
と 

お申込み、お問合せは 
帯広市教育委員会 生涯学習課へ 

☀とかちプラザの住所 ： 帯広市西4条南13丁目1番地 
☀申込期限の記載がない講座は、開催前日(土日祝を除く)９：００～１７：３０までの受付。 
☀託児について ： 各開催日の一週間までにお申込みください。未就学児（2歳以上） 

 帯広市教育委員会 生涯学習課です 

65 - 4192 
( 0155)  

TEL☏ 

講演終了後から15時まで 帯広畜産大学の日頃の取組みや畜大生の活
動を、畜大生と一緒に楽しみながら学べるほか、オリジナルグッズが当たる
スタンプラリーやミニライブ、管内高校生による活動発表など、子どもから大
人まで楽しめるイベントです。 

～帯広畜産大学の 

取り組みと 
これから～ 

場 所 ： とかちプラザ １ 階ギャラリー 
事前申し込みの必要は 
ございません。 
当日直接お越しください。 

第35集 

無料 

講 師 ： 井上 昇 氏 （帯広畜産大学 理事・副学長） 

連携 

第44集【帯広大谷短期大学連携講座】 

『やってみたい！』『楽しい！』 

高 瀬  淳 也  氏 
（帯広大谷短期大学社会福祉科子ども福祉専攻准教授） 

『障がい者や初心者に安全な馬の生産研究』 

 南保 泰雄 氏 
 （帯広畜産大学馬介在活動室長、教授） 

2019年5月16日(木)10：00～11：30 

とかちプラザ 視聴覚室 

ＪＡめむろがこれまで行ってきた取り組みを通して、
食文化の変化やこれからの展望について考えます。 

『馬の心をのぞいてみよう』 

 楠瀬 良 氏 
 （公益社団法人日本装削蹄協会 参与） 

北海道遺産に認定された十勝監獄の 
歴史的意義について語ります。 

講師：嶺野 侑 氏 
（元帯広市議会議長） 

平成31年1月17日（木） 14：30～16：00 
とかちプラザ 視聴覚室 

参加無料 
先着150名 

講話にて学んだ後、実際に展覧会を観覧します。 

参加料：600円（展覧会観覧料） 

先着80名 

幕末維新を生きた旅の巨人 
第43集 （後期展示） 

松浦 武四郎 

参加無料 
先着50名 

子どもたちの体力づくりを進めるにあたり、 
地域や家庭、学校は何ができるかを考えます。 
軽い運動も行います。 

平成31年1月22日（火） 
18：30～20：00 
とかちプラザ 講習室402 

～開拓の礎を築いた足跡～ 

が体力向上の第一歩 

[北海道の動物園・水族館にできること] 
旭山動物園 園長 坂東 元 氏 

道内各園館長によるパネルトークなど 講演や、 

平成31年1月26日㈯ 

講座内容の問合せ 
おびひろ動物園 

0155-24-2437 

13：30～16：00 
とかちプラザ 
視聴覚室 参加無料 

先着150名 

帯広駅の歴史と交通体系の変遷 

     講師：嶺野 侑 氏 
       （元帯広市議会議長） 
    会場：とかちプラザ 
       ２階 視聴覚室 

2019年5月15日（水） 18：30～20：00 

帯広駅の歴史のほか、移動の手段、鉄道・航空
機・高速自動車道路の歴史を振り返ります。 

参加無料 先着１５０名 

  講師 ： 芦川 秀樹 氏（芽室町農業協同組合 

                企画特販部 部長） 

当日、わかば会、“ふたば”、市民大学講座 
それぞれの受付窓口があります。 

参加無料 先着１５０名 

第4集 

①令和元年7月11日（木） 
②令和元年7月17日（水） 
③令和元年7月25日（木） 

受講料：５００円 先着３０名 

QRコードは 
(株)ﾃﾞﾝｿｰｳｪｰﾌﾞの 
登録商標です 

講師：田口 あきほ 氏（健康運動指導士） 

場所：とかちプラザ １階 大集会室 

参加無料 先着１５０名 

第6集 

とかちプラザ ２階 
      視聴覚室 

食べる事！ 
人生100年時代を生きる 

講師：平川 浩司 氏（（株）明治北日本支社札幌 
   オフィス企画管理部コミュニケーション課 課長） 

とかちプラザ ３階  
    講習室３０４ 

第5集 

平均寿命と健康寿命の差は、男性約9年、 
  女性約12年。健康寿命を延ばすために 
    欠かせない「食べる事」を学びます。 

参加無料 先着５０名 

ヴァイオリン & ピアノ コンサート 

特別講座 

2019年5月22日（水） 18：30～20：00 

講師：岡田 五十鈴 氏 
   （食と自然の学校 食’ai菜 代表） 

2019年5月24日（金） 10：00～11：30 

食と健康 
   ～今、知っておきたい添加物の話～ 

１,２階はわかば会・ふたばの席となります 
ので、３,４階の自由席をご案内します。 
市民大学講座の受付にいらしてください。 

📖 📚 
最新情報は 
こちらです☺ 

第9集 第10集 

特別講座 
第11集 

第12集 
第13集 

で出来る 

栄養の観点か ら学びます 。 

低栄養の早期発見 

高齢者の筋肉の低下予防 

老化予防 

味覚低下予防 

便秘予防 ・ 
・ 

・ 

講師 ： 麻植 有希子 氏 （管理栄養士） 

会場 ： とかちプラザ 2階 視聴覚室 

お え 

話題性の多いトップリーダーの 
時代背景と逸話から、 
北海道の政治物語を語ります。 

参加無料 先着１５０名 

講師 ： 嶺野 侑 氏 （元帯広市議会議長） 

会場 ： とかちプラザ 2階 視聴覚室 

ストレッチや筋力トレーニングをまじえて、汗ばむ程度の運動を 
行います。令和を最高のパフォーマンスでスタートしましょう！ 
３回の連続講座を通して、下肢・体幹・上肢のトレーニングを 
行います。 日頃運動習慣のない若い方にも最適です！ 

[持ち物]・長いタオル（汗拭き・ストレッチ用） 
    ・ヨガマット（もしくはバスタオル） 
    ・動きやすい服装、靴、水分補給用の水 
    ・重り用ペットボトル２本(空でも大丈夫です) 

受講料500円（３回分） 先着３０名 

とかちプラザ  

1階 大集会室 

18：30～19：30 

日時 ： 令和元年7月5日（金）18：30～20：00 日時 ： 令和元年7月9日（火）14：30～16：00 

講師 ： 田口 あきほ 氏 （健康運動指導士） 

曲に秘められた解説を聞きながら、演歌やポップス、 
クラシックの幅広い音楽のひと時を楽しみませんか♫ 

講師 ： 和光 憂人 氏（ヴァイオリニスト） 
長尾 崇人 氏（ピアニスト） 

市
民
大
学 

場所：帯広市民文化ホール 大ホール ３,４階 自由席 

参加無料 先着５０名 

（1,2階はわかば会,シニアサークル”ふたば”の指定席） 

正面玄関右手側『帯広市民大学講座』 
と表記されてる受付に来てください。 

参加無料 先着１５０名 

講師 ： 山崎 増美 氏  
    （金融広報アドバイザー 
     ファイナンシャルプランナー） 

会場 ： とかちプラザ 2階 視聴覚室 

日時 ： 令和元年7月19日（金）10：00～11：30 

日時 ： 令和元年7月18日（木）10：00～11：30 

参加無料 先着５０名 

講師 : 有江 泰彦 氏  
   （株式会社明治 北日本支社 札幌オフィス  
       企画管理部 コミュニケーション課 参与） 

会場 ： とかちプラザ 3階 講習室304 

日時 ： 令和元年7月24日（水）18：30～20：00 

長い歴史の中、愛され続けている「乳」。 
体験やワークを交えて、奥深い「乳」の 
世界をのぞいてみませんか？ 

各世代のライフプランに合わせた上手な 
お金の貯め方や使い方について学びましょう。 

「演歌、ポップスとクラシック」 


