☎25・9722）

児童会館からの
お知らせ

場申問４月８日㈮〜21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。
◆帯広少年少女発明クラブのクラ
ブ員を募集
　基本的な工作技術を習得し、ア
イデアを形にした作品を作り、発
明につなげる。
対新小学４年生〜新中学２年生
日５月〜翌年２月の第２・４土曜	
日、全19回、９時30分〜11時30分
定抽選20人
￥1200円（別途保険料）

◆令和４年度自然体験クラブのク
ラブ員募集
　十勝の自然にたっぷり触れる
「自然体験クラブ」のクラブ員を
募集。火おこし体験、Ｅボートで
川下りなど、自然に楽しみながら
他校の児童と交流を深める。
対市内の新小学４〜６年生
日５月〜９月の土・日曜日、全５	
回を予定
定抽選20人
￥5000円（保険料含む）

健康相談

場問動物園（〒080・0846緑ケ丘２番地、☎24・2437）

◆夏期開園が始まります
　昭和38年７月に道内で２番目の動物園として誕生した「おびひろ
動物園」。約70種の動物が皆さんをお待ちしています。
夏期開園▶４月29日㈷〜９月30日㈮、９時〜16時30分▶10月１日㈯
〜11月３日㈷、９時30分〜16時
入園料大人420円、高校生・高齢者（65歳以上）210円、中学生以下
無料

◆１日飼育係
　飼育員引率のもと、飼育体験を行う。普段とは違う視点から動物園
を見て体験することで、動物との向き合い方や、動物園の役割などを
考える。
対中学生以上
日５月８日㈰、10時〜15時15分
定抽選４人
申４月７日㈭〜21日㈭までに、郵
便はがきに「申込時の記載事項」
（10頁）を書いて、動物園へ。
市ホームページID.1005289

動物園からのお知らせ動物園からのお知らせ

　市内の花壇を彩るコンクール（５月下旬から９月）への参加団体を　市内の花壇を彩るコンクール（５月下旬から９月）への参加団体を
募集。７・８月に現地審査を行い、８月下旬に優秀団体を表彰。募集。７・８月に現地審査を行い、８月下旬に優秀団体を表彰。
　企業・介護施設などの敷地内を対象に追加。　企業・介護施設などの敷地内を対象に追加。
　公共の花壇を彩る団体には、花　公共の花壇を彩る団体には、花
壇の面積に応じて花の苗（１平方壇の面積に応じて花の苗（１平方
メートルあたり２株）を助成。メートルあたり２株）を助成。
対町内会、老人クラブ、学校、各町内会、老人クラブ、学校、各
種サークルなど種サークルなど
申問４月１日㈮〜15日㈮までに、４月１日㈮〜15日㈮までに、
直接または電話でみどりの課（市直接または電話でみどりの課（市
庁舎６階、庁舎６階、☎65・4186）へ。65・4186）へ。

第39回帯広を緑と花でつつむ第39回帯広を緑と花でつつむ
花壇コンクールの参加団体を募集花壇コンクールの参加団体を募集

第36回花壇コンクール最優秀賞受賞花壇
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令和３年度パブリックコメント
実施結果をお知らせします

森林に関するお知らせ森林に関するお知らせ

４月29日㈮「昭和の日」もごみを収集します　金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

　帯広市の郷土芸能「平原太鼓」
の打ち手を募集。市内イベントで
の演奏や、各地への遠征活動もあ
ります。年齢の制限はありません。
練習日毎週水・木曜日、19時〜21	
時
練習場所広陽小学校（西19南３）
問観光交流課（市庁舎７階、☎65・	
4169）または、平原太鼓事務局（☎
090・4879・1198）

生ごみ堆肥化容器などの
登録販売店を募集

　購入時に助成の対象となる、生
ごみ堆肥化容器と電動生ごみ処理
機を販売する登録販売店を募集。
対市内に小売店などがある個人
または法人
申問４月１日㈮〜15日㈮までに、
販売店登録届を直接または郵送で
清掃事業課（〒080・2464西24条
北４丁目１番地、☎37・2311）へ。
販売店登録届は清掃事業課に設置
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.1002791

平原太鼓の打ち手を募集

　市では平成20年より「日本入
れ歯リサイクル協会」と共に、不
要入れ歯の回収リサイクル事業に
取り組んでいます。不要入れ歯か
ら貴金属を回収し、益金で世界の
恵まれない子どもたちを支援する
とともに、地域福祉の財源（愛情
銀行）として活用しますので、ご
協力をお願いします。
回収方法入れ歯を熱湯消毒する
か、入れ歯洗浄剤で洗浄し、紙な
どで包み、回収ボックスに入れて
ください。
回収場所地域福祉課、グリーンプ
ラザ（公園東町３）、市民活動交
流センター（西２南８、ふじまる
ビル８階）
問地域福祉課（市庁舎３階、☎65・	
4146）

クレジットカードで
国民年金保険料を納付できます

　国民年金保険料の納付は、納付
書や口座振替のほか、クレジット
カードでも納付することができま
す。クレジットカードでの納付を
希望する場合は、年金事務所で手
続きを行ってください。詳細は問
い合わせください。
問帯広年金事務所（西１南１、
☎25・8113、音声案内２番→２番）
担当課戸籍住民課

不要入れ歯のリサイクルに
ご協力ください

令和５年度採用令和５年度採用
帯広市職員の募集帯広市職員の募集    前期日程
　令和５年４月１日採用予定の総合職の職員を募集。

　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４月６日㈬から総合案内（市庁舎１階）と人

事課で配布のほか、市ホームページにも掲載。

　受験資格、採用人数、試験日程などは試験案内で確認してください。

詳細は問い合わせください。

試験区分総合職（９区分を予定）事務（大
学卒）、事務（短大卒）、事務（障害者）、

事務（社会人）、土木、土木（社会人）、

建築、建築（社会人）、保健師
申４月６日㈬〜20日㈬までに、試験案内

に記載の方法で応募してください。
問人事課（市庁舎５階、☎65・4108）

市ホームページID.1004437

問農村振興課（市庁舎７階、農村振興課（市庁舎７階、☎65・4173）65・4173）

◆森林での火の取り扱いに注意◆森林での火の取り扱いに注意
　４月10日〜５月20日は林野火災予防強　４月10日〜５月20日は林野火災予防強
調期間です。山火事の多くは、ごみ焼きや調期間です。山火事の多くは、ごみ焼きや
たばこなどが原因です。平成27、31年にたばこなどが原因です。平成27、31年に
は実際に市内の防風林で火災が発生していは実際に市内の防風林で火災が発生してい
ます。特に風の強い日は、風にあおられてます。特に風の強い日は、風にあおられて
一気に燃え広がる危険性があります。山林一気に燃え広がる危険性があります。山林
の近くでは、火の取り扱いに十分注意しまの近くでは、火の取り扱いに十分注意しま
しょう。しょう。

◆森林伐採は事前に相談を◆森林伐採は事前に相談を
　市内にある森林を伐採するときは、伐採　市内にある森林を伐採するときは、伐採
する30日以上前に届け出が必要です。間する30日以上前に届け出が必要です。間
伐や伐採跡地を他の用途に転用する場合も伐や伐採跡地を他の用途に転用する場合も
手続きが必要です。伐採を検討している人手続きが必要です。伐採を検討している人
は事前に相談してください。は事前に相談してください。

◆森林を取得したら届け出を◆森林を取得したら届け出を
　相続や売買などで森林の所有者となった　相続や売買などで森林の所有者となった
日から90日以内に登記事項証明書など所日から90日以内に登記事項証明書など所
有者になったことが分かる書面を添付して有者になったことが分かる書面を添付して
届け出てください。届け出てください。

◆耕地防風林の植栽を支援します◆耕地防風林の植栽を支援します
　耕地防風林は風害から耕地を守り、農作　耕地防風林は風害から耕地を守り、農作
物の増収・品質向上のほか、十勝の農村景物の増収・品質向上のほか、十勝の農村景
観の形成にも寄与しています。耕地防風林観の形成にも寄与しています。耕地防風林
を造成するため、苗木費用を助成します。を造成するため、苗木費用を助成します。
詳細は、問い合わせください。詳細は、問い合わせください。

■皆さんの意見を広く募集するパブリックコメント制度
　パブリックコメント制度（市民意見提出制度）とは、市が政策など
を決定する際に、計画や条例などについて、ある程度案をまとめた段
階で市民の皆さんに公表し、寄せられた意見を考慮して決定していく
手続きのことです。
　寄せられた意見については、計画の修正や今後の事業推進の参考に
するなど、市政への反映を図っています。

広報広聴課
（市庁舎３階、☎65・4109）
問い合わせ

■令和３年度に寄せられた５件の意見
　令和３年度は、市がまとめた２つの計画などに対し、市民の皆さん
から５件の意見が寄せられました。（表）
　寄せられた意見の概要とそれに対する市の考えは、各コミセンなど
で閲覧できるほか、市ホームページ
に掲載しています。 市ホームページID.1010826

案件名
意見数 意見の取り扱い※

件数 人数 修正 既記載 参考 その他

１ 帯広市まちづくり基本条例の
適合状況等について（原案） ５ ５ ０ ０ ０ ５

２ 第３期帯広市耐震改修促進計
画（原案） ０ ０ ０ ０ ０ ０

※意見の取り扱いの説明
　修正…案を修正するもの　　　　既記載…既に案に盛り込まれていたもの
　参考…今後の参考とするもの　　その他…意見として伺ったもの

表　令和３年度パブリックコメント実施一覧

「私がここで
働く理由」
動画はこちら▶
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４月の燃やさないごみ、有害危険ごみの収集日　燃やすごみが月・木曜日収集地区は、４月６日㈬、20日㈬です。燃やすごみが火・金曜日収集地区は、４
月13日㈬、27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

　道内の特別支援学校高等部に在
学している生徒の保護者に対し
て、経済的負担の軽減を図るため、
教育費の一部（生徒一人につき年
額３万円以内）を補助しています。
対市内在住で道内の特別支援学
校高等部（高等養護・聾・盲学校
を含む）に在学する生徒の保護者
申問４月８日㈮〜５月10日㈫ま
でに、子どもが通う特別支援学校
または学校教育課で配布の申請
書・在学証明書・印鑑・通帳を持
参の上、直接学校教育課（市庁舎
８階、☎65・4203）へ。
市ホームページID.1004717

図書館の登録情報更新を
お願いします

　図書館利用者カードをお持ちで、
名前・住所・電話番号・メールア
ドレスなど、登録情報に変更があ
る人は、身分証明書（運転免許証
やマイナンバーカードなど）を持
参の上、図書館１階カウンターで
更新の手続きをお願いします。
　更新していない場合、予約本の
連絡などが正しく届かない可能性
があります。
問図書館（西２南14、☎22・4700）

帯広市障害者高等教育補助金
の申請を受け付けます

　学校給食は、保護者の皆さんの
学校給食費で成り立っています。
期日内に忘れず納入しましょう。
　納入先は各学校、納入の相談は
各学校または学校給食センターへ
問い合わせください。
問学校給食センター（南町南８線
42、☎49・1900）

固定資産の縦覧と閲覧

　土地価格等縦覧帳簿と家屋価格
等縦覧帳簿の縦覧、固定資産税課
税台帳の閲覧ができます。なお、
閲覧は郵送での請求も可能です。
対市の固定資産税納税義務者ま
たは同一世帯の家族など
期間４月１日㈮〜５月31日㈫
持ち物本人確認できるもの。代理
人の場合は代理人選任届など
申問直接または郵送で資産税課
（〒080・8670西５条南７丁目１
番地、市庁舎２階、☎65・4122）
へ。郵送請求の場合は、申請書に
必要事項を記入の上、本人確認書
類の写しおよび切手を貼った返信
用封筒を同封。申請書は市ホーム
ページよりダウンロード可能。
市ホームページID.1002539

給食費を納入しましょう

　「ヤナギの花が黄色くなった」と春の訪れを喜ぶ時期が、もうすぐ
やってきます。猫のしっぽのように丸く、もふもふした花をつけるヤ
ナギを総称して、「ネコヤナギ」と呼ぶことでもおなじみです。実際
には、バッコヤナギ、オノエヤナギ、エゾノキヌヤナギなど、いろい
ろな樹種が市内の道端や川沿いなどに生育しています。
　バッコヤナギなど一部のヤナギは４月に開花し、もふもふのヤナギ
の花からは、蜜が出ます。早春のヤナギの花は、蜜を吸う虫たちにと
って大変貴重なため、アブやハチの仲間などが集まってきます。虫が
蜜を吸い、虫の体についた花粉が運ばれることで、ヤナギは次の世代
に命をつなぎます。さらに、ヒヨドリやカラ類などの鳥たちもヤナギ
の木にやって来て、花や虫などを夢中でついばみます。くちばしを花
粉で黄色に染める姿は春らしい光景です。
　今年も花咲くヤナギの木の周りで生き物たちのにぎわう日が、すぐ
そこまで近づいています。

生き物にぎわうヤナギの花

文・写真／
帯広の森・はぐくーむ　宮崎　直美

ふるさとふるさと

見 聞 録見 聞 録

『大人の片づけ　できることだけやればいい』
著　者…一田　憲子
出版社…マガジンハウス

　快適なおうち時間を過ごすために、今月は片づけの本を紹介し
ます。

図書館（西２南14、☎22・4700）問い合わせ

　きれいな部屋を保つには時間や労力が必要です。
そのため、忙しい人にとっては、片づけがストレ
スに感じてしまうかもしれません。
　暮らしまわりを中心とした雑誌や書籍の執筆を
手掛ける著者も、以前は片づけが苦手でストレス
に感じていたそうです。
　片づけ上手な人は、自然に無理なく続けられる
ように考え、それを習慣化しているようです。ま
ずは、本書を参考に自分が無理なくできることを
知るところから始めてみてはどうでしょうか。

図書館のオススメ

（表紙画像使用承諾済）

市内公設パークゴルフ場のオープン日について市内公設パークゴルフ場のオープン日について

離婚などにより子育て世帯への
臨時特別給付金を受け取れなかった人へ

　令和３年９月から令和４年２月までに離婚などをしたことにより、

平成15年４月２日以降に生まれた児童を養育しているにも関わらず、

子育て世帯への臨時特別給付金が受け取れなかった人は、申請により

給付金を受給できる場合があります。詳細は問い合わせください。

申請期限４月28日㈭
問こども課（市庁舎３階、☎65・4160）

市ホームページID.1010499

事業復活支援金の
申請を受け付けています

　経済産業省では、新型コロナウイルス感染症により、売り上げ
が30パーセント以上減少した中小法人・個人事業者などに対して、
事業規模に応じた「事業復活支援金」を給付しています。
　インターネットによる申請方法や必要書類など詳細は、経済産業
省のホームページのほか、市ホームページをご確認ください。

対新型コロナウイルス感染症の影響により、2021年11月〜2022年
３月のいずれかの月（対象月）の売り上げが30パーセント以上減
少（2018年11月〜2021年３月の間の任意の同月比）している中小
法人・個人事業者
給付額基準期間の売り上げ	－	(対象月の売り上げ×５カ月分）
※給付上限額あり
申請期限５月31日㈫
問国の相談窓口（ 0120・789・140）または、
商業労働課（市庁舎７階、☎65・4164）
市ホームページID.1010626

　市内の公設パークゴルフ場のオープン日
は、４月29日㈷です。ただし、残雪状況
や芝の状態などにより、前後することがあ
ります。

問スポーツ課（市庁舎８階、☎65・4210）

▲経済産業省
　ホームページ
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