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千歳市
遺跡公園雪上パークゴルフ場
開設
　今年度は新型コロナウイルス感染
拡大防止の観点から、休憩所（ビニー
ルハウス）は設置しません。今後、新
型コロナウイルスの感染が更に拡大
した場合には、雪上パークゴルフ場
を開設しないことも想定されますの
で、ご了承ください。2月に予定して
おりました「第12回理事長杯雪上パ
ークゴルフ大会」は中止いたします。 
開設期間／令和3年1月9日（土）
～2月28日（日）9時～15時　
※天候により変更する場合がありま
す。
ところ／遺跡公園 大芝生広場・スポ
ーツ広場一部（千歳市清流2丁目1）
利用料金／ 300円（1日）※回数券 
3000円（11枚綴で販売）
管理棟／ 22-1613
問合せ／千歳市環境整備事業協同組合
電話／24-1366（平日9時～17時）

新春千歳写友会写真展
開催期間／令和3年1月17日（水）
～ 31日（日）10時～ 18時（最終日
は16時まで）
ところ／千歳市タウンプラザ1階展

示ホール（千歳市幸町4丁目30）
入場／無料
※まちライブラリー＠千歳タウンプ
ラザの臨時休業にともない開催が延
期または中止する場合があります。
問合せ／千歳写友会
電話／ 070-2423-1200（佐々木）

男性の子育て講座①
＊みんなの知らないアナログおもちゃ
の世界
講師／菊池 三奈 氏（おもちゃコンサ
ルタントマスター）
内容／講義「みんなの知らないアナ
ログおもちゃの世界」、アナログおも
ちゃ体験会（未就学児はおもちゃ、就
学児はアナログゲーム）※おもちゃ
やゲームは家庭ごとに消毒されたも
のを使用。
とき／ 1月24日（日）13時～ 14時
30分
ところ／北ガス文化ホール（市民文
化センター）4階大会議室
参加費／ 400円（1家庭）
定員／親子20組（母親の同席も可）
※申込多数の場合は抽選
申込期間／1月6日（水）～8日（金）
までの3日間
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（8時45分～ 17
時15分）

千歳市成人式「はたちのつど
い」は、開催を延期します
　令和3年1月10日（日）に開催を
予定していた、千歳市成人式「はた
ちのつどい」は、市内及び道内にお
いて新型コロナウイルス感染症の感
染が拡大している状況を踏まえ、1
月の実施を見送り、5月に延期するこ
とといたしました。
とき／令和3年5月2日（日）
ところ／北ガス文化ホール（千歳市
民文化センター）３階大ホール
対象／平成12年4月2日から平成
13年4月1日までに生まれた方
【第１部】千歳・富丘・北斗中学校区
にお住まいの方　受付12時20分
～式典13時～ 14時
【第２部】青葉・東千歳・駒里・向陽台・
勇舞中学校区にお住まいの方　受付
14時50分～式典15時30分～ 16
時30分
※千歳市に住民登録のない方もご参
加いただけます。
※令和3年2月26日時点で千歳市
に住民登録のある方へ、令和3年3
月に案内状を送付する予定です。市
外に居住を移し、案内状が届かない
方も参加できます。
問合せ／千歳市教育委員会 生涯学
習課 社会教育係
電話／ 24-0848

恵庭市
恵庭市からのお知らせ
＊令和3（2021）年恵庭市新成人の
つどい（成人式）延期のお知らせ
　令和3（2021）1月10日（日）に、
新型コロナウイルス感染症拡大防止
への対策を講じて開催の準備を進め
てまいりました「令和3（2021）年恵
庭市新成人のつどい」は、札幌圏や
石狩管内における感染拡大の改善が
見られず「新成人のつどい」の開催
が更なる感染拡大の要因になってし
まう可能性を否定できないことから、
熟慮の結果、開催を延期することと

いたしました。参加を心待ちにされ
ていた新成人の皆様やご家族には大
変ご迷惑おかけいたしますが、何卒
ご理解を賜りますようお願い申し上
げます。※開催を延期することに伴
い、発生する各種のキャンセル料等
への補償はできません。
【延期日程】
とき／2021（令和3）年5月2日（日）
ところ／恵庭市民会館大ホール及び
中ホール
対象／平成12年4月2日～平成13
年4月1日に生まれた方
開催方法（予定）／【第1部】11時
～ 12時は恵明中学校区にお住まい
の方、【第2部】11時30分～ 12時
30分は恵北中学校区にお住まいの
方、【第3部 】13時30分～ 14時
30分は恵庭中・柏陽中学校区にお
住まいの方、【第4部】14時～15時
は恵み野中学校区にお住まいの方。
その他／開催にあたっては、2021
（令和3）年2月から3月の感染状
況を再度確認の上で判断しますが、
中止となる場合もあることをご了承
願います。
問合せ／恵庭市教育委員会社会教育
課
電話／ 33-3131（内線1712）

家族介護者交流会
　高齢者を介護している方、介護し
ていた方の交流の場です。マスクス
プレーやバスソルト等の手作り体験
を通して交流します。参加無料。
とき／ 1月19日（火）10時～ 12時
ところ／ミモザの園（黄金南4-11-16）
集合場所・時間／市民会館または、
ミモザの園・10時集合
定員／ 10人
持ち物／マスク着用、飲み物
申込期限／令和3年1月8日（金）
問合せ・申込／たよれーるひがし
電話／ 35-1071

パッチワーク＆布小物アザレア会
＊タペストリー展
　新型コロナウイルス感染症に伴
い、市民の文化芸術活動の機会、及
び市民が文化芸術に触れる機会も減

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

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

1 月 1 日号

1 月 8日号

年末年始のタウンニュース掲載スケジュールについて
タウンニュースの掲載は、ちゃんとweb版のみ（12月30日更新）とな
ります。受付は終了しています。

2021年紙面で最初のタウンニュース掲載号です。締切は12月28日（月）
となります。1月15日号より通常通り発行日9日前の締切となります。

12月28日（月）
1月8日（金）発行の
ちゃんと紙面 に掲載されます

「ちとせスーパープレミアム付商品券」参加店特集

TEL.0123-31-0798
■住千歳市北陽1丁目－1 ■休不定休
■営11：00-15：00／17：00-22：00

PIZZERIA DA HARU

ご予約受付中!クリスマスの
テイクアウト

MENU

クワトロ 1,600円
プロシュート 1,500円
テリヤキ 1,450円
ロマーナ 1,300円
メランツァーナ 1,100円
マルゲリータ 1,000円

薪窯で焼く
本格ピッツァ

※税込価格

他 …

ピッツェリア ダ ハル➡

➡
➡

➡ ➡

TEL.0123-29-7487
■住千歳市桂木1丁目1-9 ■休なし　（月曜は15：00まで）
■営ラーメン 11：00-20：00／カフェ 11：00-22：00（BAR 17：00-）

ラ
ー
メ
ン

Ramen & Cafebar Space No3
ラーメン アンド カフェバー　スペースサン ●鶏ガララーメン

　（味噌・塩・醤油）
●豚骨ラーメン
　（味噌・塩・醤油）
●背脂ラーメン
　（味噌・醤油）

カ
フ
ェ

●バーガー
●パスタ
●デザート
●ドリンク（コーヒー各種）背脂ラーメン（味噌）  900円

オススメ ※写真は鶏ガララーメンです ※税込価格

TEL.090-7055-8547

POLA Platine
ポーラ  　プラティーヌ

ご予約はこちら▶個別接客で安心です

遺伝子レベルのサイエンスから生まれた、
新しいリフトアップをご提案‼

●『肌人生が変わる!』
　新BA体験

●フェイシャルエステ

1,000円

4,730円

（マッサージ付）

（3回分）

新規の方限定

※価格は全て税込です

■住千歳市富丘2丁目20-4 ■休日曜・祝日定休日
■営10：00-20：00(最終予約受付/19：00)

TEL.0123-23-4630 ■住千歳市花園5丁目3-2 ■休年中無休
■営平日 7：30-19：00／日・祝 8：00-18：00 ※変動あり （電話受付時間 9：00-18：00）

株式会社 三友石油

灯油配達依頼
フォームはこちらから▶HPからも

メールは24時間受付!
（株）三友石油

配達時間 9:00～18:00※日・祝はお休みです

灯油の事なら三友石油に任せて安心。
定期配送なら便利でお得!

千歳・恵庭全域!!配達エリア

TEL.0123-26-2057

◇住宅防音工事

◇増改築・営繕・
　外壁・塗装

防衛施設周辺
新千歳空港周辺

各種リフォーム工事
上記のほか、除排雪や舗装工事も
請け負っています。

■住千歳市北斗2丁目11-20 ■休詳しくはお問い合わせください。
■営詳しくはお問い合わせください。

㈱大下建設 千歳事務所 リフォームのリフォームのオオシモオオシモ
お気軽にご相談ください！

➡

➡
➡

➡ ➡

TEL 0123-31-6247
その他メニューもございます。
詳しくはお問い合わせください。痛みを感じづらい美肌脱毛

■住千歳市春日町3-2-7 フリージア305号
■休不定休（お問い合わせください）■営10：00-18：00

美肌脱毛サロン Dione 千歳店
ディオーネ

脱毛料金表
●両ワキ

●ひじ下／背中（上部）

●ひざ下／お顔脱毛

【12回コース】
【ショートコース全6回】

【12回コース】
【ショートコース全6回】

【12回コース】
【ショートコース全6回】

¥24,000
¥15,000

各 ¥60,000
各 ¥36,000

各 ¥72,000
各 ¥42,000

※税抜表記

■Ｐ2台有（4番・5番）

モダンな空間と自慢の創作料理

ダイニング 酒瑠波
年末年始営業のお知らせ
12月31日
1 月 1 日
1月 2 日
1月 3 日
1月 4 日
1月 5 日
1月 6 日
1月 7 日

休み
休み

16:00～22:00
16:00～22:00
16:00～22:00

休み
休み

通常営業開始

TEL.0123-31-1708
■住千歳市幸町4丁目19-2 ■休月曜・第3日曜定休日
■営17：00-24：00

しゅるは お持ち帰り承ります
お気軽にご注文ください

木
金
土
日
月
火
水
木

➡

➡
➡

➡ ➡


