
2021年3月19日（金）ちゃんと 16

きます。スマホの写真でも古いアルバム
写真でも大丈夫です。一人一人に合わせ
た写真整理方法の紹介をいたします。飲
食提供なし、前日までに要予約。
とき／ 3月28日（日）13時～ 16時の間
で30分（毎月定期開催中）※日程変更の
場合も有
ところ／東雲会館（千歳市東雲町1-10）
※対面が不安な場合はテレビ電話などで
も対応可能
料金／ 500円（30分）
持ち物／筆記用具、マスク
問合せ・申込／写真整理とアルバムカフ
ェの会
電話／ 080-6795-9994

「イチから始める基礎英会話」無料
体験レッスン
　英語をイチからやり直しながら、肩の力
を抜いて楽しく英会話を学んでみません
か。初心者の方、大歓迎です。詳細はお
問い合わせください。
とき／ 3月31日（水）10時～ 12時
ところ／労働会館（千歳市東雲町3丁目1）
電話／ 24-3823（浦辻）

「耳つぼジュエリーAzur×しのぱ
んin結工房」コラボ企画
　6回目のコラボ企画です。耳つぼは、
イベント価格で2ヶ所の施術ができます！　
肩こり・腰痛などの改善やリフトアップ等
の体験をぜひ！　そして今回のパン教室
は、春休み企画の親子パン教室！　どちら
も結工房のお弁当付きです！
①親子パン教室
とき／ 3月31日（水）①11時～　②12
時30分～
②耳つぼジュエリー
とき／ 3月31日（水）11時～ 14時　※
時間予約制
ところ／民家カフェ「結工房」（千歳市勇
舞8丁目4-10）
電話／ 090-1381-3355（平本）

おえかきスペース はれいろ
　画家と一緒に、紙・床・家具等に汚れ
を気にせず自由にお絵描きしよう！　ご希
望であれば絵の描き方を指導します。詳
細はお問い合わせください。
とき／ 4月1日（木）以降随時　10時～
応相談
ところ／ Gallery&Atelier晴彩（千歳市
信濃4丁目11-4 2F D号室） 
参加費／ 1時間500円
その他／汚れても良い服装でお越しくだ
さい。画材はこちらでもご用意致します
が、持参しても構いません。マスクの着
用にご協力ください。
申込方法／ 2日前までに希望の日時と時
間数をご連絡ください。
電話／ 080-9534-8634（中山）

有機無農薬家庭菜園仲間募集
＊微生物利用の有機無農薬菜園
　EM菌（有用微生物）、ボカシ肥料等を
利用した菜園。アトピー・アレルギーに有
効な野菜を作りませんか。年2回トラクタ
ーによる耕起、堆肥有。ボカシ肥料は有
料。道具は各自持参。
とき／ 4月～ 10月末
ところ／中恵庭郵便局そば（恵庭市中央）
参加費／ 1区画33㎡ 2000円（年間）
別途EM会費1500円、例として2区画
4000円＋1500＝5500円
申込期限／ 3月31日（水）※定員あり
問合せ・申込・電話／ 080-2870-1956
（やましろ）

占い
＊手相・西洋占星術・タロットカード
　3種の占術で恋愛運・仕事運・これか
らの運勢などを占います。（健康・寿命・
ギャンブルなどは占えません）
とき／ 3月23日（火）10時～ 16
ところ／ミシン＆カフェChill（恵庭市京町
65-2）
その他／金額などの詳細はお問い合わせ
ください。
問合せ・予約・電話／ 080-6062-6973
（なるみ、平日10時～ 16時）

フラワーアレンジメント講座
①生花のフラワーアレンジメント

　季節の生花をたっぷりと贅沢に使用し、
フラワーアレンジメントを作ります。
参加費／ 3000円（花・器代2500円、
参加費500円）
②母の日用プリザーブドフラワー
　陶器の器にプリザーブドフラワーをア
レンジします。花材等はお好みのものを
お選びいただけます。
参加費／ 3000円（花・器代2500円、
参加費500円）
①②共通
とき／ 4月8日、22日いずれも木曜日
10時20分～ 12時
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金中
央5-11-1）
持ち物／ハサミ、新聞紙
申込期限／各開催日の3日前まで
問合せ・申込／ HANAのIRO
電話／ 090-1384-0532（千葉）

パチパチクラブからのお知らせ
①そろばん1カ月無料体験会！
＊そろばんの楽しさを体験してみよう!
　そろばんだけじゃなく、楽しめる仕掛け
があります! 今こそ認知能力を高めよう! 
数字タイムアタック勝負・タブレットを使
用したフラッシュ暗算や計算パズル等な
ど、楽しみながらできる環境があります！ 
自分のことを自分で決められる子に！ 15
人限定の少人数制のため、定員になり次
第締切になります。各教室若干名の募 集
になります。すぐに定員になってしまう教
室もある為、迷わず・すぐに申込ください
ね！ この時期は卒業などの時期ですので、
ほんとに若干名のみになります。小さい
子でも数字の読み書きが出来れば年中・
年長さんからでも大丈夫です！ 
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵み
野、恵み野北、各町内会館。恵庭市市民
会館。黄金ふれあいセンター。島松公民
館。桜町団地集会所。緑と語らいの広場
えにあす。【千歳市】ゆうまいホール。あ
ずさ・北栄南・花園・みどり台南、幸福
各町内会館。祝梅コミュニティセンター。
コープさっぽろパセオすみよし店・真々
地会館。
②新しい感覚で学ぶ「習字1カ月無料体験」
　書く事はとても脳を活性化する作用が
あり、集中力・忍耐力・観察力・コミュニ
ケーション力（非認知能力）を身に付ける
事ができます。文字の読み書きの基礎も
学べ、タブレットで漢字検定・漢字カルタ
など楽しく覚える事ができます。55人程
度の少人数制で、マンツーマンで教えま
す。年長さんから小学生までが対象。人
数に達した時点で受付終了になります。
【千歳会場】
とき／毎週火曜日15時～ 18時
ところ／真々地会館（千歳市真々地1-7-7）
【恵庭会場】
とき／毎週金曜日15時～ 18時
ところ／中島会館（恵庭市中島町4-17-
14）
①②共通
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

仲間募集
サッカースクール新年度会員募集
　スペインとオランダの指導ライセンス
を持ったコーチが、運動遊びやサッカー
の基礎技術を中心に楽しく丁寧に指導し
ます。サッカー経験は問いません。スポ
ーツ大好きキッズのみんな、春から一緒
にサッカーを始めよう！　4月の初回は無
料体験できます。
内容／①エンジョイクラス ②スキルアッ
プクラス ③ペレーダＦＳ（競技志向の選手
向けのクラス）技術と判断力、ポジショナ
ルプレーを身に付けて個人能力の向上を
目指します。
とき／①毎週日曜日 17時～ 19時 ②毎
週水曜日 19時～ 21時 ③毎週日曜日 
19時～ 21時
ところ／千歳小学校体育館
対象／①年中～新小学2年生 ※募集枠
有　②新小学2･3年生 ※募集枠残りわ
ずか ③新小学4～ 6年生 ※新4年生の
み募集枠有（セレクション別途調整）
定員／①②25人（申込順）③32人（セレ

クションあり）
年会費／①②5000円 ③7000円（各ク
ラス月謝なし、スポーツ保険料含む）
持ち物／ボール、動きやすい服装、飲み
物、上靴
問合せ・申込／サッカーテクニック
スクール千歳
電話／ 090-1524-2197（白木）
メールアドレス／ ryu4731@hotmail.
com

千歳着付けサークル会員募集
　少人数で個々の技量に合わせてお稽古
中です。随時受付。
とき／第1、第3水曜日（月2回）14時～
16時
ところ／中心街コミュニティセンター（千
歳市幸町4丁目30　タウンプラザ3F）
参加費／詳細等、申込受付時にお知らせ
します。
持ち物／着付けに必要な物を一式持参し
てください。
問合せ・申込・電話／ 23-4753（長手）

フラメンコ舞踊伴奏教室
　春から新しい事を始めませんか？ フラ
メンコ舞踊とフラメンコギターの伴奏ク
ラスを主催しています。基礎の足さばき
を覚えてから、色々な踊りへ進みます。
とき／毎週日曜日 10時～ 12時
ところ／千歳市東雲会館
問合せ・申込・電話／ 080-6066-1188
（たいら）

お詫びと訂正
　ちゃんと 3月 12 日号 5 面のかわら
版千歳「検定成績優秀者を表彰」の記事
中、「校内で最高となる９種目中８種目
に合格した」のは、正しくは相内詩渚さ
んでした。関係者にご迷惑をおかけしま
したことをお詫びし訂正いたします。

次回の掲載は4月16日発行のちゃんと762号です。
お楽しみに!！
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新千歳空港シアター
所 新千歳空港国内線ターミナルビル　4F　
℡ 46-4150　時 9時〜 22時　料 一般
1800円、大学生1400円、高校生以下
1000円、幼児（3歳〜）1000円、シニア
（60歳以上）1100円　 P 駐車場3時間
無料（エンターテインメント施設利用で）

劇 場 情 報

上映中 太陽は動かない

© 吉田修一／幻冬舎
©2020「太陽は動かない」製作委員会
監督：羽住英一郎
出演：藤原竜也、竹内涼真
配給：ワーナー

エージェントの鷹野は相棒の田岡と
ともに、死の危険を抱えながら「全
人類の未来を決める次世代エネル
ギー」の極秘情報をめぐって、各国
のエージェントたちとの命がけの頭
脳戦を繰り広げる。

© 青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
声の出演：高山みなみ 、池田秀一、日高のり子、森川智之、田中敦子
配給：東宝

上映中 名探偵コナン 緋色の不在証明

謎多き赤井ファミリーを理解するため
には必見の一作。コナンによるナレー
ションや音響も新たに編集し、明快な
ストーリーラインで送る【世界を射抜
く、危険な一家】禁断の一家総集編。

©2021 Disney. All Rights Reserved.
©2021 Disney and its related entities
監督：ドン・ホール
声の出演： 吉川愛、高乃麗、森川智之
配給：ディズニー

ラーヤは、聖なる龍の力が宿るという
＜龍の石＞の守護者一族の娘。遠い昔
に姿を消した “最後の龍”の力を蘇ら
せ、再び世界に平和を取り戻すため、
一人旅立つ――。

上映中 ラーヤと龍の王国 吹替
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