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千歳市
千歳市社会福祉協議会
＊編み物ボランティア募集！
　家庭で不要となった毛糸や布、フ
ェルトを回収し各施設が必要として
いる手作り品を作成するボランティ
アを募集します。また、不要となった
毛糸や布、フェルトの回収を行ってい
ます（新品・未使用のもに限ります）。
とき／毎週月曜日 10時～ 12時
ところ／千歳市社会福祉協議会2階 
ボランティアフロア
問合せ／千歳市ボランティアセンター
（千歳市社会福祉協議会内）
電話／ 27-2525

令和2年度 町内会活性化事業
＊ちとせコミュニティ活性化セミナー
　平成30年度から始まった町内会
活性化事業の総括するセミナーとな
ります。3カ年での千歳市内のモデ
ル町内会の取り組み、ちとせの輪な
どのこれからの地域コミュニティを考
える取り組みの成果などを話題提供
し、これからの千歳市らしい地域コミ
ュニティのあり方を考えます。参加
無料、オンラインZoomでの参加も
OKです。
テーマ／「千歳らしいこれからの地
域コミュニティのあり方」
講師／酒本 宏 氏（KITABA取締役会
長・GLOCAL DESIGN代表取締役）
とき／ 2月6日（土）10時～ 12時
00分
ところ／中心街コミュニティセンター
大会議室（千歳市幸町4丁目30 千
歳タウンプラザ3F）
定員／ 30人（定員に満たない場合
は、当日参加も可）
申込期限／ 2月3日（水）まで
※マスクの着用、消毒の徹底をお願
いします。座席は距離を取り、こまめ
に換気を行うことで新型コロナウイ
ルス感染拡大防止に努めます。
※詳細は、千歳市町内会連合会ホー
ムページをご覧ください。
問合せ・申込／ KITABA
電話／011-522-5070（松田、荒谷）

公立千歳科学技術大学
＊ぷちミュージアム cycle of art
　公立千歳科学技術大学ライトアー
ト工房は、プロジェクションマッピン
グ等の光を使ったデジタルアート作
品を制作する部活です。イロイロリ
ビングにてアート作品の展示会を開
催します。参加無料、申込不要。
とき／ 2月6日（土）、7日（日）13
時30分～ 17時30分
ところ／イロイロリビング（千歳市幸

町1丁目15）
テーマ／「Cycle of art」今回の展
示会は従来のライトアート工房の展
示の特徴であるコンピューターやラ
イトを使った光アート作品に加え、新
しい試みとして絵画作品やポスター
の展示も行います。様々なジャンル
のアート作品が展示される様を、移
り行く自然の風景イメージと重ねま
した。また、過去から現在の作品を
展示することで時間のサイクルも表
現しています。
内容／ 1F会場名「Zone1:colors 
on living」みんなが集まるリビング
を彩るようにポスターや絵画を展示。
2F会場名「Zone2:Rebloom」様々
なテーマの光アート作品の展示（花
が再び咲き、季節が回る様子になぞ
らえ、新旧織り混ぜた作品）。
【感染症対策について】
・マスク着用必須（忘れた人用のマス
ク1枚10円で用意）
・消毒用アルコール設置
・検温、氏名、連絡先記入
・定期的な換気の実施
※同日1Fで他の事業者によるカフェ
営業も同時に開催される可能性もあ
ります。その場合は、1Fスペースの
定員は8名に限定する予定です。
問合せ／公立千歳科学技術大学地域
連携センター
電話／27-6192（平日9時～17時）

千歳市教育委員会
＊令和2年度の生涯学習フォーラム
「ちとせ、ひと・まち・学びトピア
2021オンライン」
　「withコロナ時代の市民活動」を
テーマに、WEB配信形式で基調講
演や実践発表、グループワークを行
う「ちとせ、ひと・まち・学びトピア
2021オンライン」を開催します。詳
細及び参加申込は、千歳市ホームペ
ージから「生涯学習フォーラム」と検
索してください。
内容／①基調講演「市民活動にオン
ラインを上手く活用する方法～船木
流 新たなチャレンジ～」藤女子大学
人間生活学部准教授　船木幸弘氏②
団体による実践発表・トークセッショ
ン「コロナ禍でも絶やさない活動の
灯」③参加者によるオンライングル
ープワーク
とき／ 2月7日（日）14時～ 16時
ところ／ Zoomでの開催です（お申
込みをいただいた方に参加用のURL
をお送りします）
対象／どなたでもご参加いただけます
参加費／無料
申込方法／千歳市ホームページから　
※2月4日（木）締切

問合せ・申込／千歳市教育委員会教
育部生涯学習課
電話／ 24-3153

アリスセンター
＊子育て講座「小さなお子さんとお母
さんの片付けはじめ」
　子育てで時間が無くても片付く収
納方法を教えて頂きます。すっきり
お片付けをして、新年度を迎えませ
んか？　参加無料、申込必要。
講師／三浦 真実さん（インテリアコ
ーディネーター）
とき／ 2月12日（金）10時～ 11時
対象／乳幼児と保護者
定員／ 5組（抽選）
申込日／ 2月1日（月）、2日（火）
12時～ 15時
問合せ・申込／アリスセンター（千
歳市勇舞1丁目1-1）
電話／ 24-8341

恵庭市
えにアートギャラリー
＊はまなす会 書道サークル展
　フレスポ恵み野にて、はまなす会
書道サークルの皆様の作品を展示し
ます。興味のある方、フレスポ恵み
野へお立ち寄りの際は、ぜひご覧に
なってください。入場無料。
とき／ 2月1日（月）～ 14日（日）
10時～ 20時
ところ／フレスポ恵み野（恵み野里
美2-15）
問合せ／恵庭市教育委員会社会教育
課
電話／ 33-3131（内線1714）

「ひな人形展」
　3月3日のひなまつりを前に、これ
までに寄贈を受けたひな人形6組（年
代は大正、昭和初期、昭和20年代、
昭和34年童女人形、昭和50年手作

り人形、平成2年）を公開します。
とき／2月6日（土）～3月14日（日）
9時30分～ 17時、※休館日2月8
日（月）、12日（金）、15日（月）、22
日（月）、24日（水）、26日（金）、3
月1日（月）、8日（月）
ところ・問合せ／恵庭市郷土資料館
（南島松157-2）
電話／ 37-1288

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 1月29日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②杏ころCafe「タピオカ・クレープ
販売」
とき／1月30日（土）10時～18時、
31日（日）9時～18時
ところ／東側出入口前
①②共通
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。

やさしいくらしかたvol.3
＊「やさしさのエシカルリビング」
　自分に、人に、地球にやさしいくら
しにぴったりな、お店が集まるマルシ
ェを開催します。感染対策として入り
口での検温、記名にご協力ください。
ご来場者多数の場合は一部入場制限
をさせていただくことがあります。出
店者等、詳細はfacebookページ「や
さしいくらしかた」からご覧ください。
とき／ 2月6日（土）、27日（土）、3
月27日（土）11時～ 14時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1丁目15）、千歳市商店街振興組

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

2月3日（水）
2月12日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

	 千歳市市民健康課	市民健康係　☎24-0364

千歳市からのお知らせ

問合せ

短時間でお安く安心して受診できます。

　定員がございますので、お早目に健診申込専用ダイヤル（☎24-0617）まで
お申込みください。
　集団健診の他に指定医療機関での受診も可能です。また、集団健診では他に
受診できる健診（検診）も多数ございますので、詳細は健診申込専用ダイヤルま
でお問合せください。

　大腸がん検診は、便を提出していただく検査です。簡単
で精度も高く非常に優れた検診です。
　大腸がん検診を受診希望する方が増えています。このチャンスに是非ご活用
ください。検診当日ご都合がつかない場合は、ご本人に代わって家族の方の提
出も可能です。

健診申込専用ダイヤル：☎0123-24-0617

検査内容 対象 料金

便潜血検査 40歳以上
（S56.3.31以前生まれ）

千歳市国保以外の方　1000円
千歳市国保加入者　　300円

●大腸がん検診の対象者と料金

実施日
２月20日（土） ２月21日（日）

２月22日（月）女性限定 ２月23日（火・祝）女性限定
２月24日（水）女性限定 ２月26日（金）女性限定

３月１日（月） ３月２日（火）
３月６日（土） ３月７日（日）

【実施場所】千歳市総合保健センター　【時間】7時～ 10時30分
●集団健診の日程について

大腸がん検診のご案内大腸がん検診のご案内

※集団健診は、新型コロナウイルス感染症対策を行い実施しております。


