ちゃんと

ャレンジ協働助成金事業。
問合せ・申込・電話／ 080-40448313（おはな代表石上）

ブルーサンタと雪だるまとゴミ拾
い。鉄北通りを中心に行う予定です。
仮装はしなくても OK！ ブルーサン
タの衣装は数枚貸出可能です。今回
は、道路沿いですので小さなお子様
はご遠慮ください。参加無料、申込
不用。
とき／ 12 月 19 日（土）10 時〜 11
時 30 分
ところ／長都駅アークス側集合
持ち物／軍手またはトング、暖かい
格好
問合せ／エコひろば千歳恵庭
電話／ 080-6401-0612（なかね）

キッズ体力向上プロジェクト
ver. 千歳

＊コロナで落ちた体力や元気を取り
戻そう！
思い切り走ったり、転がったり、ボ
ール運動で楽しく体を動かそう。運
動は心も体もスッキリするよ！ 子ど
もの成長に運動は必須！ 広い会場
でしっかり換気をしながら行います。
とき／ 1 月 8 日（金）① 10 時〜 10 時

ヘナアート展

ヘナアートという植物で体を彩る
ボディーアートの写真展とヘナアー
トをキャンドルや紙に描く絵としての
ヘナアートの展示をします。ヘナア
ート体 験（11 日、12 日、18 日、21
日、22 日、23 日）もあります。入場
無料、申込不用。
開催期間／令和 3 年 1 月 11 日（月）
〜 23 日（土）11 時〜 17 時（日曜休）
ところ／千歳ギャラリー SAGAN 左岸
（千歳市清水町 4 丁目むつみ屋内）
※ヘナアート体験は、新型コロナウ
イルスの感染状況により中止する場
合があります。
問合せ・電話／ 090-4504-4112
（お
ち さおり）

えにわ市民プラザ・アイルか
らのお知らせ

①隠れ女性アーティスト6 人展
様々なジャンルの作品展です。お
楽しみに。
とき／ 12 月 17 日（木）〜 23 日（水）
10 時〜 16 時（最終日 15 時まで）
②チョークアートのワークショップ
手書きの看板アートでカフェやレス
トランのメニューボードやペットの似
顔絵などを指で描きます。
とき／ 12 月 19 日（土）10 時 30 分
〜 12 時
参加費／ 1500 円（材料費）
①②共通
ところ・問合せ／えにわ市民プラザ・

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!

0120-972-605

ハウスドゥ！恵庭駅前店

株式会社 北央商事

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

私、
彼氏
いないじゃん

ブルーサンタとゆきだるまと
ゴミ拾い

!!

あれ …

前 回に続き 2 回目 の 歴 史セミナ
ー（全５回）開催致します。歴史は詳
しくないが、日本の歴史に関心があ
る。歴史小説や史跡巡り、骨董品が
好きという方、歴史セミナーに参加し
てみませんか。今回は戦国時代や幕
末・明治など歴史上の人物について
も楽しく学びます。専門家による難し
い学習会ではないので、安心してお
越しください。
とき／ 12 月 27 日（日）13 時〜 16 時
ところ／恵み野会館 1 階会議室 2（恵
み野北 2-12-2）
参加費／ 500 円（資料代等）
持ち物／筆記用具

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。

by キャッサバ

や
あんなこと

第 2 回歴史学習セミナー

スポーツ＆カルチャー

クリぼっち

まてよ ？
…

＊12 月 22 日（火）より配布開始
新型コロナウイルスにより、みん
なで集まり楽しい行事が出来ないの
で、クリスマスや正月に楽しく遊べる
A4・8 ページの小冊子を配布します。
すごろくや、ぬり絵、間違いさがし、
迷路、クイズなどです。
対象／恵庭市内在住の主に幼児から
小学 4 年生まで
受取方法／子育てひろば、保育園、
小学校、学童クラブ等は個別配布し
ますが、含まれないお子さんは、市
の図書館・会館窓口などでお受け取
りください。
問合せ／恵庭市子ども会育成連合会
電話／ 090-7058-6996（村本）

①旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 12 月 19 日（土）
・20 日（日）
10 時〜 17 時
ところ／東側出入口前
② au・UQ モバイル合同イベント「ケ
ータイナンバーズ」
とき／ 12 月 19 日（土）
・20 日（日）
10 時〜 19 時
ところ／ 1 階センター広場
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 12 月 20 日（日）9 時 30 分〜
17 時 30 分
ところ／東側出入口前
①〜③共通
問合せ／ちとせモール
電話／ 22-7355

恵庭南高校漫画研究同好会 第 51 回

こんなこ
と

「わくわくぶっく」の配布につ
いて

ちとせモール

ちゃんと☆
マンガ部
きたー

＊耳ヨガ＆バスボム作り
お子様が好きなアロマを使って自
分好みのバスボムを作り、お気軽に
耳ヨガを楽しみ、気分をリフレッシュ
しませんか。
とき／ 12 月 21 日（月）10 時 30 分
〜 11 時 30 分
ところ／えにわファミリーガーデン
「り
りあ」
（はなふるセンターハウス内）
参加費／ 300 円※りりあ入場料は別
途となります。
問合せ／えにわファミリーガーデン
「りりあ」
電話／ 29-6090

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

50 分 ② 11 時 20 分〜 12 時 20 分
ところ／千歳武道館（千歳市あずさ
1 丁目 3-1）
対象／①幼児年少〜年長 ②小学生
1 〜 3 年生
参加費／ 500 円
定員／各 20 人
申込方法／メールで受付。下記アド
レスに、①お子様と保護者の氏名（フ
リガナ）②学校（園）名・学年③住所
④連絡先（電話番号）を明記。すぐに
自動返信メールが届き、その後受付
可否メールが送付されます。受信拒
否などの設定確認をお願いします。
※コロナ感染予防対策につき、入室
の際はマスク着用・検温。小学生以
上は、運動に合わせてマスク脱着、
幼児は着用義務なし。引率者（見学）
は、１人のみ。
※社会状況により開催中止の場合が
あります。
メ ー ル アドレ ス ／ genki̲eniwa@
yahoo.co.jp
問合せ／子ども体力向上プロジェク
ト 事務局
電話／ 090-2815-8899（リモート
で対応可。なるべくメールでお問合
わせください）
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クリスマス

えにわファミリーガーデン「り
りあ」からのお知らせ

問合せ／歴史を楽しもう会
電話／ 080-4728-0020（岡田、シ
ョートメール可）

2020 年 12 月 18 日（金）

!?
次回の掲載は12月4日発行のちゃんと743号です。
お楽しみに!！

アイル（恵庭市本町 110）
電話／ 39-3355

特別企画！ヨガ納め 2020

＊今年の締めくくりに自己の心とカラ
ダを清めます。
今年も沢山頑張ってきた自分に向
き合い、感謝の気持ちを込めてヨガ
で爽快に汗を流しませんか。初心者
の方も、中級レベルの方もみんなで
太陽礼拝（ヨガの基本の一連の流れ）
で煩悩を取り除いていきましょう！ 要
事前申込、先着 8 人。
とき／ 12 月 28 日（月）10 時 30 分
〜 11 時 50 分（80 分）
ところ／えにあす（恵庭市緑町 2-1-1）
参加費／ 777 円
持ち物／ヨガマット、タオル、水分、
動きやすい服装、ブランケット
問合せ・申込・電話／ 090-69920199（yoga KULA 田口麻里）

訂正とお詫び
ちゃんと 12 月 4 日号 14 ページ
に掲載した「読者プレゼント」応募
方法の項目に「キリン一番搾り 糖
質ゼロと明記」とあるのは間違いで、
正しくは「一番搾り プレミアムセッ
トと明記」でした。訂正してお詫び
いたします。
抽選は、記載の有無に関わらず応
募者全員で行いました。当選者は【千
歳】吉田香織さん、水品光さん【恵庭】
下元繁智さん、佐々木努さん、以上
4 名です。おめでとうございます。

