
2021年2月19日（金） ちゃんと17

千歳市
サケのふるさと千歳水族館
＊コイの水槽エサやり体験
とき／ 2月中の平日　①11時 ②11時
10分 ③11時20分 ④14時 ⑤14時
10分 ⑥14時20分
ところ／千歳水族館内コイの水槽
参加費／ 200円（別途入館料必要）
定員／予約は各回2人（先着順・事前予
約必要）、当日券は各回3人（売店で販売）
※確実に体験したい方はご予約ください。
千歳水族館ホームページより予約可。
問合せ／サケのふるさと千歳水族館（千
歳市花園2丁目312）
電話／ 42-3001

市民教養セミナー
＊子どもたちのための地域と学校の未来～
それ、地域学校協働活動が実現します！～
　未来を生きる子どもたちのために、地
域と学校が協働してつくるこれからの教
育や学びについて、令和3年度から開始
する千歳市地域学校協働活動の概要や市
内での活動事例をふまえて考えるセミナ
ーです。
とき／ 2月27日（土）10時～ 12時
ところ／千歳市中心街コミュニティセンタ
ー　会議室1・2（千歳市幸町4丁目30）
講師／講演「市民が共に創る地域学校協
働活動のあり方」武田 亘明 氏（北海道地
域学校協働活動推進協議会 兼 コミュニ
ティスクール連絡協議会 会長・札幌市
立大学デザイン学部 准教授）、事例紹介　
田中 亮 氏（千歳市立北栄小学校教頭）、
事業説明　千歳市教育委員会教育部生涯
学習課
参加費／無料
定員／ 80人（申込順）
申込期限／ 2月24日（水）までに電話か
FAXで申込　※WEBまたはメールでの
申込は、千歳市ホームページ「教育委員
会教育部生涯学習課」をご覧ください。

問合せ・申込／千歳市教育委員会生涯学
習課生涯学習推進係
電話／ 24-3153
FAX／ 27-3743

コープさっぽろ　よろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　コープさっぽろパセオすみよし店内イー
トインスペースにて買物ついでに気軽に

きがい、健康づくり、引きこもり防止等。
買い物ついでにお気軽にお立ち寄りくだ
さい。参加無料、申込不要。
とき／ 3月4日（木）10時～ 11時　
※毎月第1木曜日開催
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店
内イートインスペース（千歳市住吉4丁
目14-11）
内容／①暮らしの困りごと無料相談（健
康・介護保険・認知症などについて）②
握力測定など簡単な健康チェック ③脳ト
レクイズ資料の無料配布
問合せ／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

千歳市健康づくり教室
①ほっと一息♪　こころとからだの癒し講
座～こころ編～
　Zoomによるオンライン講座です。
Zoomをインストールした、パソコン
（Windows/Mac）、またはスマートフォ
ン（iPhone/Android）、タブレット（iPad
など）が必要です。※動画を使った配信で
すので、インターネット環境については、
パソコンは有線の回線、スマートフォンや
タブレットはWi-Fi環境での使用をお勧め
します。
とき／ 3月8日（月）10時～ 11時
講師／河岸 由里子 氏（臨床心理士）
対象／千歳市民
内容／講話「ストレスと仲良くお付き合い
する方法」
参加費／無料　※通信にかかる費用は自
己負担。
定員／ 30回線（先着順）
申込／申込フォーム（https://www.
harp.lg.jp/apmM9Mj7）
申込期限／ 3月4日（木）17時まで
②ほっと一息♪　こころとからだの癒し講
座～からだ編～
とき／ 3月11日（木）10時～ 12時
ところ／千歳市総合福祉センター 4階
403号室
講師／宮本 昌子 氏（健康運動指導士、
中医学ヨガインスラクター）
対象／千歳市民

内容／リラクセーションヨガ、セルフマッ
サージ、春に向けた養生のための呼吸法、
こころの健康づくりミニ講座など
参加費／無料
定員／10人（先着順）※託児はありません。
申込／申込フォーム（https://www.
harp.lg.jp/i7nbgabc）
申込期限／ 3月9日（火）17時まで
持ち物／運動のしやすい服装、身体を覆
えるサイズの大判バスタオル（運動時使
用します）、水分補給要ドリンク、汗ふき
用タオル　※参加時はマスクの着用をお
願いします。
①②共通
その他／新型コロナウイルス感染症の感
染状況により中止する場合があります。
問合せ／千歳市健康づくり課健康企画係
電話／ 24-0768（平日8時45分～ 17
時15分）

ちとせ環境と緑の財団
＊3R講習会「私達の実践で創ろう!! 持続
可能社会」
　環境破壊、資源の枯渇など不安なキー
ワードのある中、ごみの分別と資源化方
法、衣・食・住・交通・買物の視点から
環境に配慮したくらし方を見つめ、この先
の未来でも豊かな生活が送られる様、個
人でもできる取り組みを学びませんか。
ご家族やご近所の皆さんとぜひ、お越し
ください。参加無料、事前申込必要。参
加の際はマスクの着用が必要です。
とき／ 3月13日（土）13時30分～15時
ところ／北ガス文化ホール4階大会議室
申込期限／ 3月11日（木）まで
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財団事
業課資源振興係
電話／ 26-1213

恵庭市
恵庭市からのお知らせ
＊市内事業者向け経済対策支援事業
①恵庭市営業継続支援金
　新型コロナウイルス感染症の再感染拡
大に伴い、売上げが減少した小規模事業
者に対し、経常的経費の補填、事業継続
を目的とした支援金を支給します。
実施内容／ 1店舗あたり、10万円を支給
（1店舗1回限り）
対象者／恵庭市内で事業を営む、従業員
が19人以内の個人事業主または法人が
経営し次の要件を全て満たす市内店舗・
事業所。
要件／・令和2年11月～ 3年1月のい
ずれかの売上げが対前年同月比、若しく
は、対前月比で10％減少していること。・
市内に店舗又は事業所を設置するか、若
しくは市内を拠点として事業を行っている
こと。・個人事業主にあっては生活保護
法の規定による生活保護を受給していな
い者。・新北海道スタイルを実践するこ
と。・確定申告書B第1表における営業等
（ア）に相当する収入があること（個人事
業主のみ）。・令和2年11月30日まで
に事業を開始していること。
申請期間／令和3年1月27日（水）～3
月31日（水）まで
②恵庭市飲食店営業継続支援金実施要項
　新型コロナウイルス感染症の再感染拡
大に伴い、年末年始の忘新年会シーズン
に大きな影響を受けている飲食業を対象
に経常的経費の補填、事業継続を目的と
した支援金を支給いたします。
実施内容／ 1店舗あたり、15万円を支給
（1店舗1回限り）
対象者／恵庭市内で飲食業を営む個人事

業主または法人が経営し、下記要件を全
て満たす市内店舗。大手チェーン店（直
営店）などは対象外となります。
要件／日本標準産業分類の76飲食店、
77持ち帰り・配達飲食サービス業に属す
る飲食店。令和2年～ 3年1月のいずれ
かの売上げが、対前年同月比または、対
前月比で10％以上減少していること。飲
食店営業許可または喫茶営業許可を得て
いること。新北海道スタイルを実践する
こと。令和2年11月30日までに事業を
開始していること。
申請期間／令和2年12月22日（火）～
令和3年3月26日（金）まで
①②共通
申請方法／三密を避けるため、郵送での
送付を原則とする（消印有効）。ただし、
郵送での申請ができない者については、
予約（電話）のうえ、持参にての申請（市
役所開庁時間内）を可とする。
問合せ／恵庭市経済部商工労働課
電話／ 33-3131（内線3331・3332）

歴史学習セミナー
＊第4回歴史学習セミナー（全5回）
　歴史が好き、城跡史跡（遺跡、神社など
)や骨董品に関心があるという方、歴史学
習会に参加してみませんか。縄文時代か
ら古墳、鎌倉、戦国、江戸幕末、明治にい
たるまでエピソードをはさんで楽しく日本
の歴史や北海道の歴史を学びます。きっ
と新しい発見がありますよ。専門知識は
不要ですので気楽にご参加ください。申
込不要。
とき／ 2月28日（日）13時～15時30分
ところ／恵み野会館1階会議室2（恵み
野北2-12-2）
参加費／ 500円
持ち物／筆記具
問合せ／歴史を楽しもう会
電話／ 080-4728-0020岡田（ショート
メール可）

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20日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②レインボーコットンキャンディ
とき／ 2月20日（土）10時～18時、23
日（火・祝）9時～18時
ところ／ 1階センター広場
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 2月21日（日）9時30分～ 17時
30分、23日（火・祝）9時30分～ 17時
ところ／東側出入口前
④道民共済「移動相談会」
とき／ 2月22日（月）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑤ベビーカステラ キッチンカー
とき／ 2月25日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥スーパーアークス長都店「草太郎本舗 
和菓子販売」
とき／ 2月25日（木）～ 28日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場

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。

セルフリンパケア＆ヨニケア講座
　息は自分の心と書きます。呼吸が乱れ
ると心も乱れます。心が乱れると身体の

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24日（水）
3月5日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

2/23受　付/16:00～
体験会/
16:30～18:00

恵庭市福住町1丁目21-24会場/福住屋内運動広場

体験会に参加し、入会された方は

体験会
開催
体験会
開催
体験会
開催
体験会
開催
お問合せ（ホームページ）▼

体験会のお申込はこちら▶

http://varmos.g2.xrea.com/

バーモス恵庭
フットボールクラブ
バーモス恵庭
フットボールクラブ

Varmos Eniwa
Football Club

祝火

U-15 中学生クラス

（現小学6年生）
新中学1年生対象

学年
対象
学年

2/28受　付/12:30～
体験会/
13:00～14:30日

U-12 小学生クラス

サッカー初心者大歓迎!!

サッカー初心者大歓迎!!

サッカー初心者大歓迎!!

サッカー初心者大歓迎!!

今年度最後今年度最後今年度最後今年度最後

（現年中さん～3年生）
対象
学年
対象
学年
新年長新年長さ

ん～4年生「チームソックス」プレゼント!

●& 新規入団員募集新規入団員募集新規入団員募集新規入団員募集

千歳稲穂サッカースポーツ少年団

経験者はもちろん、初心者や学区外も大歓迎！
★基礎を重点的に身につけて将来的な伸びしろを広げます。
★地域随一の高い個人技術と状況判断力
★JFA指導資格者10名の指導陣による充実の指導体制
★欧州（スペイン・オランダ・イタリア）最先端の指導資格を保有

礼儀・自主性・協調性 が身につく!!

お問い合わせ℡.090-2818-3008

対  象

会  場

練習日

新１年生～新６年生まで
千歳市内小学校体育館など
火・水・木・金曜のうち週2回
（土・日曜は大会参加など）

（小田）

Facebook

楽しいから大好き！ 上手くなりたい！！ 心を育てます

いつでも無料体験いつでも無料体験いつでも無料体験いつでも無料体験
平日16：00～19：00 土・日不定休、月曜定休

千歳市清流4丁目6-4（小松宅建隣り）
TEL.080-4047-6676ご予約

お問合せは
コチラ

★特製塩使用

他力本願

営

炭火焼き鳥

鶏もも串 150円1本
）
込
税
（

お持ち帰り専門店

休

焼き鳥お買い上げ

（20本なら2本）
※有効期限/3月31日まで

10本につき
1本サービス

本広告を切り取って
お持ちください
平日限定企画
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