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2020 年 11 月 13 日（金）

ちゃんと
でお知らせください。
申込期限／ 11 月 16 日（月）8 時 45 分〜
27 日（金）まで
持ち物／汚れても気にならない服装、作
品を持ち帰る袋（40㎝×40㎝程度）
問合せ・申込／公益財団法人 ちとせ環
境と緑の財団
電話／ 22-1117
FAX ／ 22-1118

イベント告知やサークル仲間募集など、
いろんな情報が盛りだくさん!

タウンニュース
次回の申込締切は

11月18 日（水）
11月27日
（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

掲載のご依頼はこちらから
【 F A X 】 0123-

27-4911

掲載日の

9日前

までにお送り
ください！

【Eメール】 chat@chanto.biz

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

もり、不登校問題…。などなど、どなたで
も参加できます。申込不要、参加無料。
とき／ 11月 24 日
（火）火曜 18 時〜 20 時
ところ／えにあす 2 階クッキングスタジオ
①②共通
マスク着用、検温、手指消毒にご協力
願います。コロナ感染予防のために、施
設が閉館になった場合は、中止やオンラ
インでの対応に変更になる場合がありま
す。換気・マスク・消毒・検温・ソーシャ
ルディスタンスを守り開催いたします。会
場の休館で延期またはオンライン開催の
場合がありますので、問合わせください。
問合せ・申込・電話／ 080-4044-8313
（おはな代表石上）

福祉の授業支援ボランティア養成講座

①第 1 講座
とき／
12 月 15 日（火）13 時 30 分〜 15
https://chanto.biz/henshu/
時 30 分
※催事が予告なく変更になっていたり、
定員に達している事があります。
ご確認のうえお出かけください。
ところ／千歳市総合福祉センター 402 号
※情報掲載には審査、抽選があります。掲載の可否についてのお問合せには一切回答できません。
室（千歳市東雲町 2 丁目 34）
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
②第 2 講座
恵庭市社会福祉協議会からのお知らせ
※営利目的情報、
Blog、
HPアドレス、
メールアドレスは原則として掲載しません。
ボランティア体験プログラムの点字コ
とき／ 12 月 17 日（木）10 時 30 分〜 12
※お電話での受付はしておりません。
ースと朗読コースを開催します。
時 05 分
①点字コース
ところ／千歳市立祝梅小学校（千歳市梅
3 回の講座で点字の基礎・基本を重点
ケ丘 3 丁目 2-1）
定員／
10
人
的に学び、
点訳への理解を深めます。
「恵
①②共通
千歳市
参加費／ 3000 円（材料費、お茶、お菓
庭市点訳赤十字奉仕団」の協力により点
内容／福祉の授業支援（車いす体験）実
子付、保険料込）
訳の基本を学びます。
施支援
まちライブラリー閉館のお知らせ
まちライブラリー＠千歳タウンプラザ
申込期限／ 11 月 15 日（日）まで
とき／ 12 月 1 日、8 日、15 日いず れも
参加費／無料
およびまちライブラリーカフェは、2021
問合せ・申込／園芸療法講座ぴいぇ事務局
持ち物／動きやすい服装でお越しくださ 火曜日、10 時〜 11 時
年 2 月 28 日をもちまして閉鎖いたしま
電話／ 050-5360-3137
い。第 2 講座のみ上靴を持参してください。 ②朗読コース
朗読ボランティア体験では「読むことに
す。たくさんの皆様にご利用いただきま
問合せ・申込／千歳市ボランティアセン
して、誠にありがとうございました。引き
慣れる」を目標に朗読の基本を体験しま
陽だまり歌声喫茶（縮小型）第 74 回 ター
続き全国のまちライブラリーの活動にご とき／ 11 月 21 日（土）13 時 30 分〜 15
す。視覚障がい者の方むけの音訳テープ
電話／ 27-2525
注目くださいますよう、よろしくお願い申
時 ※市内でコロナ感染状況が悪化した場
を作成する活動を行っている「恵庭市朗
し上げます。
合には中止することもあります。
読赤十字奉仕団」の協力により正しい「発
本の貸出終了／ 12 月末（年末年始の休 ところ／花園コミセン
声」
「発音」など朗読の基本を学びます。
恵庭市
とき／ 12 月 1 日、8 日、15 日いず れも
業日は未定です）
参加費／無料（お茶・お菓子なし、飲み
問合せ／まちライブラリー＠千歳タウン
物は持参下さい）
小学生プログラミング授業無料体 火曜日、13 時 30 分〜 14 時 30 分
①②共通
プラザ
定員／ 38 人（先着順、定員になり次第締
験会！
小学生のうちから「プログラミング」と ところ／恵庭市福祉会館 2 階大会議室
電話／ 25-3544
切）
参加条件／マスク着用。入り口で検温し 「プレゼンテーション」を同時に学べるス （恵庭市末広町 124）
対象・定員／どなたでも・6 人
て、体温 37.5 度以上の方は参加できま クールが恵庭にあることを、ご存知でした
公文書写 梅ヶ丘教室
＊成果発表展示会開催中
申込期限／ 11 月 27 日（金）
か？ 大切なのは「思考力×伝える力×自
せん。
開催期間／ 11 月 8 日（日）〜 23 日（月・ 問合せ・申込／歌声喫茶 陽だまり
その他／新型コロナウイルス感染症拡大
信」
。完全予約制＆少人数制の無料授業
祝）10 時〜 20 時
防止への対応として、受講者の皆さまに
体験会を開催。ご予約は電話かネットか
電話／ 090-9522-6078（星野）
ところ／まちライブラリー＠千歳タウンプ
は、マスク着用、咳エチケット、手指衛生
ら。キッズスペースあり！ 駐車場あり！ 手
ラザ（千歳市幸町 4 丁目 30）
等の対応をお願い致します。本センター
千歳でちょこっと体験「ちとちょこ」 ぶらで OK！
①千歳でちょこっとゴミ拾い「ちと53」
入場／無料
とき ／ 11 月 14 日（ 土 ）10 時 〜、11 時 としては 3 密（密閉・密集・密接）に十分
千歳駅周辺のゴミ拾いをします。参加
問合せ・電話／ 050-5360-1591
30 分〜、14 時〜、15 時 30 分〜。29 日 に配慮して実施いたします。なお、新型
コロナウイルス感染症の拡大状況により、
無料。
（日）14 時〜、15 時 30 分〜。
とき／ 11 月 21 日（土）9 時〜 10 時
ところ／ Do! Kids Lab
（恵庭市栄恵町 98） 日程等を変更する場合がありますので予
支笏湖ビジターセンター
めご了承ください。
対象／ゴミ拾いしたい方なら誰でも（子ど
対象／小学生
自然触れあい行事
＊ネイチャーゲームで遊ぼうDay！
問合せ・申込／恵庭市社会福祉協議会ボ
も可）
。ゴミ拾いしやすい服装で参加して
問合せ・申込／ Do! Kids Lab 鷲尾充報
自然のなかで見て、きいて、ふれて…。 下さい。
ランティアセンター（三河・吉成）
（わしおみつつぐ）
たのしく遊びながら自然や生きものにつ
電話／ 32-0007
集合場所／千歳駅西口広場
（千歳郵便局前） 電話／ 090-6695-6748
いてもっとくわしくなろう！ 前日までに予
申込期限／ 11 月 20 日（金）まで
約必要。
②千歳でちょこっと楽しい飲み会
「ちと飲み」 ラジオ番組づくりセミナー
第 7 回カリンバ講演会
とき／ 11 月 15 日（日）10 時〜 15 時
e-niwa（いーにわ）では番組を通じて ＊北方四島の遺跡と擦文文化
千歳は様々な職種や出身の方が多いの
対象／小学 1 〜 3 年生
北方領土の遺跡について、北海道博物
で、楽しい話をしながら交流する会です。 地域を盛り上げてくれるボランティアパー
定員／ 8 人
ソナリティを募集しています。番組の作り 館学芸主査（考古学担当）の鈴木琢也学
とき／ 11 月 24 日（火）19 時〜 21 時
参加費／ 500 円（おやつ付）
方や企画の立て方についてお伝えするほ
芸員にご講演していただきます。会場が
ところ／ Cafe&Dining ossa（千歳市幸
集合場所／支笏湖ビジターセンター ※
か、スタジオ見学も予定しています。参
例年と違いますのでご注意ください。参
町 2-6 フリージア幸町ビル 1F）
天候等の状況によって予定が変更となる 対象／ 20 歳以上の楽しい話をしたい方
加無料。
加無料、要事前申込。
場合があります。
とき／ 11 月 23 日（月・祝）13 時〜 14 とき／ 12 月 5 日（土）10 時〜 11 時 30 分
なら誰でも
持ち物／活動しやすい服装・靴、靴下（丈
時 30 分
ところ／恵庭市民会館大会議室（市役所
会費／飲んで食べた分を参加者で割り勘
の長いもの）
、帽子、防寒着、軍手、雨カ （3000 〜 4000 円程度）
ところ／えにあす会議室 4（恵庭市緑町 となり）
ッパ、着替え、タオル、昼食、昼食時用ハ
2-1-1）
対象・定員／小学４年生以上・先着 50 人
申込期限／ 11 月 23 日（月・祝）まで
ンカチ、飲み物、レジャーシート、リュック、 ①②共通
対象・定員／高校生以上・先着 5 人程度
その他／参加される方はマスクの着用を
マスク、マスク収納袋、うがい用コップ
問合せ・申込・電話／ 29-7778（平日 9
お願いいたします。
問合せ・申込／ちとちょこ
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
時〜 17 時）
・e-niwa
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館
電話／ 090-5227-2595（時田）
電話／ 25-2453（小野寺、吉田）
電話／ 37-1288
【掲 載 依 頼 書 が ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 】

園芸療法講座 ぴいぇ

＊「植物の受粉に欠かせない蜜蜂につい
て学ぶ」〜ミツロウラップ、ミツロウクリ
ーム作り〜
植物の受粉に欠かせない蜜蜂の働きを
学びます。蜜蜂たちが作ったミツロウを
利用し、繰り返し使用できるミツロウラッ
プを作る他、これから乾燥の季節に活躍
するミツロウクリーム作りを体験します。
とき／ 11月16日
（月）
10 時〜 12 時 30 分
ところ／医療法人資生会千歳病院園芸療
法ガーデン（千歳市桂木 1 丁目 5-6）
講師／富永まゆみさん（園芸療法士）
、山
内雅代さん
内容／園芸療法について学ぶ講座の他、
ミツロウラップ作り、ミツロウクリーム作
り、手湯を予定

令和 2 年度園芸教室

＊〜針葉樹と赤い実で作る〜クリスマスの
スワッグ
針葉樹の枝やサンキライの実、バラの
実などを使ってスワッグ（壁に飾る花束）
を作ります。リボンを和風のものに代える
とお正月にも飾れます。親子参加も歓迎
します！
講師／渡邊 美枝 氏（フラワーアトリエ花
楓代表）
とき／ 12 月 12 日（土）① 10 時 30 分〜
12 時 ② 14 時〜 15 時 30 分
ところ／北ガス文化ホール 4 階大会議室
（千歳市北栄 2 丁目 2-11）
参加費／ 800 円（材料費の約 3 分の 1 を
負担していただきます）
定員／ 20 人（千歳市民）※申込順
申込方法／住所・氏名・連絡先を電話等

ビニールハウス、

サロン おはな

①がん患者・家族・遺族会
患者さんやその家族、遺族など、同じ
立場の人が、お互いの悩みや不安を共有
したり、情報交換をする場です。がん患
者さんをサポートするための、様々な事
業をみんなで考えていきます。秘密厳守
ですので、安心してご参加ください。オン
ラインでの対応も可能です。ご希望の方
はご連絡ください。参加無料。
とき／ 11 月 24 日（火）11 時〜 15 時
ところ／えにあす 2 階クッキングスタジオ
（恵庭市緑町 2-1-1）
②居場所ふれあいサロンおはな
恵庭に越してきたばかりでお友達を作り
たいけど…。誰かに話を聞いて欲しい…。
ワンオペ育児は疲れる…。1 人暮らしでひ
とりは寂しい…。情報が欲しい…。ひきこ

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール

①旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 11 月 13 日（金）10 時〜 17 時
ところ／東側出入口前
②えいごであそぼっ
！ペッピーキッズクラブ
とき ／ 11 月 13 日（ 金 ）10 時 〜 18 時、
14 日（土）10 時〜 17 時、15 日（日）10
時〜 17 時、16 日（月）10 時〜 18 時
ところ／ 2F スタジオアリス前
②道民共済「移動相談会」
とき／ 11 月 15 日（日）10 時〜 17 時
ところ／ 1 階センター広場

新築賃貸マンション入居者様募集中

お譲りください！

『長年使っていない…』
『そろそろ処分したい…』

ナトゥーラ

千歳市北光1丁目

賃
1LDK 料

万
円

5.5~6

お問合せ

株式会社

フィナンシア ジャパン
札幌市中央区南1条西10丁目4-168
ほくえいビル302

TEL.011-211-5311

◆管理費、駐車場込み!
◆インターネット無料!
◆ペット可!（入居時礼金1ヶ月分）
◆エアコン完備（冷房）
◆オートロック、宅配BOX、防犯カメラ設置

そのハウス、買い取ります！
北海道で
おいしいトマトを育てるために、
ビニールハウスを集めています。

FAX.011-211-5318

■北海道知事石狩（1）第8724号

ツルハドラッグ
●
北陽店

←

WC

現地

●

線

大通

●

8線
通

※図面と相違する場合は現況を優先します

● 千歳わかば

FAX.011-681-6249

●

歳

●
7.8帖

●

タイヤ
ガーデン 中 央

ほっともっと

●

エムジーエス

TEL.011-681-3565

千歳市民
病院

だんじょう
歯科医院

千

セブン ●
イレブン
カルビー㈱
千歳工場
LD

ホーマック
富士店

JR

洋室
5帖

玄関

通

CL

K

北

UT

鉄

UB

庭

恵庭市有明町1-8-12（代表）山口 善之

恵

TEL.080-9613-3416

至

買取金額、引取日時はご相談のうえ、
まずはお気軽にお電話ください。
ご連絡を心よりお待ちしております。

●住所/千歳市北光1丁目2-5
●構造/鉄筋コンクリート造 地上4階建
●専有面積/34.65㎡(10.48坪)〜34.98㎡(10.58坪)
●築年月/2020年8月
●設備/BS、CS、UHFアンテナ、インターホン、ガス、システムキッチ
ン、シャワートイレ、シューズボックス、トランクルーム、インターネッ
ト使用料不要、バス･トイレ別、保証会社利用必須、暖房、洗濯機置
場、
洗髪洗面化粧台、
照明器具、
公営上下水道

株式会社

札幌市手稲区前田5条７丁目３-１６

フードD ●

■国土交通大臣許可（特−2）第27838号
■登録番号 北海道知事（石）第3036号

広告有効期限/2020年11月30日

第2メリー
幼稚園

