ちゃんと

ていた「ちとせカーニバル」は中止
することといたしました。新型コロ
ナウイルスの影響により、タウンプ
ラザ内イベント広場の使用許可の
目処が立ちません。毎年、楽しみ
にされている皆様には大変申し訳
ありません。なお、火曜なんでも
アリの市・がらくた市については、
使用許可が下り次第随時開催した
いと考えております。
②もったいないわ・千歳からのお
知らせ
＊コットンパール教室・フードドラ
イブ同時開催
とき／ 7 月14 日
（火）
11時〜 15 時
ところ／千歳市商店街振興組合連
合会（千歳市幸町 1 丁目 9）
参加費／ 1000 円（講習料・場所
代） ※別途材料費（講師に直接お
支払い）
定員／ 5 人
①②共通
問合せ・申込／もったいないわ・
千歳
電話／ 080-6081-3936（岩本）

写真整理のこと相談して物
も心もスッキリしませんか？

古いアルバム写真やスマホの
写真の整理をしたい方への一対一
（ご 家 族 の 同 伴 OK）での 相 談 会
です。前日までに予約必要。
とき ／ ① 7 月 21 日（ 火 ）10 時 〜
14 時の間で 30 分 ② 7 月 26 日
（日）13 時 30 分〜 16 時 30 分の
間で 30 分
ところ／東雲会館（千歳市東雲町
1-10）
※対面が不安な場合はテレビ電話
などでも対応可能
※会場が休館の場合は対面の相談
は延期
料金／ 500 円（30 分）
持ち物／筆記用具、飲み物
問合せ・申込／写真整理とアルバ

ムカフェの会
電話／ 080-6795-9994（問合せ
だけでも可）

子どもの習い事イベント

＊プログラミング授業無料体験会！
コロナによる急速な社会のデジ
タル化を受け、どんな時代も生き
抜く「IT×思考力」を育むプログラ
ミング教育の重要度が増していま
す。完全予約制＆少人数制の無料
授業体験会を開催！ご予約は TEL
か WEB から。キッズスペ ースあ
り、駐車場あり、手ぶらで OK。
とき／ 7 月 12 日（日）
、18 日（土）
10 時〜・11 時 30 分〜・14 時〜、
15 時 30 分〜（12 日は午後のみ）
ところ／ Do!KidsLab（ 恵 庭 市 栄
恵町 98）
対象／小学生
問 合 せ ／ Do!KidsLab（わしおま
どか）
電話／ 38-9550

書道無料体験教室のご案内

鉛筆を使った文字の書き方や、
水書シートを使って楽しく文字を書
くことを体験します。参加無料（参
加日前日までに要申込）
。
とき／ 7 月 14 日（火）
、16 日（木）
いずれも 15 時 30 分〜 17 時
ところ／日本習字 川合教室（恵庭
市有明町 2-13-11）
対象／これから習字をはじめたい
幼児から成人の方
その他／マスクの着用をお願いし
ます
問 合 せ・ 申 込・ 電 話 ／ 0909437-7757（川合）

フラワーアレンジメント講座

①生花のフラワーアレンジメント
参加費／ 3000 円（花、スポンジ、
器込み）
②ソープフラワーと造花のアレン

の世界の
うら話

ココだけで
こっそり
話します！
文
声優Ｋ（東京在住）

2020 年 7 月 10 日（金）

ジ講座
参加費／ 2500 円（花、スポンジ、
器込み）
①②共通
とき／７月 20 日（月）10 時 30 分
〜 12 時
ところ／黄金ふれあいセンター
（恵
庭市黄金南 5-11-1）
持ち物／ハサミ、新聞紙、持ち帰
り用の袋
申込期限／開催日の４日前まで
問合せ・申込／フラワーサークル
HANA の IRO
電話／ 090-1384-0532（千葉）

子供日本舞踊教室

花柳流日本舞踊教室は、令和 2
年度文化庁「伝統文化日本舞踊教
室」の採択を受けこの度、子供日
本舞踊教室を開催することとなり
ました。日本舞踊は、礼に始まり礼
に終わります。
「お辞儀」
「正しい姿
勢」
「日本舞踊の基礎」等を学びな
がら日本の心も学びます。成果発
表会は、恵庭市民会館にて予定。
新型コロナウイルス感染防止のた
め、レッスン形態を完全少人数制レ
ッスン、リモートレッスン（遠隔レッ
スン）のどちらかを選べる形式と致
します。講師・生徒共にマスク着
用、教室の入退室時の手洗い、換
気、2 ｍ以上離れてのレッスン、時
間分散等で密集をさけます。着付
けは要相談。浴衣が無い方は事前
にお貸し致します。なお、新型コ
ロナウイルスの感染状況により保
留、中止とさせて頂く場合もあり
ます。自粛生活による子供達のス
トレス軽減、運動不足解消になれ
たらと存じます。どうぞお気軽に問
合せ下さい。参加無料。
とき／ 8 月 8 日（土）
、9 日（日）
、9
月 5 日（ 土 ）
、6 日（ 日 ）
、10 月 10
日（土）
、11 日（日）
。発表会は、リ
ハーサル 10 月 17 日（土）
、発表会

10 月 18 日（日）を予定。時間は全
て 13 時〜 15 時
ところ／恵庭市民会館、リハーサ
ル室他
対象・定員／ 3 歳〜（幼児コース、
小学生コース、中学生コース、高
校生コース）
・先着 10 人
（貸出あり）
持ち物／ゆかた、足袋、帯
問合せ／花柳咲つぶら会※開催初
日の前日まで予約可
申込・電話／ 090-7645-9647
（花
柳 莉乃圓）

そろばん 1 カ月無料体験会

＊そろばんの楽しさを体験してみよ
う!
そろばんだけではなく、楽しめ
る仕掛けがあります ! 今こそ認知
能力を高めよう! 数字タイムアタ
ック勝負・タブレットを使用したフ
ラッシュ暗算や計算パズル等など
楽しめながらできる環境がありま
す！ そろばんを通じて「人間性を
育てる事」を理念に活動しておりま
す。15 人限定の少人数制のため、
定員になり次第締切になります。
小さい子でも数字の読み書きが出
来れば年中・年長さんからでも大
丈夫です。
ところ／【 恵庭市 】大町・和光・
柏陽・恵み野・恵み野北各町内会
館。恵庭市市民会館。黄金ふれあ
いセンター。島松公民館。桜町団
地集会所。緑と語らいの広場えに
あす。
【千歳市】ゆうまいホール。
あずさ・北栄南・花園・みどり台
南各町内会館。祝梅コミュニティ
センター。北楼コミュニティセンタ
ー。コープさっぽろパセオすみよ
し店・真々地会館。
問合せ・申込／パチパチクラブ事
務局
電話／ 0120-503-549（細川）

最後にご紹介するのは高山みなみさん。高山さんといえば「魔女の
宅急便」のキキ役で有名ですが、なんと同作品でウルスラという別役
も演じ、主役を演じつつ脇役もこなすというびっくりエピソードの持
ち主！
その他にも 20 年以上続く長寿番組「忍たま乱太郎」の乱太郎役や、
同じく 20 年以上放送している「名探偵コナン」の江戸川コナン役など

宮崎駿作品と言えば皆さん一度は観たことがあるのではないでしょう
か？

数多くの主人公を演じ、その声をお茶の間に届けています。

最近の作品では主役クラスに芸能人が選ばれていますが、以前は

声優も起用されていました。
今回は、その中から主役を務めた方々の、他作品での持ち役をご紹介
したいと思います。
Take69：
『まさかおんなじ人なんて！？』
まずは「風の谷のナウシカ」から、ナウシカを演じている島本須美さ
ん。実は今も続く人気子供向けアニメ「アンパンマン」のしょくぱんま
んも演じています。
少女が憧れるヒロインから女の子が恋するヒーローまで演じるなん
で、役幅が広いですよね。
次は「となりのトトロ」のヒロインさつき役、日髙のり子さん。日髙
さんは「タッチ」の浅倉南や「らんま 1/2」の天道あかねなど、魅力的
なヒロインを演じられています。
キャラクターではありませんが、パナソニック製の ETC 車載器の音
声も担当されていますので、知らず知らずのうちに声を聴いている人も
多いのではないでしょうか？
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いかがでしたか？

今はインターネットで簡単に声優の過去の持ち

役が検索できますので、気になる声優さんがいたら是非調べてみてく
ださい！

全然違う雰囲気の役を演じていて、びっくりすることがきっ

とあると思います。
ちなみに、先ほどご紹介した「名探偵コナン」ですが、なんと島本
さんや日髙さんも主要キャラとして参加しています。興味のある方は
検索してみてはいかがでしょうか？
【今月の一作：ゲゲゲの鬼太郎】
、
多くのファンを持つこの映画、実は公開当時は大ヒットとはいえない反響
でした。
ですが翌年のテレビ放送をきっかけに徐々にファンを獲得し、今では宮崎
駿監督の代表作の一つとして広く認知されています。
この作品、原作があるのをご存じですか？
宮崎駿さんが描いた漫画で全 7 巻、映画はなんと序盤の 2 巻途中までの内
容なんです！
原作漫画もとても面白いので、是非とも読んでみてください！！
もちろん、この作品にも多くの声優が出演しています。
中には波平さんや銭形警部の声優さんも出演しているので、一度探してみ
るのも面白いと思います。

