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千歳市
冬の真っ暗支笏湖×キャンドルナイト
＊各行事への参加モニターを募集します！（参
加無料、アンケート回答必須）
　2020年の8月～ 9月に開催した「真っ暗
支笏湖」の冬版「冬の真っ暗支笏湖×キャン
ドルナイト」を2月に開催します。同時開催
のキャンドルナイトは予約不要です。
①真っ暗氷濤まつり（予約不要。開始時にま
つり会場でナレーションあり）
とき／ 2月11日（木・祝）18時、19時開
催の各5分程度
②夜のDay Camp（デイキャンプ）
とき／ 2月13日（土）17時～ 19時
定員／ 15人程度（要予約）
対象／どなたでも（未成年者は保護者同伴）
③七条大滝ライトアップ
とき／ 2月14日（日）17時～ 19時
定員／ 10人程度（要予約）
対象／中学生以上（未成年者は保護者同伴）
④スノーシュー体験～氷濤まつりを上から見
てみよう～
とき／ 2月20日（土）17時～ 18時30分
定員／ 10人程度（要予約）※スノーシュー
貸出あり
対象／小学生以上（未成年者は保護者同伴）
①～④共通
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

日本の歴史から読み解く価値ある人
生とは？
　歴史を見れば自分の悩みや問題も解決す
る糸口が見つかります。「愚者は経験に学
び、賢者は歴史に学ぶ」だから、まずは知る
ことからはじめましょう！　世界の歴史と日
本の歴史を見つめながら目の前の日常にも
生かせるように繋げて考えていきます。過
去が分かれば現代・未来も見えていきます。
マスク着用でお願いします。要予約。
とき／ 2月13日（土）、20日（土）13時30
分～ 15時

ところ／花園コミュニティセンター集会室2
参加費／ 300円
申込方法／電話またはショートメールにて
ご連絡下さい。
問合せ・申込／三世代を繋ぐ会
電話／ 090-9664-7965（松木）
電話／ 090-2758-0739（新村）

園芸療法講座　ぴいぇ
＊アロマオイル（精油）・嗅覚から植物を知り
身近に植物を感じよう
　心にも体にも優しいハーブを使った手作
りの石けんやアロマオイル（精油）でウイル
ス感染予防をしましょう。申込必要。
とき／ 2月15日（月）10時～ 12時30分
ところ／医療法人資生会千歳病院　園芸療
法作業室（千歳市桂木1丁目5-6）
講師／富永まゆみさん（園芸療法士）
内容／①園芸療法のお話し ②石けん・マス
クスプレー作り ③手湯
定員／ 3人
参加費／ 3000円（お茶・お菓子付）
持ち物／エプロン、三角巾
申込期限／ 2月14日（日）まで
※新型コロナウイルス感染症の流行状況に
よっては延期または中止の場合があります。
問合せ・申込／園芸療法講座ぴいぇ事務局
電話／ 050-5360-3137

千歳市民文化センター自主文化事業
＊第5回千歳市文化団体交流展
と き ／ 2月18日（ 木 ） ～ 23日（ 火・
祝）10時～ 17時（最終日は15時まで）
※2月22日（月）は休館。
ところ／千歳市民ギャラリー 1、2階（千歳
市千代田町5丁目7-1）
出品団体／パンアートサークル、染織技術
研究会、千歳アマチュア無線協会、四季彩
ステンドグラス、スイスメグロー派グラスリ
ッツェン、千歳美術協会
入場／無料
その他／ご来場の際はマスクの着用をお願
いします。
問合せ／千歳美術協会
電話／ 090-7512-2248（竹津）

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行き渋り、お子さんのことでお
悩みの親御さんひとりで悩んでいませんか？　
オンラインでの開催を始めます。同じ悩みを
乗り越えたお母さんのお話しもきけます。聴
くだけでも是非ご参加ください。まずは、お
電話ください。参加無料、申込必要。
とき／ 2月21日（日）13時～ 15時
ところ／ぽっけのライングループでトーク
申込方法／電話連絡後、ぽっけライングル
ープに登録。
問合せ・申込／不登校訪問支援カウンセラー
電話／ 090-5822-8798（今野）

ちとせっ子雪あそび
　毎年チーム対抗の雪中運動会を行ってい
ますが、今年は各自で障害物競走や雪中宝
探しゲームなど4つの競技を回って楽しみ
ます。参加無料、申込必要。
とき／ 3月7日（日）10時～ 12時（最終受
付は11時）※2月7日（日）開催予定でし
たが延期しました。
ところ／道の駅サーモンパーク千歳　イベ
ント広場
申込方法／千歳青少年教育財団ホームペー
ジに掲載される「ちとせっ子雪あそび申込フ
ォーム」からお申し込みください。
申込期限／ 2月16日（火）～3月5日（金）
まで
持ち物／防寒着、手袋、帽子、マスク、タオ
ルなど
※新型コロナウイルスの感染流行状況や天
候などにより開催を中止する可能性があり
ますので、ホームページでご確認、お問い
合わせください。
問合せ／千歳市子ども会育成連合会事務局
（千歳水族館内）
電話／ 42-3030

恵庭市
恵庭市立図書館からのお知らせ
＊臨時休館のお知らせ
　図書館のシステム更新と恵庭分館の施設
改修工事のため、下記の期間休館いたします。
①本館・島松分館／ 2月8日（月）～12日
（金）
②恵庭分館／ 2月1日（月）～3月1日（月）
※休館中の返却本はブックポストをご利用
下さい。
その他／システム更新作業に伴い、2月7日
（日）15時～ 2月12日（金）はインターネ
ットでの蔵書検索、予約、利用状況確認、延
長等ができません。ご不便をおかけいたし
ますが、ご理解・ご協力をお願い致します。
問合せ／恵庭市立図書館本館（恵み野西
5-10-2）
電話／ 37-2181

恵庭市シルバー人材センターからの
お知らせ
＊市民農園新規利用希望者受付について
　ルルマップ自然公園ふれらんど内にある
市民農園利用者を募集します。
利用料／市内在住者50㎡ 6000円、100
㎡ 10000円。恵 庭 市 外 在 住 者50 ㎡
10000円、100㎡ 18000円
ところ／恵庭市西島松275
農園内設備／散水栓、水道・トイレ、駐車場、
無料農機具貸出（一部）など
申込開始日／2月8日（月）～3月31日（水）
申込可能区画数／利用制限なし
問合せ／恵庭市シルバー人材センター（恵
庭市桜町3-8-18）
電話／ 34-0311（9時～ 17時。土・日・
祝日休み）
その他／全区画完売となった場合は、その
時点で応募を締め切らさせて頂きます。ま
た、利用場所に制限がありますので必ずご
来社頂くようお願い申し上げます。なお、先
着順の受付となります事をご了承ください。

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）までに下記の問合せ先まで電
話で申込み※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）

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／ 2月6日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 2月7日（日）9時～18時
ところ／東側出入口前
③杏ころCafe「タピオカ・クレープ販売」
とき／ 2月11日（木・祝）10時～ 18時
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

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。

2月体調改善コア体操教室
　背骨周りを整えたり、リンパを流す体操を
して、体の歪みを整える体操を簡単にお伝
えします。ご自身で体の調子を良くするセ
ルフコンデショニングを覚えましょう！　コロ
ナ対策もしておりますのでご安心ください。
部活動で身体が故障している方にもオスス
メです。
①毎週火曜日、木曜日（計8回）10時～ 11
時　※女性のみ
②日曜夜クラス　2月14日、28日　19時
～　※男女問わず参加できます
参加費／①800円 ②1200円
①②共通
ところ／千歳市東雲会館4号室（千歳市東
雲町1-10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタオル
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124（カ
ミコヅル）

キッズバトントワーリング体験会
　地元千歳市出身の世界チャンピオンが教
えるバトントワーリング！　コロナ禍でお家に

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10日（水）
2月19日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

恵庭市緑町2丁目3番10号 戸田ビル1階恵庭店 TEL.0123-39-5005

千歳店 ■営業時間　月～金曜日 9:00～18:00/土曜日 9:00～15:00
TEL.0123-24-2535

〒066-0062 千歳市千代田町5丁目5番地1 戸田ビル1階
www.sumainotoda.com 検索住まいの戸田

■JR千歳駅まで徒歩1分　       
■オートロック・宅配BOX
■追い焚き給湯・Wi-Fi無料
■全戸トランクルーム付・駐輪場
■防犯カメラ・エアコン（冷房）付

千歳市末広1LDK令和2年
10月完成! スカイクレスト       　全4タイプ

5.9万円～

新築物件！入居者募集中!! 仲介料無料!!

広告有効期限/2021年2月28日
※図面は手書きのため、現況を優先します。Ｂタイプ

（2号室）

●所在地/千歳市末広５丁目2-4 ●交通/JR｢千歳｣駅 徒歩1分 ●構造/鉄筋コンクリート造4階建 
●専有面積/32.61㎡（9.86坪）～ ●築年月/令和2年10月 ●敷金/賃料の1ヵ月分 ●共益費
/3,000円 ●駐車場（車庫･電動シャッター）/12,100円（税込） ●設備/LPG・ガス給湯器・灯油スト
ーブ・エアコン・シャワートイレ ●火災保険料/1年間10,000円  ●保証会社加入 ●取引態様/仲介 
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《日曜・祝日営業時間/9:00～16:00》★2/7（日）～3/28（日）までは日曜・祝日も休まず営業致します。

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

アプリ会員様限定!

大人 2,300円
小学生 1,600円税込 幼児 無料 (6歳以下は全て無料)

税込

税込1,800円~1,800円~しゃぶしゃぶ
食べ放題
アプリ登録は当店で簡単登録！
ポイントも貯まって更に割引！

℡.25-3997

11:00 23:00
（火曜のみ17:00 ）
恵庭市栄恵町65

営業時間

ラーメン
　始めまし

た！
通  常

900円（税込）900円（税込）
胡麻豆乳胡麻豆乳

※本券1枚で1グループ可   ※他券併用不可　※有効期限/2021年2月末日

ラーメン割引クーポン

2/4・2/5
2/6
以降300円 500円税込 税込

ラーメン全品
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