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千歳市
千歳市暴力追放運動推進協議会
＊「暴力追放運動」標語の募集について
　暴力追放を内容とする標語（例　暴
力は、しない、させない、許さない。）を
募集いたします。
応募資格／千歳市民または千歳市に通
勤・通学する方
応募規格／特に規格の指定はありませ
ん。ハガキ、封書などで郵送あるいは作
品を記入した書面を直接持参ください。
作品には、応募者の住所、氏名（ふりが
な）、年齢、連絡先を記入願います。
募集締切／ 12月22日（火）
表彰／優秀（1名、賞状および記念品）、
入選（若干名、賞状および記念品）
その他／受賞作品は、千歳市内公共施
設に掲示する予定です。応募作品は、
返還しませんのでご了承願います。
問合せ・応募先／〒066-0042 千歳市
東雲町5丁目61番地 札幌方面千歳警
察署刑事第二課内　千歳市暴力追放運
動推進協議会事務局
電話／ 42-0110（内線381）

令和2年度 町内会活性化事業
＊ちとせコミュニティ活性化セミナー
　千歳市の若い世代が町内会と連携し
てこれからの地域コミュニティに向けて
取り組む組織である「ちとせの輪」メン
バーと一緒に、これからの町内会につい
て意見交換を行います。参加無料、オ
ンラインZoomでの参加もOKです。
テーマ／「多様な主体がつながる地域
コミュニティに向けて」
講師／酒本 宏 氏（KITABA取締役会
長・GLOCAL DESIGN代表取締役）
とき／ 12月5日（土）10時～ 12時
30分
ところ／花園コミュニティセンター体育
室（千歳市花園4丁目2-5）
定員／ 30人（定員に満たない場合は、
当日参加も可）
申込期限／ 12月2日（水）まで
※マスクの着用、消毒の徹底をお願い
します。座席は距離を取り、こまめに換
気を行うことで新型コロナウイルス感染
拡大防止に努めます。
※詳細は、千歳市町内会連合会ホーム
ページをご覧ください。
問合せ・申込／ KITABA
電話／ 011-522-5070（松田、荒谷)

支笏湖ビジターセンター　自然
触れあい行事
＊クリスマス＆お正月クラフト
　支笏湖で拾える自然素材を使って、ク
リスマスやお正月にぴったりな飾り物を
制作します。材料や道具はビジターセ
ンターで用意します。参加無料、申込必
要。
とき／ 12月5日（土）10時～ 12時
ところ／支笏湖ビジターセンター

定員／ 8人（申込順）
集合場所／支笏湖ビジターセンター
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支
部
電話／ 25-2453

アリスセンター
＊クリスマスウイーク
　フォトスポットでパチリ！　ゲームや
制作で楽しい思い出を作りませんか♪　
参加無料、申込必要。
対象／乳幼児と保護者
とき／ 12月7日（月）～11日（金）①
10時～ 10時50分 ②11時～ 11時
50分
定員／各回5組（申込順）
申込期限／ 12月1日（火）～4日（金）
12時～ 15時
ところ・問合せ・申込／アリスセンター
（千歳市勇舞1丁目1-1）
電話／ 24-8341

令和2年度 第3回ミナクール市
民活動講座
＊知っておきたい！　著作権のキホン～
市民活動編～「トラブル対処と予防策
を考えよう」
　SNSや動画配信、イベント開催など
で使用する画像や音楽の著作権につい
て、市民活動の情報発信の際に知って
おきたい知識を学びます。参加無料、
申込必要。
対象／市民活動団体（オンライン参加
の方はZoomの基本的操作ができる
方）
とき／ 12月12日（土）13時30分～
15時30分
ところ／千歳市民活動交流センター ミ
ナクール（千歳市民ギャラリー 4階）ま
たはオンライン参加
申込期限／ 12月1日（火）～9日（水）
※12月7日（月）休館日
※新型コロナウイルス感染拡大予防ガ
イドラインに沿って実施いたします。
問合せ・申込／千歳市民活動交流セン
ター ミナクール
電話／ 24-0847（9時～20時30分）

恵庭市
恵庭市からのお知らせ
＊北海道による「警戒ステージ」の新た
な運用を受けての市長メッセージ
　10月中旬以降、北海道内において新
型コロナウイルス感染症への感染者が
急激に増加し、特に札幌市の感染が高
止まりしております。恵庭市におきまし
ても、10月末から続けて感染者が出て
おり、11月17日現在、37人の方が感
染しています。幸い重症者は出ていま
せんが、予断を許さない状況に変わり
はありません。北海道では新規感染者
数や入院患者数が増加していることを
受け、10月28日に「警戒ステージ」を

1から2に引き上げましたが、更に感染
が進んだことから、11月7日に「警戒ス
テージ3」への再引き上げを行い対応し
ていたところです。しかし、感染拡大に
歯止めがかからず、11月17日、札幌
市内に限定し「警戒ステージ」を「4」相
当の取り扱いをすることとしました。対
策期間は「警戒ステージ3」への再引き
上げ時のまま、11月27日までです。取
り扱い内容の主なものとしては「感染リ
スクを回避できない場合」は、札幌との
往来自粛を要請するものとなっておりま
す。このことにより、市民の皆さんには、
再び不自由な生活や、様々な対応をお
願いしますが、いま一度「新しい生活様
式」、「新北海道スタイル」の徹底を心掛
けてください。今は、これ以上の感染拡
大を防ぐため、一人ひとりの行動や、理
解と協力が何より大切です。「感染リス
クが高まる場面」などを意識し、常に予
防対策を講じた行動をお願いいたしま
す。

令和2年11月17日
恵庭市長　原田　裕

恵庭移住者交流会
　カフェで飲み物をいただきながら気
軽に地域の方々とつながりを作ることが
できる交流会です。恵庭市内の様々な
情報を共有して、移住者同士で交流しま
せんか。当日はキッズスペースも設け
ますので、お子様連れの方も是非ご参
加ください。申し込み多数の場合は抽
選とさせていただきます。
とき／ 12月5日（土）14時30分～
16時（受付開始14時15分から）
ところ／モリエンド カフェ（恵庭市桜町
2-6-6）
対象・定員／恵庭市に移住しておおむ
ね5年以内の方とそのご家族・15人程
度
参加費／ 500円、未就学児無料
申込期間／ 11月30日（月）
問合せ・電話／ 33-3131（内線2332）
恵庭市まちづくり推進課
申込・電話／ 25-3831・谷川企画クリ
アデザイン

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27日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ディズニー英語システム大抽選会、参
加無料。
とき／ 11月28日（土）・29日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
提供／ワールド・ファミリー
その他／小さなお子さま向けのイベン
トです。
③レインボーコットンキャンディ
とき／ 11月28日（土）・29日（日）10
時～ 18時
ところ／ 1階センター広場
④杏ころCafe「クレープ・タピオカドリ
ンク販売」
とき／ 11月28日（土）、29日（日）10
時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～④共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

スポーツ＆カルチャー
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。
同じ方からのお申込みは、続けて掲載できません。

やさしいくらしかたvol.2
＊「エコ好きと冬ごもり読書会」オンライ
ンイベント
　エコ好きの人とおしゃべりしたい。オ
ンラインでつながり、エコな生活をはじ
めたきっかけ、気になっているエコなこ
とをシェアしませんか？　あなたの好き
なエコの本を紹介し、誰かの好きなエコ
の本を知って、これからの冬ごもり時間
を楽しく過ごす準備をしましょう！　参加
無料、申込必要。
とき／ 12月5日（土）13時～ 15時
ところ／「やさしいくらしかた」から配
信のオンラインZoomで開催
申込方法／「ちとせやさしいくらしかた
vol.2エコ好きと冬ごもり読書会」で検
索しイベントページよりお申込みくださ
い。
問合せ／やさしいくらしかた
電話／ 050-5360-3137

アルバムカフェ～クリスマス風フ
ォトガーランド作り
　クリスマスのフォトガーランドを作成
します。小さなお子様も一緒にご参加
下さい。クリスマスフォトブースとスイ
ーツのお土産もございます。
とき／ 12月11日（金）10時～ 11時
30分
定員／ 4人（先着順）
参加費／ 1000円
持ち物／お好きな写真2枚、はさみ
ところ・問合せ・申込／リフォーム
Cafe SUMAI（ 千 歳 市 北 陽6丁 目
4-18）
電話／ 090-9514-8722（なぐも）

「心を風のように」坐禅会のお知
らせ
　現在は心の時代と言われています。
在家のまま、心の豊かさを求めている
方も増えています。しかし一方で自身の
問題を解決できず、小さなことを気にし
て人生を詰まらないものにしている方
が多いのも事実です。坐禅は、単に心
を落ち着かせるというものではありませ
ん。生活で起こることは皆、心の反映で
す。自分をさらに成長させたい、心を大
きくしたい、人生を楽しみたいという方、
一緒に坐禅をしてみませんか。当会は
宗教団体ではありません。申込不要。
とき／ 12月12日（土）13時～ 16時
30分。坐禅入門（13時～ 13時30
分）、坐禅・経行（13時30分～ 15時
20分）、お話会（15時20分～ 16時
30分）
ところ／恵庭市恵み野会館1階和室（恵
み野北2-12-2）
参加費／ 1000円
対象／どなたでも、初心者歓迎
持ち物／動きやすい服装
問合せ／坐禅をしよう会
電話／ 080-4728-0020（岡田、ショー
トメール可）

訂正とお詫び
ちゃんと 11月 20日号 1面に掲載
した「はなふるオープン」の記事で、
ファミリーガーデン「りりあ」の保
護者の料金に間違いがありました。
「保護者の料金は市内外を問わず 1
人 250円」とあるのは、正しくは「恵
庭市以外の保護者は 1人 250 円、
恵庭市民の保護者は 1人 200 円」
でした。訂正してお詫びいたします。

タウンニュースタウンニュース
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!

※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。

掲載のご依頼はこちらから
0123-27-4911
chat@chanto.biz

https://chanto.biz/henshu/

【 F A X 】
【Eメール】

【掲載依頼書がダウンロードできます】

次回の申込締切は

掲載日の

9日前
までにお送り
ください！

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

12月2日（水）
12月11日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます




