
2021年1月15日（金）ちゃんと 16

わせ先まで電話で申し込み※土日祝
含まず。
結果通知／審査のうえ、採用された
方のみに令和3年3月19日（金）迄
に電話にて連絡。
申込・問合せ／陸上自衛隊南恵庭駐
屯地広報班
電話／ 32-3101（内線204・261）

いきいき百歳体操サポーター
養成講座
　恵庭市では、高齢者がいつまでも
元気でいるために「いきいき百歳体
操」が多くの場所で取組まれていま
す。体操の内容や補助の仕方を学
び、一緒に取組んでいただけるサポ
ーターを養成します。ご自身の健康
づくりにも役立つ内容ですので、是
非ご参加ください。参加無料、要申
込。
とき／ 1月28日（木）、29日（金）
10時～ 12時15分※両日の参加が
必要となります。
ところ／えにあす2階会議室8（恵庭
市緑町2-1-1）
持ち物／動きやすい服装、飲み物、
マスク、ハンカチ
申込期限／ 1月26日（火）
問合せ・申込／恵庭市役所介護福祉
課
電話／ 33-3131（内線1209）

ペットのマナー教室
　マナーについての講義と愛犬のし

つけの実技指導を行います。参加無
料。
とき／ 2月21日（日）13時～ 15時
（受付けは12時開始）
ところ／北海道エコ・動物自然専門
学校（恵み野西5-10-4）
申込受付期間／ 1月28日（木）～
2月17日（水）
その他／実技を行いますので愛犬の
同伴でお願いします。愛犬の犬登録
及び狂犬病予防接種の注射済票が交
付されていることが必要です。
問合せ・申込／北海道エコ・動物自
然専門学校
電話／ 36-2311

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 1月16日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 1月17日（日）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③ジャノメミシン「ソーイングフェア 
手作り小物体験会」
とき／ 1月20日（水）～23日（土）
10時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
④スーパーアークス長都店「草太郎

本舗 和菓子販売」
とき／ 1月21日（木）～24日（日）
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑤道民共済「移動相談会」
とき／ 1月21日（木）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
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。

エコクラフトのワークショップ
　紙バンドを使ったカゴ作り。ABど
ちらかのコースを選んでお申込くだ
さい。クラフト雑貨・鞄の展示販売
も同時開催！　クラフト教室の見学も
可。
とき／ 1月24日（日）①10 ～ 12
時②13～ 15時
ところ／千歳市朝日町4丁目8 
y-works
定員／各回4人程度（定員になり次
第締切）
持ち物／ハサミ、持ち帰り用の袋　
※マスク着用
参加費／【Aコース】石畳み編みの
小さなカゴ 1200円【Bコース】ゴッ
トアイの丸カゴ 2200円
問合せ・申込／ 0123-42-4043（吉
岡、18時以降希望）

公民館サークル和風着付「藍
の会」
　初歩的な着付を一緒に楽しみませ
んか。申込不要、直接会場へ。
とき／毎月第2、4金曜日10時～
12時
ところ／恵庭市民会館和室（市役所

となり）
持ち物／和服の着付に必要な物
参加費／ 1100円（変更の場合有り）
問合せ・電話／ 33-8968（清水）

恵み野北町内会ネットワーク
夢
＊第103回シネマサロン例会
　新年早々、地震と津波に見舞われ
た豪華客船ポセイドン号。果たして
乗客の運命は…。パニック映画の最
高傑作「ポセイドンアドベンチャー」
の鑑賞。入場無料、20人限定。※マ
スクの着用をお願いします。
とき／ 1月16日（土）13時～
ところ／恵み野北会館（恵み野北
5-8-2）
問合せ・電話／ 36-3158（山田）

恵庭書道連盟書初め展
　今年度会場での展示は、この書初
め展が初めてです。1年間の成果を
ぜひご覧ください。
とき／ 1月19日（火）～21日（木）
10時～ 18時。19日（火）は13時
～ 18時、20日（水）と21日（木）は
10時～ 18時（最終日16時まで）
ところ／恵庭市民会館展示室
問合せ・電話／090-5957-3357（中
野）

訂正とお詫び
　ちゃんと 1 月 8 日号 16 ページ
に掲載したタウンニュースに間違い
がありました。えにわファミリー
ガーデン「りりあ」で開かれるハー
バリウム作りの開催時間は 1月 21
日（木）10時 30分～ 11時 30分
でした。お詫びし訂正いたします。

まちかどトピックスまちかどトピックス

　千歳地区高知県人会（田邉雄一会長）はさきごろ、千歳医師会の坂本
孝志会長（写真左端、千歳循環器クリニック院長）に高知県の特産品の
温州みかんを寄贈しました。千歳循環器クリニックで行われた寄贈式
には、田邉会長（写真中央）と島原長久副会長（写真右端）が出席。「医
療従事者の方々への感謝の気持ちを伝えたい」と坂本会長に５㎏入り
温州みかん18箱を届けました。
　同会では例年、高知県の農業高
校生による道内での農業体験学習
の支援を実施。今回は、そのつな
がりから高知農業高校の生徒が栽
培した温州みかんを購入し、医療
従事者への寄贈品としました。贈
呈式で田邉会長は「ビタミンＣが
豊富な温州みかんを食べて、少し
でも疲労回復につながれば」と挨拶。坂本会長は「本当にありがたいこ
とです。会員の先生方にお配りして、皆で味わいたいと思います」と感
謝の言葉を伝えました。
　今回、千歳地区高知県人会は千歳医師会に温州みかんのほか後日、
高知名産のゆずを冬至用として寄贈。さらに、千歳市内のこども食堂
２カ所にも温州みかんを寄贈しています。

千歳地区高知県人会が
千歳医師会に温州みかんを寄贈

怪盗ちゃんとからの挑戦状
怪盗ちゃんとからの挑戦状

解決編解決編
ちゃんと1月8日号に掲載された
「怪盗ちゃんとからの挑戦状」 
君は解けたかな？　
答え合わせをするよ！

クロスワードパズル

答え カガミモチ
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キリン一番搾り 生ビール 1 ケース（350ml × 24
本）　3 名様
谷亜希子さん、石川隆さん、原田美代子さん

千歳ラム工房やまじん お食事券 3,000 円分　4
名様
竹山亜美さん、冠者恵さん、岡田敦子さん、越野
直美さん

焼肉 焚火家 お食事券 3,000 円分　4 名様
中居麻紀子さん、森田裕美子さん、小林裕恵さん、
田中知仙さん

えにわ温泉ほのか 2 種類の天然温泉 ペア入浴無
料券　10 組 20 名様
新保友紀さん、竹内肇さん、山田武志さん、寺地
哲男さん、藤田秀雄さん、石川雅規さん、新井吉
和さん、片岡節子さん、佐藤みさきさん、畠山和
洋さん

炭火焼肉 金剛園 お食事券 5,000 円分　6 名様
北本開さん、畑中理紗さん、潘来梅さん、柳谷恵
美子さん、渡辺育子さん、新井和夫さん

パラダイスヒルズ ペア入浴券　10 組 20 名様
興梠亜紀さん、荒瀬希望さん、宮下優里さん、坪
谷正弘さん、種田有希子さん、藤澤由美さん、坂
野憲恵さん、土生寛大さん、村瀬敦子さん、佐藤
拓也さん

サッポロクラシック 1 ケース（350ml × 24 本）　
3 名様
佐藤幸代さん、秋山勉さん、早坂ひろみさん

ながぬま温泉 ペア無料入浴券　10 組 20 名様
村山直規さん、佐久間かずえさん、鈴木幹郎さん、
久保英浩さん、浅井倫美さん、井上弥生さん、田
川津代志さん、澤田千晴さん、和田光雄さん、中
塚浩三さん

恵庭温泉ラ・フォーレ 入浴回数券（11 枚綴り）
4,400 円分　5 名様
田澤雄基さん、松本安由美さん、松島房子さん、
前川めぐみさん、松本京子さん

水上農園のふっくりんこ 2kg 入り　5 名様
和根崎彩恵さん、加畑稔さん、佐藤翼さん、中村
真美さん、平山千代子さん

千歳乃湯 えん 入浴回数券（11 枚綴り）　2 名様
河田尚子さん、岩崎豊さん

北海道千歳ハム「ハム・ウインナー詰合せセット」
引換券　5 名様
花見柊さん、安富春慈さん、井上松敏さん、元野
美沙紀さん、黄田絵美さん

旬のお料理・釜めし いちえ／イチエフラワー &
スイーツ 共通ご利用券 5,000 円分　2 名様
長尾吉典さん、飯田さとみさん

千歳アウトレットモール・レラ お買い物＆ご飲
食券 5,000 円分　1 名様
井上博幸さん

居酒屋　龍のす　お食事券 3,000 円分　3 名様
川端由衣子さん、工藤昭さん、三国真也さん

北海道まるごと市場　ご利用券 2.000 円分（500
円× 4 枚）　3 名様
吉澤晶子さん、山口政弘さん、宋旻錫さん

千歳ワイナリー　北ワインケルナー 2019　5 名様
横藤智恵子さん、井上拓之さん、竹内敏子さん、
浅見砂百合さん、三島千恵子さん

ビ ッ グ ハ ウ ス 千 歳 店　 伊 藤 園　 お ～ い お 茶
（500ml ペットボトル 24 本入）3 名様
岡﨑美佳さん、竹崎ヨシイさん、中落裕美さん

約 1800 件を超えるご応募がありました。お送りいただいた読者の皆様、ありがとうございました !約 1800 件を超えるご応募がありました。お送りいただいた読者の皆様、ありがとうございました !

ご当選おめでとうございます！ 賞品は順次発送しております。お手元に届くまで少々お待ちください。

1月1日発行第747号 プレゼントクイズ当選者発表!1月1日発行第747号 プレゼントクイズ当選者発表!!! クイズの
答え ね
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※または「ねんがじよう」※または「ねんがじよう」


