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千歳市
ちとせスーパープレミアム付
商品券
＊追加販売を行います！
　昨年11月16日（月）から12月
11日（金）まで販売した「ちとせスー
パープレミアム付商品券」について、
約45000冊を追加販売します。追
加販売分の購入には「事前申込」が
必要です！
購入希望冊数／１人あたり最大５冊
（追加販売の申込が出来る冊数）。
※申込多数の場合、購入冊数の上限
を調整させていただくか、抽選販売
となる場合があります。
申込方法／往復はがきにて千歳商工
会議所へ申込（電話・窓口等での申
込は出来ません）。※往復はがきの
記載方法については、広報ちとせ１
月号号外か千歳市ホームページでご
確認ください。
受付期間／ 1月11日（月・祝）～1
月22日（金）
販売期間・販売会場／販売期間は2
月中旬から下旬を予定しており、販
売会場や購入可能冊数と合わせて、
事前申込された方へ2月中旬までに
お送りする購入引換券に記載します。
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産
業政策担当）
電話／ 24-0116

千歳市埋蔵文化財センター
①令和2年度企画展「あなたのそば
の遺跡たち 千歳市内の遺跡紹介－蘭
越・真々地地区編－」
　今年度から始まるシリーズ企画展

「あなたのそばの遺跡たち」では、
これまでの調査で分かった千歳市内
にある遺跡を、出土遺物や写真など
からたっぷりとご紹介します。今年度
は蘭越・真々地地区編です。皆さま
ぜひ当センターまで足をお運びくだ
さい。入場無料、申込不要。
開催期間／ 1月6日（水）～3月26
日（金）9時～17時
ところ／千歳市埋蔵文化財センター 
企画展示室
②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。
とき／ 1月24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。
持ち物／マスク、タオル、飲み物
申込期限／ 1月22日（金）まで
③キウス周堤墓群ボランティアガイド
養成講座受講生募集
　千歳市は来年度から「キウス周堤
墓群を守り活かす会」との市民協働
事業として有償ボランティアによる史
跡キウス周堤墓群のガイド事業をは
じめます。この事業に参加をご希望
される方や興味がある方を対象に、
ガイド養成講座を行います。
とき／2月21日（日）、3月7日（日）、
20日（土）13時～ 16時　※3月
20日のみ荒天翌日
ところ／千歳市総合福祉センター

402号室、キウス周堤墓群
対象／原則として3回とも受講でき
る方
参加費／無料
申込期限／ 2月17日（水）までに電
話かFAX（21-9301）に氏名・年齢・
性別・住所・電話番号・メールアド
レス（あれば）をご記入の上、お申し
込みください。
①～③共通
その他／マスク着用。体調がすぐれ
ない方はご遠慮ください。来館時に
検温を行います。
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）

支笏湖ビジターセンター
①自然触れあい行事「ファミリーでス
ノーシュー」
　家族連れ対象。スノーシューを履
いて冬の森林ウォークを楽しみます。
スノーシューは貸し出します（無料）。
幼児の参加は要相談。詳細は申込時
にお伝えします。
とき／ 1月17日（日）、23日（土）
10時～ 12時　※荒天時中止
ところ／支笏湖ビジターセンター
参加費／無料
定員／ 10人（申込順）
持ち物／帽子、手袋、飲料、おやつ、
着替え
②支笏湖こどもDay！「スノーシュー
で冬の森を歩こうDay！」
　スノーシューを履いて冬の森を探
検します。雪の積もった森の中で動
物たちの足跡を探します。スノーシ
ューは貸し出します（無料）。詳細は
申込時にお伝えします。
とき／ 1月24日（日）10時～ 15時　
※荒天時中止
参加費／ 500円（おやつ付）
定員／ 8人（小学4～ 6年生）
①②共通
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

千歳市社会福祉協議会
＊千歳市登録手話通訳者募集中
　聴覚障がい者と健聴者とのコミュ
ニケーション支援のため、手話通訳
者として千歳市に登録を希望される
方の審査を実施します。
とき／ 2月21日（日）13時～ 14時
30分
ところ／千歳市社会福祉協議会事務
所
対象／千歳市内在住の満20歳以上
の方 

内容／①手話実技審査（読み取り・
聞き取り）②面接試験 ③小論文テー
マ「ろうあ者とのふれあいを通して思
うこと」
持ち物／筆記用具
申込期限／ 2月15日（月）まで
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議
会　地域福祉課地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

恵庭市
恵庭市廃棄物管理課からのお
知らせ
＊引っ越しシーズンの粗大ごみはコー
ルセンターへ早めに連絡を！
　恵庭市で粗大ごみを排出する際
は、粗大ごみコールセンターへ事前
に申し込みが必要です。申込から収
集までに、通常1～ 2週間を要しま
すが、引っ越しシーズンの3月は申
込が殺到し、収集までに3週間以上
の日数がかかる場合があります。
コールセンターの電話がつながりづ
らく、出したい粗大ごみが、出せな
い状況になりかねないため、予定が
決まり次第、お早めにコールセンタ
ーへご予約ください。ご予約の際に
お伝えする収集日の3営業日前まで
は、追加や、収集のキャンセルも受
け付けております。
申込／粗大ごみコールセンター
電話／29-7440（平日9時～17時）
問合せ／恵庭市廃棄物管理課
電 話 ／ 33-3131（ 内 線 1131、
1133）

令和3年度南恵庭駐屯地モニ
ター募集
　年度内6回程度、駐屯地内外で行
う訓練等を見学していただきご意見
等をいただきます。
期間／令和3年4月1日（木）～令
和4年3月31日（木）
対象／防衛問題、自衛隊に興味があ
る方、駐屯地モニターとしての熱意
がある方。
応募資格／恵庭市、千歳市、北広島
市及び長沼町にお住まいの方。主に
土日祝日に対応可能な方。ご自身で
駐屯地まで来れる方。また、次の職
に該当しない方、国会議員及び地方
協力団体の議員の方、常勤国家公務
員及び地方公務員の方、非常勤の国
家公務員のうち行政相談員の方、過
去に南恵庭駐屯地モニターを経験し
た方。
定員／ 4人※本公募のほか部隊推薦
モニターも採用予定。
申込方法／令和3年1月12日（火）
～2月19日（金）までに下記の問合

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

1月20日（水）
1月29日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

ハウスドゥ！

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

あなたの家･不動産
買い取ります!

その場で
価格提示
致します!

北央商事

恵庭駅前店家・不動産
買取専門店

長都店スーパー
アークス 恵庭店ビッグ

ハウス 2店舗同時企画

長都店 千歳市勇舞
8丁目1-1

ラルズ カジュアル衣料&寝具

TEL.0123-23-7021

TEL.0123-33-1122

恵庭店 恵庭市本町210

2階 衣料コーナー

えにわんチケットご利用可

ちとせスーパープレミアム付商品券ご利用可

通常営業時間　あさ10時～よる8時

通常営業時間　あさ10時～よる8時

※1/17、24（日）のみ あさ9時～よる8時

当日のお買い上げ（１枚のレシートで）2,500円
（税抜）以上のお客様に限ります。

1/16土 17日 23土 24日 25月

10倍
セールポイント

ララカード
会員様

現金、ギフト券などとララプリカの併用払いは対象外
〈対象外商品〉長都店学生服コーナー他催事品、恵庭店ワッツウィズコー
ナーなど。詳しくはサービスカウンター係員までお申し付けください。

1/19火  1日限り

5%引き本体価格からレジにて

全額ララプリカで
お支払いの方

開催中開催中
肌着市肌着市のの冬冬
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4割引4割引
本体1,990円以上の品
レジにてお一人様

1点限り
今ついている
本体価格より
★ビッグハウス恵庭店衣料、ラルズ衣料 長都店でのみご利用いただけます。 
★他の割引企画との併用はできません。  ★パソコン、タブレット端末などの
Webサイトからプリントアウトしたクーポン券はご利用できません。 

1/16
25

土

月～

長都店からのご案内

各校制服、
ジャージ、上靴
取り揃え販売中！

勇舞・北斗・富丘・青葉・千歳中学校

ちとせ・まち
魅力検定2020
応用編Ⅰ 問題は7ページ

問題1  ウ 伊達市、安平町、長沼町
問題2    （1）  青森　

 （2）  7    
問題3   （1）  ウ 1,000

 （2）  カ 34.2  
問題4   （1）  ランコウシ

 （2）  丸木舟   
問題5   ウ スカイマーク
問題6    ウ 登山では、イソツツジ、

イワブクロなどの高山植
物が楽しめる。


