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2020 年 11 月 20 日（金）

ちゃんと

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 25 日（水）
12月4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
【掲 載 依 頼 書 が ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 】

https://chanto.biz/henshu/

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

※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。
※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。
※情報の詳細を、編集・短縮することがあります。
※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。
※お電話での受付はしておりません。

千歳市
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
およびまちライブラリーカフェは、2021
年 2 月 28 日をもちまして閉鎖いたしま
す。たくさんの皆様にご利用いただきま
して、誠にありがとうございました。引き
続き全国のまちライブラリーの活動にご
注目くださいますよう、よろしくお願い申
し上げます。
本の貸出終了／ 12 月末（年末年始の休
業日は未定です）
問合せ／まちライブラリー＠千歳タウン
プラザ
電話／ 25-3544

千歳写真集団

＊写真展 2020 〜心に残るインプレッショ
ン〜
とき／ 11 月 21 日（土）〜 23 日（月・祝）
10 時〜 17 時（最終日は 16 時）
ところ／千歳市民ギャラリー（千歳市千
代田町 5 丁目 7-1）
入場／無料 ※ご来場の際はマスク着用
でお願いします。
問合せ／千歳写真集団
電話／ 090-2056-4882（五十嵐）

恵庭市

小学生プログラミング授業無料体
験会！

小学生のうちから「プログラミング」と
「プレゼンテーション」を同時に学べるス
クールが恵庭にあることを、ご存知でした
か？ 大切なのは「思考力×伝える力×自
信」
。完全予約制＆少人数制の無料授業
体験会を開催。ご予約は電話かネットか
ら。キッズスペースあり！ 駐車場あり！ 手
ぶらで OK！
とき ／ 11 月 29 日（ 日 ）14 時 〜、15 時
30 分〜の 2 回開催
ところ／ Do! Kids Lab（恵庭市栄恵町

98）
対象／小学生
問合せ・申込／ Do! Kids Lab 鷲尾充報
（わしおみつつぐ）
電話／ 090-6695-6748

あったまーるポイント新規登録者
説明会

恵庭市では、高齢者に対する日常的・
主体的な地域での支えあいの育成・支援
を目的に恵庭市介護支援ボランティアポ
イント事業（愛称・あったまーるポイント）
を実施しており、高齢者支援施設及びい
きいき百歳体操等でのボランティア活動
に対しポイントを付与しております。ボラ
ンティア活動に参加することで、高齢者
の社会参加や外出の機会をつくり、生き
がいづくり又は介護予防につなげ、健康
寿命を延ばす効果が期待されます。活動
を始めるにあたり、ボランティア活動に関
わる知識及び認知症サポーター養成講座
（認知症の方に対する接し方等）を学び、
円滑に活動を行っていただくことを目的
に新規登録者説明会を開催します。参加
無料。
とき／ 12 月 4 日（金）13 時 30 分〜 15
時 30 分
ところ／福祉会館 2 階大会議室（恵庭市
末広町 124）
対象／恵庭市内在住の介護保険第 1 号被
保険者（65 歳以上）で、介護保険法に基
づく要介護認定を受けていない方（要支
援 1、2 は可）
。恵庭市で行われている、
いきいき百歳体操サポーター養成研修を
修了している方（いきいき百歳体操のサ
ロン活動を希望している方のみ）
申込・問合せ／恵庭市社会福祉協議会事
業推進課（吉成・三河）
電話／ 32-0007

恵庭市保健センターからのお知らせ

＊集団検診
特定健診（40 歳〜 74 歳の国民健康保
険加入者）
、健康診査（35 〜 39 歳の方、
35 歳以上の生活保護世帯の方、75 歳以

上の後期高齢者医療制度加入者）
、胃が
11 月 24 日千歳アウトレットモール・レ
ん・大腸がん・肺がん（35 歳以上の方）
、 ラで開催を予定していた「第一回おさが
肝炎ウイルス検査（今までに受けたことの り交換会」は、新型コロナウイルス感染拡
ない 35 歳以上の方）が対象。事前に保健
大の状況から、残念ですが開催を中止す
センターへの申込みが必要です。検査内
ることにいたしました。今後の予定や変更
容や持ち物については保健センターにお
などの情報は、当団体の公式 LINE やホー
問合せください。
ムページ、SNS にてお知らせしますので、
参加費／特定健診は無料。健康診査は
是非ご確認ください。
35 歳以上の生活保護世帯の方無料。35
※「おさがり回収」は継続します。引き続
〜 39 歳の国民健康保険、被用者保険（国
きご協力をお願いいたします。
保以外）の方 1000 円。75 歳以上の後期
問合せ／千歳市おやこイベント実行委員会
高齢者医療制度加入者無料。課税世帯の
電話／ 090-7840-3277（押見）
方は胃がん 1500 円、大腸がん 700 円、
肺がん 300 円、肝炎ウイルス検査 600 円
キモノ☆ティータイム
（今までに一度も検査を受けて無い方の
服の上からのカジュアルな着付けを楽
み）※住民税が非課税世帯の方は無料。
しみながらティータイム。着付け初心者
とき／ 12 月 12 日（土）8 時〜 12 時
大歓迎です。申込不要。
ところ／えにあす（恵庭市緑町 2-1-1）
とき／ 11 月 26 日（木）13 時〜 15 時
申込期限／ 11 月 30 日（月）定員次第締切
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町 1
問合せ／恵庭市保健センター
丁目 15）
電話／ 25-5700
参加費／ 200 円
持ち物／着物や浴衣、帯、紐 2 本。
問合せ・申込・電話／ 090-3140-3404
おでかけ
（古谷）

千歳・恵庭・近郊

背骨コンディショニング

ちとせモール

＊肩凝り編
背骨の歪みを整えて不調を改善する運
①ジェリーズポップコーン
動プログラムです。肩凝りだけでなく、腰
とき／ 11 月 20 日（金）〜 22 日（日）10
痛、膝痛、頭痛など色々な悩みに期待でき
時〜 18 時
るセルフ体操です。普段運動される方、さ
ところ／ 1 階センター広場
れない方、自分のペースでできる体操で
②旅するおむすびワゴン おむすびすみす
すので、ぜひご参加お待ちしております。
日程：11 月 21 日（土）10 時〜 17 時
とき／ 11月28日
（土）
10 時〜 11時 15 分
ところ／東側出入口前
ところ／千歳市北新コミュニティセンター
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 11 月 22 日（日）9 時 30 分〜 17 時 （千歳市新富 2 丁目 1-21）
定員／ 10 人
ところ／東側出入口前
参加費／ 1500 円
④道民共済「移動相談会」
持ち物／動きやすい服装、長めのフェイ
とき／ 11 月 26 日（木）10 時〜 17 時
ところ／ 1 階センター広場
スタオル、ヨガマット( 貸し出し有ります )、
⑤スーパーアークス長都店「草太郎本舗
飲み物
和菓子販売」
問合せ・申込・電話／ 090-6872-6495
とき／ 11 月 26 日（木）〜 29 日（日）10 （内村）
時〜 17 時
ところ／ 1 階センター広場
AtelierMonSac ワンデーギャラリー
①〜⑤共通
ミナペルホネンの生地で製作したバッ
問合せ／ちとせモール
グの展示、オーダー受付 及び ハギレの
電話／ 22-7355
販売。ショップの扉を開放して開催します
ので、マスクを着用の上、暖かくしておい
で下さい。
スポーツ＆カルチャー
とき／ 11 月 29 日（日）10 時〜 14 時
営利目的の教室・体験イベント情報は原則掲載できません。
ところ／ AtelierMonSac（ 千 歳 市 白 樺
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。
6-1-4）
問合せ・電話／ 090-8498-6423（ニシ
おさがり交換会
ムラ）
＊開催中止のお知らせ

千歳市社会福祉協議会

事業報告

新富・祝梅ほっとすデイサービスで“敬老会”長寿をお祝い
9 月 21日の「敬老の日」にあわせて、1 週間敬老会イ
ベントを開催しました。この敬老会は、新富デイサービ
スでは平成 9 年度から、祝梅デイサービスでは平成 12
年度から毎年実施し、利用者のご長寿をお祝いする当セ
ンターの一大イベントであり、いつもご利用いただいて
いる利用者の皆さまに対し、職員から感謝状の表彰や楽
器演奏、ダンス、マジックショーなどを披露しました。
また、当センターでは、利用者の心身機能の維持向
上のため、他にも多くのイベントを用意しておりますの
で、皆さまのご利用をお待ちしています。

令和 2 年度「市民後見人養成講座」27 名が修了
恵庭市・千歳市社会福祉協議会の合同開催で行われた
「市民後見人養成講座」は全 5 日間開催され、恵庭市から
10 名、千歳市から 17 名の市民が受講されました。市民後
見人は、認知症や障がいなどにより判断能力が低下した方
の財産管理や契約行為を市民目線で支援し、地域に密着し
た活動ができるということで期待されています。
講座では、弁護士や司法書士、社会福祉士など専門家の講義のほか、高齢者・障がい者施設の
見学等も行われ、参加者からは、
「事例を通して分かりやすく、大変勉強になった」と多くの方
から感想が寄せられました。
今回、講座を修了された皆様には、社会福祉協議会が受けている後見人に活動を支援する「後
見支援員」としてご活躍いただきます。
その他、権利擁護の出張講座も随時受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

