
■11■ 広報おびひろ　令和４年６月号 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（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
　各種イベントなどに参加される際には、ワクチン接種の有無に関わ
らず、マスク着用、施設入退館時の手指消毒、３密（密集・密接・密閉）
の回避など、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W
ウェブ

EBページを
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
のより詳細な情報が確認できます。ぜひご活用ください。
問広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

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。
◆星の観察会「おとめ座のお月さ
ま」
　望遠鏡での天体観察を行い、時
季の夜空を見上げる。
日６月10日㈮、19時～20時15分
定先着30人
申込期間５月27日㈮～６月10日㈮
◆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。
６月の出演予定は「パセリ座」で
す。
対幼児・小学生と保護者
日６月18日㈯、14時～14時40分
定先着30人
申込期間６月４日㈯～18日㈯
◆親子科学実験教室「ハーブティー
で調べよう」
　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、いろいろな水溶液の酸性
とアルカリ性をマローブルーやバ
タフライピーを使って調べ、その
後、紫キャベツで染めた紙にクエ
ン酸と重曹でお絵描きしてカード
を作る。
対小学生以上の親子
日６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６月５日㈰～19日㈰
◆絶滅危惧種と希少な種の観察会
　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。申し込み不要。
日６月25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）、管理棟前
集合

児童会館のイベント

　ごみの減量やリサイクルに関す
るパネル、カラスよけサークルな
どの展示を行う。
日６月１日㈬～３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）

帯広の森・はぐくーむ
６月のお知らせ

　小学生以下は保護者同伴。
場申問５月25日㈬～各開催日の
前日までに、電話で帯広の森・は
ぐくーむ（南町南９線49、☎66・
6200）へ。
◆森の生き物講座（草花編）
　植物観察のポイントや手順を考
えながら、図鑑の引き方を学ぶ。
日①６月４日㈯、②11日㈯、い
ずれも９時30分～12時
定各先着10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12日㈰、９時30分～12時
定先着30人
◆野の花調べ～フラワーソンに参
加しよう～
　５年ごとに全道一斉で行われ
る、北海道フラワーソン2022に
参加して、植物の開花状況を調査
する。
日６月18日㈯、９時～15時
定先着15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
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６月26日㈰、10時～15時
定先着30人

収蔵美術作品展　百年記念館
40年のアートコレクション展

　神田日勝・寺島春雄・能勢眞美・
六
ろく

郎
ろう

田
た

天
てん

鈴
れい

などが残した作品を紹
介する。
日６月25日㈯～７月18日㈷、９
時～17時（最終入場16時30分）
場問百年記念館（緑ケ丘２、☎

24・5352）

春のリサイクル広場

森の茶会～春～
　日本文化紹介の一環として、十勝管内在住外国人向け
のお茶会を開催。未経験者も大歓迎。
対定▶十勝管内在住外国人先着30人、▶中学生以上の市
民先着６人
日６月18日㈯、10時～14時30分
￥▶中学生以上の市民お茶会体験会（午前）300円、お
点前体験会（午後）500円
場申問５月27日㈮～６月17日㈮までに、直接または電話
で森の交流館・十勝（西20南６、☎34・0122）へ。
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　地元生産者が新鮮な農産物を販
売する「夕市」を毎週木曜日に開
催。毎週８軒ほどが出店し、季節
ごとにさまざまな品揃えの野菜や
果物、加工品などを販売する。
日６月２日㈭～10月27日㈭、16
時 ～16時30分（10月 は15時 ～15
時30分）、売り切れ次第終了
場問とかち大平原交流センター

（川西町基線61、☎53・4780）
市ホームページID.1008628

教科書展示会

　現在小・中学校で使用されてい
る教科書などを展示する。
日場▶市民ホール（市庁舎１階）、
６月14日㈫～22日㈬、６月30日
㈭～７月８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）、６月14日㈫～22日㈬、
６月30日㈭～７月８日㈮、14時
～17時（土・日曜日を除く）、▶
図書館（西２南14）、６月14日㈫
～29日 ㈬、10時 ～20時（ 休 館 日
を除く。土・日曜日、最終日は
18時まで）
問学校教育課（市庁舎８階、☎

65・4203）
市ホームページID.1003433

稲田浄水場
こども水まつり

　普段は開放していない稲田浄水
場で、施設見学や縁日など子ども
向けの楽しいイベントを開催。来
場者記念品も用意しています。
対15歳以下の子ども。保護者の
同伴可
日７月23日㈯、10時～15時
場稲田浄水場（稲田町東２線）
申問６月１日㈬～７月15日㈮ま
でに、W

ウ ェ ブ

EBフォームまたは、電話、
ファクスで上下水道部総務課（市
庁舎水道棟２階、
☎65・4211、Ｆ
23・0165）へ。
当日会場での受け付けも可。

とかち大平原交流センター
夕市開催

　男女共同参画の目的や取り組み
などを紹介したパネルや「女

ひと

と男
ひと

の一行詩」の入賞作品などを展示。
今年度の「女と男の一行詩」の応
募も受け付ける。
日６月23日㈭～29日㈬、８時45
分～19時（最終日は16時まで）
場市民ホール（市庁舎１階）
問市民活動課（市庁舎３階、☎65・
4134）
市ホームページID.1003513

ソーセージ、チーズ作り
体験研修

　地場産の生乳や肉を使った加工
方法を学ぶ。
場申問５月27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

◆ソーセージ研修（約250グラム）
日６月19日㈰、10時～14時
定先着20人　　　￥1000円
申込期限６月10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３日㈰、10時～14時
定先着10人　　　￥2200円
申込期限６月24日㈮
◆チーズ研修（約１キログラム）
日①６月25日㈯～26日㈰、②７
月９日㈯～10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17日㈮、②７月１
日㈮

プラザ・エンジョイスクール
７月パソコン講座

　楽しく分かりやすい
パソコン７月講座。各
講座全５回。
対高校生以上
日７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
￥各5000円（テキスト代別途）
場申問６月２日㈭～23日㈭まで
に、直接とかちプラザ（西４南13、
☎22・7890）へ。

プラザ・エンジョイスクール
６月パソコン講座

日　程 講　座　名

火・木／午前
初心者のための
W
ウ ィ ン ド ウ ズ

indowsパソコン入門（３／ 3）

火・木／夜間
パソコンの入門
ワード・エクセル入門編（３／３）

水・金／午前
初心者のための
ワード・エクセル入門（３／３）

水・金／午後 学んで楽しいワード・エクセル③

水・金／夜間 スキルアップ・パソコン③

スポーツ教室についてのお知らせ
　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。
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）
①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/ 

②直接申し込み……返信用はがきを各施設に持参
③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。

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）

７/ ４㈪～９/ ５㈪の
月曜日：全８回

エンジョイ♪エクササイズ!!
（２回目） 16歳以上の人 ６月21日㈫

７/ ４㈪～９/ ５㈪の
月曜日：全８回

背骨コンディショニング
（２回目） 16歳以上の人 ６月21日㈫

７/25㈪～９/ ５㈪の
月曜日：全６回 気功体操～練功十八法～ 16歳以上の人 ７月11日㈪

７/26㈫～７/29㈮の
４日間 ジュニアヒップホップダンス 小学２～６年生 ７月12日㈫

帯広の森スポーツセンター ７/ ５㈫～７/29㈮の
火・金曜日：全８回 午後の卓球教室 16歳以上の

初心者 ６月20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）

７/ ７㈭～８/25㈭の
木曜日：全８回

からだ回復ピラティス
（１期） 16歳以上の人 ６月27日㈪

７/27㈬～７/29㈮の
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・年長児 ７月12日㈫

明治北海道十勝オーバル

７/ ６㈬～９/28㈬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」３ 16歳以上の人 ６月27日㈪

７/ ７㈭～９/29㈭の
木曜日：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月27日㈪

すぱーく帯広
（問い合わせは

帯広の森体育館へ）

８/ ４㈭～９/22㈭の
木曜日：全８回 硬式テニス教室（すぱーく）16歳以上の人 ７月19日㈫

帯広の森市民プール

７/６㈬～８/31㈬の
水曜日：全６回

体の体操・頭の体操　
～シナプソロジー～ 50歳以上の人 ６月27日㈪

７/25㈪～７/30㈯の
６日間

J
ジュニア

r .サマースイミング
（集中Ａコース） 小学１～３年生 ７月４日㈪

７/25㈪～７/30㈯の
６日間

幼児サマースイミング
（集中Ａコース）

幼稚園・保育所
の年中・年長児 ７月４日㈪

８/１㈪～８/６㈯の
６日間

J
ジュニア

r .サマースイミング
（集中Ｂコース） 小学１～３年生 ７月11日㈪

８/１㈪～８/６㈯の
６日間

幼児サマースイミング
（集中Ｂコース）

幼稚園・保育所
の年中・年長児 ７月11日㈪

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）

７/10㈰
（予備日 ７/16㈯） 高学年硬式テニス体験教室 小学４～６年生 ６月24日㈮

７/26㈫～８/30㈫の
火曜日（予備日 毎週
金曜日）：全５回

小学生硬式テニス教室 小学１～６年生 ６月30日㈭

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、☎49・4000）
　　すぱーく帯広（〒080・0856南町南９線37番18）
　　帯広の森市民プール（〒080・0856南町南７線56番地７、☎47・3630）
　　帯広市南町テニスコート（〒080・0856南町南９線33番地5）
　　帯広の森野球場（〒080・0856南町南７線56番地７、☎48・8338）

３月に開催した教室の様子

シニア向けスマートフォン体験教室
　専門講師の分かりやすい説明の下、スマートフォンを実際に操作して
基本的な使い方を体験する。
対おおむね60歳以上のスマートフォン未所有者、またはスマートフォ
ン所有者でより使いこなしたい人
日①６月23日㈭、13時～15時、②24日㈮、10時～12時、
③13時30分～15時30分
場とかちプラザ（西４南13）
定各先着15人
申問６月６日㈪～17日㈮までに、
電話でICT推進課（市庁舎９階、
☎65・4118）へ。

市ホームページID.1011505

男女共同参画週間
パネル展



■13■ 広報おびひろ　令和４年６月号 問＝問い合わせ　☎＝電話　Ｆ＝ＦＡＸ　 ＝Ｅメール　HP＝ホームページ

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）に
加えて、❷は参加者全員の氏名（ふ
りがな）と年齢を書いて、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。
❶１日飼育係
　飼育員引率の下、飼育体験を行
う。
対中学生以上
日６月25日㈯、10時～15時15分
定抽選４人
申込期間５月26日㈭～６月９日㈭
市ホームページID.1005289

❷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ウオーク
ラリークイズ。聴覚・触覚・嗅覚な
ど五感を使って感じ、考える。
対５歳以上の子どもと保護者
日①７月２日㈯、②３日㈰、いず
れも13時～14時45分
定各抽選10組
申込期間６月２日㈭～16日㈭
市ホームページID.1005286

動物園の講座・教室

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㈭、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①６月２日㈭、②19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㈰

認知症サポーター
養成講座

　認知症の症状や接し方を学ぶ。
対市民または市内に通学、通勤し
ている人
日６月28日㈫、10時～11時30分
場緑栄福祉センター（西９南28）
定先着15人
申問６月24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。

救命講習

市民大学講座

場とかちプラザ（西４南13）　
申問第 ６ 集 ～ 第 ８ 集 に つ い て 、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１週間前までに、申し込み。

市ホームページID.1006968

講座名 講師（役職）／講座内容 開催日／開催時間 定員（備考）

第 6 集
【３回講座】

大人も楽しい昆虫教室

斎藤 彦馬 氏
（さらべつ昆虫研究所　所長）

６月３日㈮、７日㈫、
10日㈮、いずれも
14時30分～16時

先着40人
（３回分

1000円）

世界にはおよそ 100 万種類の
昆虫が存在し、地球の生態系
を支えており、不思議な魅力
を持つ。そんな昆虫たちの世
界を解説する。

第 7 集
【消費者講座】

被害が多発 !!
あなたも狙われているかも？

～こんな手口には気を付けよう～

杉山 月水 氏（帯広市消費生活ア
ドバイスセンター消費生活相談員）

６月24日㈮
10時～11時30分

先着50人多発している消費者トラブル
や悪質商法に巻き込まれない
ようにするにはどうしたらよい
か、最近の事例を基に学ぶ。

第８集
命を守る “ 水 ”　

見直そう！水分補給

中村 仁美 氏（株式会社明治北日本支社
札幌オフィス 業務部コミュニケーション課）

６月28日㈫
18時30分～20時

先着40人
（Zoom

配信あり）

夏以外も、私たちの体からは
気付かないうちに、多くの水
分が失われている。水分不足
が原因で起こる熱中症を予防
するために、水分補給のコツ
を学ぶ。

特別講座
帯広市開拓140年・市制施行90年

主管・共催事業
夏井いつき　句会ライブ

夏井 いつき 氏
（俳人／ TBS 系「プレバト !!」

俳句コーナー出演） ７月23日㈯
14時～16時

先着350人
（大人3000円、

高校生以下1500
円、チケット購入
が必要）

俳句のイメージを一新する楽
しいお話を交え、俳句の簡単
な作り方を説明する。

　生活習慣病を予防するための栄
養学習と試食、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７月16日㈯、12時15分～13時
45分
場緑西コミセン（西17南４） 
定先着10人
申問７月６日㈬までに、電話で北
海道対がん協会帯広出張所（東８
南13、 保 健 福 祉センター内、☎

27・2345）へ。
担当課健康推進課
市ホームページID.1004846

歯科ドックのお知らせ

　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
こう

腔
くう

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18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）

ランチ＆
運動つき健診教室

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「十勝の化石から広
がる地球と生き物の進化の世界」
　安藤達郎氏（足寄動物化石博物
館 館長）を講師に、足寄動物化
石博物館が収蔵する化石から、地
球の移り変わりと脊椎動物の進化
について紹介する。
日６月18日㈯、14時～16時
定先着50人
申込期間６月１日㈬～17日㈮
◆親子陶芸教室
　親子で陶芸を楽しむ教室を開催。
対十勝管内在住の４歳～中学生と
保護者
日①６月25日㈯、②７月２日㈯、③
３日㈰、いずれも10時～12時
定各先着親子で36人
￥親子２人で1200円、３人で1500円

（白粘土１キログラムを含む）
申込期間６月１日㈬～８日㈬

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８日㈬、②20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。

百年記念館の講座・教室

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。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。

◆ほんわかファミリー教室
対令和４年10月に初出産予定の夫婦
日６月18日㈯、①10時～11時、②13時～14時
場申６月15日㈬までに、電話で健康推進課へ。

◆６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。

子育て広場

開催日 講座名／開催施設・申し込み先

❶６月２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 い な だ （西 15 南 40、☎67・6088)

❷６月20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すずらん（柏林台西町５、☎ 36・2388)

❸６月24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あじさい（東９南19、☎ 67・6231)

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６月23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）
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　帯広市の保健、福祉、医療に関
する総合的な審議を行う委員を募
集。
対市内在住または通勤、通学する
18歳以上で、年３～６回程度の夜
間の会議に出席できる人（市が設
置する委員会などの委員は除く）
定選考５人
申問６月27日㈪までに、応募動機
や意見、保健・福祉・医療に関す
る活動経験などを書いた800字程
度のレポートと履歴書を、直接ま
たは郵送で地 域 福 祉課（ 〒080・
8670 西５条南７丁目１番地、市庁
舎３階、☎65・4146）へ。

国民年金に関する
お知らせ

担当課戸籍住民課
◆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）
◆「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）

　市では、寄附者（市外に在住す
る個人）に対し、返礼品を通じて
地域の魅力や価値を届けていま
す。説明会では、返礼品の取り扱
いに興味・関心のある事業者向け
に、制度の概要や活用方法などを
解説します。
　M

マ イ ク ロ ソ フ ト

icrosoft T
チ ー ム ズ

eamsを 使 用 し た オ
ンライン開催。
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６ 月 2 1 日 ㈫ 、1 8 時 ～ 1 9 時 3 0 分
申問６ 月15日 ㈬ ま で に、電 話
で 観 光 交 流 課（ 市 庁 舎７階、☎
65・4133）へ 。市 ホ ーム ペ ー ジ
からも申し込み可能 。
市ホームページID.1011370

受水槽の清掃と
点検は忘れずに

　有効容量10立法メートルを超
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立法メート
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）

特定計量器の定期検査

　はかり、分銅や重りを取引や証
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
場合がありますのでご相談くださ
い。
期間６月13日㈪～12月22日㈭
令和４年度の検査対象区域西４条
以東（愛国町、川西町、大正町、
その他郊外区域）
手数料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。
問商業労働課（市庁舎７階、☎65・
4132）

帯広市議会
（令和４年６月定例会）

　６月13日㈪～７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）
市ホームページID.1001274

ふるさと納税返礼品の
取扱事業者募集説明会
（オンライン）

帯広市健康生活支援　
審議会委員を募集

　帯広市パートナーシップ制度は、性的指向や性自認に伴う差別や偏見の解消、日常生活の困難
や生きづらさの軽減を図り、性のあり方に関わらず、誰もが個人として尊重され、住んでいて良
かったと思える地域社会の実現を目指して導入しようとするものです。併せて、性のあり方に関
わらず、誰もが帯広市の行政サービスなどを公平に利用できるよう、必要な見直しを行おうとす
るものです。
　このことについて市民の皆さんからのご意見・ご提言をお寄せください。

◆パブリックコメント（市民意見提出制度）
　詳細は、募集要項をご確認ください。募集要項は市民活動課、各コミセ
ンなどに設置のほか、市ホームページにも掲載しています。
　意見募集期間内に、意見等の提出書に必要事項を記載し、直接または郵
送、ファクス、Ｅメールで市民活動課へ提出してください。W

ウ ェ ブ

EB フォームからの提出も可能です。
意見募集期間５月 27 日㈮～６月 27 日㈪（17 時 30 分必着）　　　　

　
市ホームページID.1011493

　
問市民活動課（〒 080・8670 西５条南７丁目１番地、市庁舎３階、☎65・4134、Ｆ23・0156、
danjyo@city.obihiro.hokkaido.jp）

帯広市パートナーシップ制度（原案）等に関するご意見募集
〜パブリックコメント実施〜

６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・木曜日収集地区にお住まいの人は、６月１日㈬、15日㈬、29日㈬です。燃やすごみが火・
金曜日収集地区にお住まいの人は、６月８日㈬、22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

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。１回から参加できます。開催場
所や時間など、詳細は各事業所へ問い合わせください。
対65歳以上の市民
担当課地域福祉課

開催日 実施事業所（電話）

６月１日㈬、15日㈬、
29日㈬ デイサービスセンター太陽園（☎64・5565）

６月２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）

６月３日㈮、13日㈪、
14日㈫、27日㈪ 歩くデイゆるり（☎090・9801・7781）

６月７日㈫、17日㈮ ジョイリハ西５条（☎49・3060）
６月８日㈬、15日㈬ デイサービスセンター帯広りはびり（☎29・5515）

６月14日㈫、16日㈭ ツクイ帯広 W
ワ ウ

OW（☎20・1562）
６月16日㈭、17日㈮ 通所介護事業所ふるさと（☎41・8341）

　市内小学校運動会の翌々日の振替休業日に、臨時開館します。

◆図書館（西２南14、☎22・4700）
日６月６日㈪、 10時～20時（７日㈫は休館）

◆児童会館（緑ケ丘２、☎24・2434）
日６月６日㈪、 ９時～17時

◆百年記念館（緑ケ丘２、☎24・5352）
日６月６日㈪、 ９時～17時（常設展示室のみ）

図書館・児童会館・百年記念館の臨時開館

市ホームページID.1006491

　令和４年全国広報コンクールにおいて、昨年１月にリニューア
ルした本市ホームページが、ウェブサイト（市部）の応募総数93
点の中から「入選」と「読売新聞社賞」をダブル受

賞しました。引き続き、
見やすく分かりやすい
ホームページづくりに
努めていきます。

	
問広報広聴課（市庁舎３階、☎65・4109）

本市ホームページが
「入選」と「読売新聞社賞」をダブル受賞！

▲市ホームぺージ
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