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2021 年 3 月 12 日（金）

ちゃんと
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。

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!

タウンニュース
掲載のご依頼はこちらから

次回の申込締切は

3 月17日（水）

【 F A X 】 0123-

27-4911

掲載日の

9日前

までにお送り
ください！

【Eメール】 chat@chanto.biz

3月26日
（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

サロン おはな

【掲 載 依 頼 書 が ダ ウ ン ロ ー ド で き ま す 】

https://chanto.biz/henshu/

こちらの二次
元バーコード
からもアクセ
スできます

※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。

開発や建築などの分野で活用が期待され
ています。公立千歳科学技術大学に在学
千歳市
しながら、折り紙技術を用いたものづくり
で「テクノ愛 2020」大学の部で優秀賞を
千歳市社会福祉協議会
受賞した皆勝亮汰さんを講師に招き、知
＊「げんき茶屋」〜管理栄養士が地域の
られざる折り紙の無限の可能性や、その
皆さんの健康をサポート〜
魅力について学びます。折り紙体験講習
管理栄養士等地域の専門職が作成した
あり。
心と体の免疫力アップに役立つ資料等を
無料配布します。また暮らしの中のちょっ とき／ 3 月 21日（日）14 時〜 15 時 40 分
とした困りごと等の相談を行います。お ところ／北ガス文化ホール（千歳市民文
気軽にお話しに来てください。参加無料、 化センター）4 階大会議室
講師／公立千歳科学技術大学１年 皆勝
申込不要。
亮汰さん
とき／ 3 月 15 日（月）10 時〜 11 時 30 分
受講料／無料
（配布資料がなくなり次第終了、先着 50
定員／ 30 人（申込順）
名様まで）
申込方法／電話・FAX で申込
ところ／ちとせモール センター広場（千
電話／ 24-0848
歳市勇舞 8 丁目 1-1）
FAX ／ 27-3743
問合せ／千歳市社会福祉協議会地域福祉
課地域福祉係生活支援コーディネーター
電話／ 27-2525（池本）
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
児童館行事のお知らせ
せんか？「話すこと聴く事で心をかるく」
＊うんどう遊び
を目的に開催しています。人数把握のた
千歳市内の児童館で行われる親子行事
め前日までにご連絡ください。
です。参加無料、申込不要。詳細は各児
とき／ 3 月 21 日（日）14 時〜 16 時
童館へお問合せください。
参加費／ 100 円（会場代）
とき／ 3 月 16 日（火）
、17 日（水）10 時
ところ／コープさっぽろ パセオすみよし
30 分〜 11 時 30 分
ところ／千歳市内すべての児童館（ちと 店 2 階和室
問合せ・申込・電話／ 090-5822-8798
せっこ、希望が丘児童館はのぞく）
問 合 せ・ 電 話 ／ ひ の で 児 童 館（TEL＆ （不登校訪問支援カウンセラー・今野）
FAX24-3163）
、し な の 児 童 館（TEL＆
FAX22-2977、ほくおう児 童 館（TEL＆ 青葉の杜就労支援 B 型作品展示会
FAX42-3743）
、しゅくばい児童館（TEL
雑貨・菓子の展示と販売。参加無料、
申込不要。
＆FAX27-3126）
、せいりゅう児童館
（TEL
＆FAX22-2560）
、い ず み さ わ 児 童 館 とき／ 3 月 31 日（水）まで 11 時〜 17
時（日曜日は休み）
（TEL＆FAX28-6110）
、ほくよう児童館
（TEL＆FAX26-6789）
、あんじゅ児童館 ところ／ギャラリー SAGAN（千歳市清水
町 4 丁目 19 むつみ屋商店内）
（TEL23-8015・FAX23-8016）
問合せ／青葉の杜
電話／ 23-5552（森本）
市民教養セミナー
問合せ／むつみ屋商店
＊折り紙が地球を救う！
？〜１枚の紙から広
電話／ 23-3363（北島）
がる無限の可能性〜
日本の文化である折り紙は、実は世界
的に研究が進められ、科学や医療、宇宙

①がん患者・家族・遺族会
患者さんやその家族、遺族など、同じ
立場の人が、お互いの悩みや不安を共有
したり、情報交換をする場です。がん患
者さんをサポートするための、様々な事
業をみんなで考えていきます。秘密厳守
ですので、安心してご参加ください。オン
ラインでの対応も可能です。ご希望の方
はご連絡ください。参加無料。
とき／ 3 月 12 日（金）11 時〜 15 時、出
入り自由。
ところ／えにあす 2 階クッキングスタジオ
②居場所ふれあいサロンおはな
恵庭に越してきたばかりでお友達を作り
たいけど…。誰かに話を聞いて欲しい…。
ワンオペ育児は疲れる…。1 人暮らしでひ
とりは寂しい…。情報が欲しい…。ひきこ
もり、不登校問題…。などなど、どなたで
も参加できます。申込不要、参加無料。
とき／ 3 月 12 日（金）18 時〜 20 時
ところ／えにあす 2 階クッキングスタジオ
①②共通
その他／マスク着用、検温、手指消毒に
ご協力願います。コロナ感染予防のため
に、施設が閉館になった場合は、中止や
オンラインでの対応に変更になる場合が
あります。換気・マスク・消毒・検温・ソ
ーシャルディスタンスを守り開催いたしま
す。会場の休館で、延期またはオンライ
ン開催の場合がありますので、お問い合
わせください。恵庭市まちづくりチャレン
ジ協働助成金事業。
問合せ・申込・電話／ 080-4044-8313
（おはな代表石上）

恵庭オーキッド倶楽部

＊春の洋らんフェスタ2021 のご案内
会員が育てたカトレアや胡蝶蘭など約
100 鉢を展示します。業者による洋らん
の販売も行います。
とき／ 3 月 20 日（土）〜 21 日（日）10
時〜 17 時（最終日 16 時まで）
ところ／フレスポ恵み野（催事スペース）
その他／例年行っている栽培相談、植替え
サービス、人気投票は中止といたします。
問合せ／恵庭オーキッド倶楽部
電話／ 080-2870-8712

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール

①千歳市生活支援体制整備事業「第 1 回
げんき茶屋」
恵庭市
とき／ 3 月 15 日（月）10 時〜 11 時 30 分
■定員：25名 ■最少催行人員：15名 ■添乗員：なし（同行も有）
恵庭市シルバー人材センターから ところ／ 1 階センター広場
苫小牧営業所開設 日帰り
・宿泊バスツアー
★フェリー利用のツアーは千歳
（帯広）
発が15名様未満の場合、
苫小牧発のみになります。
②杏ころ Cafe「クレープ販売」
のお知らせ
千歳
（清流3丁目3-12）
・苫小牧
（入船町3丁目2）駐車場有
とき／
3 月 16 日（火）
、17 日（水）10 時
＊市民農園新規利用希望者受付について
5/
4/
日帰り
1
29 日帰り 4/22 日帰り
苫小牧Jファーム・消防・エコリサイクル
カタクリ・エンゴサク群生地 カタクリの森を散策
〜 18 時
ルルマップ自然公園ふれらんど内にあ
浦臼神社
旭川男山自然公園 大人も楽しめる社会科見学
石狩
『佐藤水産』
ところ／東側出入口前
る市民農園利用者を募集します。
・酒造り資料館
生ちらしランチとお買物
6,980円 利 用 料 ／ 市 内 在 住 者 50 ㎡ 6000 円、 ③千歳高校指定体育用品採寸・販売会
道の駅厚田・とうべつ・つるぬま
5,980円
千歳道の駅・営業所、
100㎡ 10000 円。恵庭市外在住者 50㎡ とき／ 3 月 17 日（水）〜 19 日（金）10
苫小牧営業所
7,850円
6,950円
出発▶千歳8:45、
苫小牧10:00
千歳道の駅・営業所
千歳道の駅・営業所
帰着▶苫小牧15:45頃、
時 〜 19 時、20 日（ 土・祝 ）10 時 〜 18
10000 円、100㎡ 18000 円
出発▶8:30
出発▶7:00
千歳16:45頃
帰着▶17:00頃
帰着▶16:00頃
■最少催行人員：20名
1昼付
なし
（ラーメン村で各自）
1昼（バイキング）付
時
ところ／恵庭市西島松 275
苫小牧⇔仙台フェリー利用
週末にいく！ みちのく桜名所めぐり
4/
9 「白石川堤一目千本桜」
ところ／
1 階プロショップヤマノ隣
農園内設備／散水栓、
水道・
トイレ、
駐車
「三春滝桜」
千歳道の駅・営業所、
4/
16
苫小牧西港フェリーターミナル
24,980円
問合せ／
011-373-4677（トモエスポー
場、
無料農機具貸出
（一部）
など
1・2泊目▶船中泊 太平洋フェリー（B寝台）
3日間
21,980円
1昼付
申込開始日／ 4 月 12 日（月）〜無くなり ツ北広島店）
「酸ヶ湯温泉・千人風呂」
入浴
4/
25 桜の弘前公園たっぷり見学と名湯
苫小牧⇔八戸フェリー利用
4/25（日）
5/2（日）
④道民共済「移動説明会」
次第終了
千歳道の駅・営業所、
5/
2 28,800円 30,800円
苫小牧西港フェリーターミナル
1・2泊目▶船中泊 シルバーフェリー(2等）
とき／
3 月 18 日（木）10 時〜 17 時
申込可能区画数／利用制限なし
3日間
25,800円 27,800円 1朝付
問合せ／恵庭市シルバー人材センター ところ／ 1 階センター広場
「弘前」
「盛岡」桜づくしと美人の湯新安比温泉
4/
23「角館」
4/23（金）
4/26（月）
千歳道の駅・営業所、
4/
苫小牧営業所
①②④共通
（恵庭市桜町
3-8-18）
26 55,800円 52,800円 1泊目▶船中泊
新日本海フェリー（ツーリストB)
52,800円 49,800円 2泊目▶静流閣又は同等（3〜5名1室）
3日間
電話／ 34-0311（9 時〜 17 時。土・日・ 問合せ／ちとせモール
1朝1昼1夕付
つたいバス小型〜大型の貸切バス承ります! 利用バス：つたいバス同等（道内）岩手県北バス同等（道外）
電話／ 22-7355
祝日休み）
月〜土曜/10〜14時
旅行
（日・祝 休み）
企画・実施
その他／全区画完売となった場合は、そ
帯広市西1条南26丁目1番地 ☎0155-24-2414 旅行代金は
北海道知事登録旅行業第2-583号 全て税込
お陰様で62周年
の時点で応募を締め切らさせて頂きま
（土）

（木・祝）

（木）

Jファーム直売所 お買物券1,000円分付

最新技術のスイートトマトなど

〈大人〉
お一人様

〈大人〉
お一人様

〈大人〉
お一人様

集合場所

集合場所

食事

食事

千歳

〈大人〉
お一人様 苫小牧
集合場所

食事

（金）

（金）

のんびりクルーズ

（日）
（日）

（金）

（月）

〈大人〉
お一人様

千歳

〈大人〉
お一人様 苫小牧

集合場所

食事

〈大人〉
お一人様

集合場所

千歳

苫小牧

食事

〈大人〉
お一人様

千歳

往路
（苫小牧〜秋田）
フェリー利用・
復路
（新青森〜苫小牧）
JR利用

集合場所

苫小牧

※2名1室はお一人様2,000円増

食事

※詳しくは旅行条件書をご確認ください。※感染拡大などにより、
ツアーが中止となる場合がございます。

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。

タイ古式マッサージ体験会

暖かな季節に向けて心も身体も軽やか
に♪ 「２人でするヨガ」とも呼ばれ、ユネ
スコ無形文化遺産にも認定されているタ
イ古式マッサージ。リモートワークや日々
の疲れ、寒さで重たく縮こまり、凝り固ま
った心身を気持ち良くストレッチで伸ばし
て整えましょう。
とき／ 3 月 11 日（木）
、18 日（木）
、25 日
（木）
ところ／ヨガスタジオ ディヴィヤ（ 千
歳市末広 7 丁目 2-1 スカイヒルズ末広
7-1F）
参加費／ 5500 円（全 9 回分）
対象／ 4 歳〜新年長さん ※現在は感染
症対策のため、入室される方全員マスク
着用をお願いします。
講師／ Nonoka（ダンスアトリエ フェリ
ール）
問合せ・申込／ダンスアトリエ フェリール
電話／ 090-2423-2250

親子ハーバリウム講座

ボトル型とストラップ型、2 つのハーバ
リウムを作ります。春休みに親子で参加
してみませんか？ 大人だけの参加も可。
とき／ 3 月 26 日（金）10 時 30 分〜 12 時
定員／ 4 人（先着順）
参加費／ 2000 円
ところ・問合せ・申込／リフォーム cafe
SUMAI（千歳市北陽 6-4-18）
電話／ 090-9514-8722（なぐも）

はじめてのキッズポンポンダンス
〜全 9 回〜 in 千歳

ダンスが大好きな子どもたちあつまれ
〜！
！ 初心者さん、習い事デビューのお子
様も大歓迎♪ チアダンスなどで使われ
る、キラキラのポンポンで楽しくおどろう！
とき／ 4 月〜 6 月の火曜日（全 9 回）
ところ／千歳市スポーツセンター ダイナ
ックスアリーナ（千歳市真町 176-2）
参加費／ 5500 円（全 9 回分）
対象／ 4 歳〜新年長さん ※現在は感染
症対策のため、入室される方全員マスク
着用をお願いします。
講師／ Nonoka
問合せ・申込／ダンスアトリエ フェリール
電話／ 090-2423-2250

yogaKULA

①かんたん太陽礼拝
レッスンは、全身運動であるヨガの一連
の流れの太陽礼拝を誰でもかんたんにで
きるアレンジをしたヨガを行います。少人
数制なので、気楽にゆっくりとヨガを深め
ていきましょう。
とき／ 3 月 19 日（金）10 時 15 分〜 11
時 15 分、11 時 45 分〜 12 時 45 分の 2
回開催
参加費／ 1000 円
②至福の時間、アロマヨガ
ヨガ専用にブレンドされたアロマオイル
を身体になじませて、癒しの香り豊かな空
間でヨガを行います。ヨガがはじめての
方も OK。
とき／ 3 月 13 日（土）26 日（金）両日共
10 時 30 分〜 11 時 50 分
参加費／ 1200 円
①②共通
ところ／えにあす（恵庭市緑町 2-1-1）
持ち物／ヨガマット、タオル、水分、動き
やすい服装、ブランケット
申込期限／開催日前日まで
問合せ・申込／ yogaKULA（タグチ）
電 話 ／ 090-6992-0199（ショートメー
ル可）

