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千歳市
ちとせスーパープレミアム付
商品券「まもなく販売終了！」
　千歳市では、千歳市内における消
費回復と地域経済の活性化を図るこ
とを目的として、10月1日時点で千
歳市の住民基本台帳に登録されてい
る方を対象に、11 月16日から12
月11日（金）まで「ちとせスーパー
プレミアム付商品券」を販売していま
す。プレミアム率が『50％』と、大変
お得な商品券となっておりますので、
購入を希望される方は、期間内に千
歳市内郵便局（泉郷簡易郵便局を除
く）でお買い求めください。
※購入には、千歳市から送付された

「購入引換券」が必要です。
販売金額／ 1冊6000円（500円券
×12枚綴り）を4000円で販売
利用期間／令和2年11月16日（月）
～令和3年4月30日（金）
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産
業政策担当）
電話／ 24-0116

第28回 花と緑の絵コンクー
ル受賞作品展示会
とき／ 12月4日（金）～ 14日（月）
9時～ 18時（初日11時～、最終日
16時まで）
ところ／道の駅「サーモンパーク千
歳」施設内（千歳市花園2丁目）
入場／無料
問合せ／ちとせ環境と緑の財団　事
業課緑化振興係
電話／ 22-1117

千歳市埋蔵文化財センター
＊体験学習会「まが玉をつくろう！」
　滑石を磨いてまが玉をつくります。
参加無料、申込必要。
とき／ 12月13日（日）13時～ 15時
定員／ 12 人（小学生以上）※先着
順、定員になり次第締切。
申込期限／ 12月11日（金）まで

持ち物／マスク、タオル、飲み物
※体調がすぐれない方はご遠慮くだ
さい。開始時に検温を行います。
ところ・問合せ・申込／千歳市埋蔵
文化財センター（千歳市長都42-1）
電話／ 24-4210（平日8時45分～
17時15分）

子どもチャレンジ教室
＊銅板レリーフに挑戦
　銅板に書いた模様をヘラ押しなど
で立体的なレリーフに挑戦します。
参加無料、電話にて申込ください。
とき／ 1月6日（水）10時～ 12時
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）
対象／千歳市在住の小5 ～小6
定員／ 20人（定員を超えた場合は、
初めての方を優先し抽選）
申込期限／12月14日（月）～ 16日

（水）の3日間
持ち物／マスク着用、筆記用具、作
品を入れるバッグ、飲み物（必要な方）
※参加決定者のみ12月18日（金）
以降、はがきでお知らせします。
※事前に家庭での検温をお願いしま
す。
※「学校の新しい生活様式」に準じた
コロナ対策に対応して実施します。
感染状況によっては中止する場合が
あります。
問合せ・申込／千歳市教育委員会生
涯学習課社会教育係
電話／ 24-0848

令和2年度 千歳市保育士 
リクルートバスツアー
　千歳市内の保育園などを貸し切り
バスで巡り、保育体験や見学を行い
ます。見学した後、市立認定こども
園つばさで「なかよし給食」を食べま
す。参加無料、申込必要。
とき／①令和 3 年 1月18日（月）8
時40分～ 13時 ②令和3年1月19
日（火）8時40分～ 13時
コース／①千歳市役所→あさ陽認定
こども園→ありんこ保育室・ひよこ
保育園→認定こども園千歳第2幼稚
園→認定こども園つばさ→千歳市役
所 ②千歳市役所→認定こども園お
ひさま→こだま保育園・育未保育園
→住吉認定こども園→認定こども園
つばさ→千歳市役所
対象／保育士、幼稚園教諭を目指し
ている方（学生も大歓迎）または再就
職を考えている方
定員／各日10人（参加者多数の場
合は抽選）

申込方法／千歳市ホームページ「千
歳市保育士リクルートバスツアー」の
ページの申込フォームから
申込期限／ 12月10日（木）まで
その他／新型コロナウイルスの影響に
より、急きょ中止することがあります。
問合せ・申込／千歳市こども福祉部
こども政策課（千歳市役所第2庁舎
1階3番窓口）
電話／ 24-0341

恵庭市
みんなで楽しむ 
クリスマスピアノコンサート
　クラシックのピアノ演奏と、絵本

『スノーマン』『ぼちぼちいこか』の
読み聞かせを皆様と一緒に楽しみま
す。参加無料。
とき／ 12月19日（土）11時～ 12時
ところ／恵庭市島松公民館（島松本
町3-12-20）
対象・定員／乳幼児から大人まで・
30人
その他／マスク着用をお願いしま
す。新型コロナウイルス感染症拡大
の状況によっては、中止とさせてい
ただく場合があります。
申込方法／島松公民館まで電話で申込
申込期限／ 12月17日（木）まで
問合せ・申込／島松公民館
電話／ 36-7503

恵庭市体育協会からのお知らせ
①バレトン教室
　ボディラインを引き締めたい方、
柔軟性を手に入れたい方！ バレエ×
ヨガ×フィットネスの動きを組み合わ
せたボディメイクエクササイズです。
体の歪みを改善したい方、ストレスを
発散したい方におススメです。
とき／1月7日～3月18日（木曜日、
全9回）10時15分～ 11時15分
ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
対象／ 16歳以上どなたでも
定員／ 15人（最少催行人数10人）
※応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 4500円（保険料込み）
持ち物／運動できる服装、上靴、タ
オル、飲み物、ヨガマット、ストレッチ
ポール
②バレトンナイト教室
　バレエ×ヨガ×フィットネスの動き
を合わせたボディメイクエクササイ
ズです。初めての方でも無理なく参
加できます。
とき／ 1月8日、2月12日、3月12
日（金曜日、全 3 回）19 時 15 分～
20時15分
ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
対象／ 16歳以上、どなたでも
定員／ 15人（最少催行人数10人）
※応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 1500円（保険料込み）
持ち物／運動できる服装、上靴、タ
オル、飲み物、ヨガマット、ストレッチ
ポール
③初心者スケート教室
　スケートは初めて、氷の上に立て
ない！ 滑れないお子さまのための教
室です。
とき／ 1 月9 日（ 土 ）、10 日（日）、
11日（月・祝）全3回、9時30分～

11時00分
ところ／恵庭市民スケート場（牧場
53-4）
対象／恵庭市内在住の年長から小学生
定員／ 40人（最少催行人数20人）
※応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 1500円（保険料込み）
持ち物／スケート靴（刃を研いでサ
イズの合ったもの）、帽子、動きやす
い服装（防寒用）、折りたたみイス
④ヨガ教室「リラックス＆エナジーヨガ」
　初めての方や体の硬い方でも無理
のないよう、ヨガの呼吸法や基本的
なポーズを行ないます。前半は座位

（シッティング）、後半は立位（スタン
ディング）のポーズを2名の講師が
親切に指導してくれます。
とき／1月12日～3月23日（火曜日、
全9回）19時15分～ 20時30分
ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
対象／恵庭市内在住、16歳以上
定員／ 20人（最少催行人数10人）
※応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 4500円（保険料込み）
持ち物／運動できる服装、上靴、タ
オル、飲み物、ヨガマット
⑤スポーツリズムトレーニング教室
　リズム感を高めることで運動能力
を向上させるトレーニング教室です。
とき／ 1月25日、2月8日、22日、
3月8日、22日、29日（月曜日、全
6回）17時～ 18時
ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
対象／小学1年生～中学生
定員／ 15人（最少催行人数8人）※
応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 3000円（保険料込み）
持ち物／運動できる服装、上靴、タ
オル、飲み物
⑥ZUMBA（ズンバ）
　ラテン音楽のリズムに合わせて汗
をかく有酸素系ダンスプログラム。
とき／ 1月25日、2月8日、22日、
3月8日、22日、29日（月曜日、全
6回）19時15分～ 20時30分
ところ／恵庭市総合体育館2階研修室
対象／ 16歳以上、どなたでも
定員／ 15人（最少催行人数10人）
※応募多数の場合は自動抽選
参加費／ 3000円（保険料込み）
持ち物／運動できる服装、上靴、タ
オル、飲み物
①～⑥共通
申込受付期限／ 12月13日（日）まで
開催の有無および抽選結果／ 12月
14日（月）13時にホームページに掲載
申込方法／恵庭市体育協会ホームペ
ージ内、特設申込みフォームから
その他／詳しくは、ホームページに
てご確認ください。新型コロナウイ
ルス感染拡大の状況によって延期や
中止も予めご了承ください。
問合せ／恵庭市体育協会
電話／21-9900（平日9時～ 17時）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
＊旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 12 月6日（日）、10日（木）
10時～ 17時

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9日（水）
12月18日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

ハウスドゥ！恵庭駅前店
0120-972-605

恵庭市緑町2丁目3-4  [営業時間]9:00～18:00  [定休日]土・日・祝日

株式会社 北央商事

あなたの家・不動産買い取ります!

売却不動産
募集中!! その場で

価格提示
致します!


