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千歳市
千歳市シルバー人材センター
＊令和3年度会員募集中
　「自主・自立、共働・共助」の理念を基
本とし運営する公益性の高い団体です。
千歳市内の高齢者にふさわしい臨時的か
つ短期的または軽易な仕事を請負や委
任、あるいは一般労働者派遣事業でお引
き受けします。シルバー事業に興味をお
持ちの方、入会を希望される方、お仕事
を依頼したい方、会員の手作り作品に興
味をお持ちの方、就業情報を知りたい方
など、どなたでもお気軽に是非一度お越
しください。仕事はしないけどサークル
や行事に参加したい！ という方を対象にし
た「きずな会員制度」があり年会費500
円で入会できます。
とき／①月曜日～金曜日（祝日は除く）8
時30分～ 17時15分 ②毎日（火曜定休
日）10時～ 15時
ところ／①千歳市シルバー人材センター
（千歳市本町3丁目11番地）②中心街
連絡所 シルバーふれあいサロン 憩い（千
歳市千代田町3丁目5番地 第2スギハラ
ビル1階）
対象／健康で働く意欲のある60歳以上
の千歳市民の方はどなたでも
問合せ／千歳市シルバー人材センター
電話／ 26-2277

千歳市介護予防センター
①自由に！ 気楽に！ 体育館ウォーキング
　運動不足になっていませんか？　体育
館をウォーキングスペースとして開放しま
すので、密を避けて自由に気楽に体を動
かしましょう！　ノルディックウォーキング
ポールの貸出も実施します。参加無料、
申込不要、入退場自由。
とき／ 3月24日（水）13時30分～ 15
時30分
ところ／泉沢向陽台コミュニティセンター
（千歳市里美2丁目9-2）
定員／ 1度に会場に入る人数を15人と
いたします。
持ち物／飲み物、上靴
②ちとせ de コレクション　サポーターの会
　4月に千歳市民ギャラリーで開催予定
の「ちとせ de コレクション」のお手伝い
をしてくださる方を募集しています。事前
申込は不要です。一緒に楽しいイベント
を作りましょう！
とき／ 3月25日（木）13時～ 15時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階会議
室2・3（千歳市東雲町1-11）
③介護予防教室特別版　転倒予防教室
　歩行中のふらつきなど気になっていま
せんか？　転倒予防に関する講話や体力

測定、運動の紹介などを行います。日ご
ろの運動方法や関節痛など個別相談もお
受けします！　要事前申込。
とき／ 3月30日（火）13時30分～15時
ところ／祝梅コミュニティセンター（千歳
市弥生2丁目7-10）
定員／ 20人
講師／医療法人社団いずみ会北星病院　
理学療法士　澤野 純平 氏
申込／千歳市介護予防センター
持ち物／飲み物、上靴
①～③共通
その他／参加の際はマスクの着用をお願
いします。発熱、風邪症状のある方は入
場をお断りする場合があります。
問合せ／千歳市介護予防センター
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

千歳市埋蔵文化財センター
＊企画展「あなたのそばの遺跡たち」～
蘭越・真々地地区編～
　ご好評いただいておりました本企画展
は、公開期間終了まで残りわずかとなりま
した。蘭越・真々地地区から見つかった
本物の土器や土偶や鉄製品を見れるのも
あと少し！　皆様のご来館、心よりお待ち
しております。入場無料、申込不要。
とき／ 3月26日（金）までの平日　9時
～17時
ところ／千歳市埋蔵文化財センター 企画
展示室（千歳市長都42-1）
その他／体調が優れない方はご遠慮くだ
さい。来館時に検温を行います。マスク
の着用をお願いします。
電話／ 24-4210

千歳でちょこっと「ちとちょこ」
＊千歳でちょこっとゴミ拾い「ちと53」
　新しい季節を迎えるにあたり、千歳駅
周辺のゴミ拾いをします。参加無料、ゴミ
拾いしやすい服装で参加してください。
とき／ 3月28日（日）9時～10時
集合場所／千歳駅西口広場（千歳郵便局
前）
対象／ゴミ拾いしたい方なら誰でも（子ど
も可）
申込期限／ 3月27日（土）まで
問合せ・申込／ちとちょこ
電話／ 090-5227-2595（時田）

子育て応援！　フードパントリー
　コロナ禍で心細いご家庭をおすそ分け
で応援!!　子育て家庭を対象に、フードパ
ントリー（食品支援）を開催します。申込
不要、参加費無料。先着50個まで。
とき／ 3月28日（日）11時～ 15時
ところ／商店街交流プラザ（千歳市幸町
1丁目9）
問合せ／もったいないわ・千歳
電話／ 080-6081-3936

小学生 かけっこ教室
とき／ 4月10日（土）・17日（土）・24日
（土）①15時～ 16時20分（小学1 ～
2年生）②16時30分～ 17時50分（小
学3～ 6年生）
ところ／ダイナックスアリーナ
対象／市内居住の走りが苦手な小学生、
もっと早く走りたい小学生
定員／①②それぞれ25人（申込順）
参加費／ 1100円
申込方法／4月1日（木）12時～2日（金）
17時の間にホームページ（千歳市体育協

会で検索）から申込。電話申込不可。ネッ
ト環境がない方はお問合せください。
問合せ／千歳市体育協会振興課
電話／ 22-4510（9時～17時、日・月・
祝休み）

恵庭市
恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第105回シネマサロン例会
　第1次世界大戦下、ドイツ軍捕虜収容所
からフランス兵将校2名が脱走を図った。
その運命は…。「大いなる幻影」（1937年、
フランス）の鑑賞。入場無料、20人限定。
マスクの着用をお願いします。
とき／ 3月27日（土）13時～
ところ／恵み野北会館（恵み野北5-8-2）
問合せ・申込・電話／ 36-3158（山田）

まちづくりスポット恵み野
①はじめてのバランスボール
　楽しく弾もう♪手軽に有酸素運動を♪
体組成計の測定付き。要申込。
とき／ 3月26日（金）大人向けクラス10
時～、子連れOKクラス11時～
ところ／まちづくりスポット恵み野
参加費／ 500円
持ち物／汗を拭くタオル
定員／各回7人
②しごとBAR
　さまざまな職業の方が1日限定で形式
上のマスター（もしくはママ）になり、参加
者を迎えます。トークショーとは異なり、飲
みもの片手にリラックスして交流いただく
ことが目的。今回のマスターは、リズム学
園学園長の井内聖さんです。YOUTUBE
での生配信も予定しています。参加無料、
直接会場にお越しください。
とき／ 3月26日（金）19時～ 20時
ところ／多目的スペースJUNCTION（恵
庭市島松寿町1-28-10）
③作っちゃおう! 甘酒＆甘酒レモン
　500mlの甘酒を仕込んでお持ち帰り
いただきます。体組成計の測定付きで
す。要申込。
とき／ 4月9日（金）13時～ 15時
ところ／まちづくりスポット恵み野
参加費／ 1500円
持ち物／エプロン、スリッパ、手を拭くタ
オル
定員／先着8人
①～③共通
問合せ・申込／ NPO法人まちづくりスポ
ット恵み野（恵み野里美2-15フレスポ恵
み野内
電話／ 39-2232（10時～ 17時30分、
火曜日休館）

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／ 3月19日（金）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／ 3月20日（土・祝）・21日（日）い
ずれも10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③「コロナ禍におけるメンタルヘルスパネ
ル展」千歳市健康づくり課主催。
とき／ 3月23日（火）10時～20時、24
日（水）10時～ 15時
ところ／ 1階センター広場
④道民共済「移動説明会」
とき／ 3月25日（木）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
⑤スーパーアークス長都店「草太郎本舗 
和菓子販売」
とき／ 3月25日（木）～ 28日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑤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。

NLPスクール認定 

HAPPY YOGA体験会
　NLPとは「脳と心の取扱説明書」とも
呼ばれる最新の心理学です。HAPPY 
YOGAは、ストレスによる疲れや不安、怒
り、悲しみなどネガティヴな感情を軽くした
り消したりする心身を癒やすヨガです。コ
ロナ禍で自分でも気づいていない心の不
安、身体の不調を取り除いてあげましょう。
①北新コミセンクラス
とき／毎週木曜日　11時～ 12時
②ログハウスクラス
とき／毎週土曜日　11時～ 12時
③恵庭クラス
とき／毎月第1・第3月曜日　11時～
12時
ところ／恵庭市市民活動センター（恵庭
市緑町2丁目1-1 えにあす1F）
①～③共通
その他／換気、消毒、少人数制によりコ
ロナ感染予防対策しております。他、詳
細はお問い合わせください。
電話／ 090-6447-6686（竹内）

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18日（木）、25日（木）、4月1
日（木）、8日（木）、15日（木）※他の曜日
はお問合せください。各日①10時～11
時 ②11時30分～12時30分 ③15時
～16時 ④16時30分～17時30分
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／ 3000円
申込期限・定員／前日までに申込（18日
のみ当日可）・各回1人
持ち物／動きやすい格好、ボトムスのみ
ウェアの貸出有
その他／感染症対策のため、室内ではマ
スクの着用をお願いします。また、ヨガス
タジオへのお問合せ等はご遠慮ください。
問合せ・申込・電話／ 080-6535-1906
（kanoko）

HAND MADE パーツ市 
　千歳で初めての開催です。アクセサリ
ーパーツ、ビーズ、パワーストーン、革・
布はぎれセット、手芸用ブレード、ちりめ
んカット、毛糸、毛糸針、ボタン、紙バン
ドなど販売。キッチンカーたこ焼き「たこ
助」さんも来ます（22日のみ）。マスク着
用お願いします。
とき／ 3月20日（土・祝）～22日（月）
10時～ 16時
ところ／ｙ-Works（千歳市朝日町4丁目
8）※駐車場有
問合せ・電話／ 080-3266-1427（伊藤）

こっそり耳つぼの会
　耳つぼマッサージ・施術（20分）、ヘッ
ド・フェイスカッサ（10分）、ハンドマッサ
ージ（15分）の中よりお好きな施術をお
選びいただけます。副作用無しの耳つぼ
をお楽しみください。マスク着用お願いし
ます。予約優先。「HAND MADE パーツ
市」と同時開催。
とき／ 3月21日（日）10時～ 13時
ところ／ y-Woks内（千歳市朝日町4丁
目8）※駐車場有
参加費／ 500円～
問合せ・申込／耳つぼピッピ
電話／ 080-5591-4698（のぼりたて）

キモノ☆ティータイム
　服の上からのカジュアルな着付けを楽
しみながらティータイム。着付け初心者
大歓迎です。申込不要。
とき／ 3月25日（木）13時～ 15時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1
丁目15）
参加費／ 200円
持ち物／着物や浴衣、帯、紐2本。
問合せ・電話／ 090-3140-3404（古谷）

写真整理相談会
　写真整理アドバイザーが相談会の講師
を担当します。コロナ禍でも相談ができ
るようオンライン通話の方法もお伝えで

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

3月24日（水）
4月2日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

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


	17

