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千歳市
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／ 4月3日（土）、10日（土）17
日（土）、25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／開催日の前日まで
問合せ・申込／ちとちょこ
電話／ 090-5227-2595（時田）

おしゃべり処 あまりりす
　認知症についての移動サロンで
す。認知症についての相談コーナー
のほか、クラフトかご作り体験、フッ
トマッサージができます。要申込。
とき／ 4月5日（月）、12日（月）、
26日（月）13時～ 15時
ところ／千歳市社会福祉協議会2階
（千歳市東雲町1丁目11）
参加費／クラフトかごを作る方は
300円
持ち物／クラフトかごを作る方はハサ
ミ、木工用ボンド、洗濯ばさみ20個
定員／ 10人
問合せ・申込／千歳市北区地域包括
支援センターまたは医療法人資生会 

千歳病院までお電話ください。
電話／ 0123-25-8180（千歳市北
区地域包括支援センター 吉田）
電話／ 0123-40-7111（医療法人
資生会 千歳病院 作田）

アリスセンター
＊「はじめてママ講座 2回コース」
　赤ちゃんが生まれて初めてママに
なった人に向けた講座です。１回目は
「わらべうたベビーマッサージ」、2
回目は「離乳食講座」です。参加無
料、要申込（抽選有）。
①わらべうたベビーマッサージ
とき／ 4月16日（金）10時～ 11時
持ち物／バスタオル、飲み物
②離乳食講座
とき／ 5月21日（金）10時～ 11時
①②共通
対象／第1子を子育て中の親子（生
後10カ月までの子と保護者）
定員／ 5組（抽選）
申込日／ 4月5日（月）、6日（火）
12時～ 15時
問合せ・申込／アリスセンター（千
歳市勇舞1丁目1-1）
電話／ 24-8341

体験ミニパパクラブ
　赤ちゃんのお風呂の入れ方などの
実習を、ご夫婦で協力しながら子育
ての準備が出来るプログラムです。
とき／ 4月17日（土）①9時30分
～ 10時30分 ②11時～ 12時 ※
①②同じ内容、都合の良い時間で予

約下さい。
ところ／千歳市総合保健センター
対象／千歳市にお住まいの妊婦中の
ご夫婦
定員／各10組（先着順）
持ち物／母子健康手帳、父子健康手
帳、筆記用具
問合せ・申込／千歳市保健福祉部 
母子保健課 母子保健係
電話／ 24-0771

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？　「話すこと聴くこ
とで心をかるく」を目的に開催してい
ます。人数把握のため前日までにご
連絡ください。
とき／ 4月18日（日）14時～ 16時
参加費／ 100円（会場代）
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店 2階和室
問合せ・申込・電話／ 090-5822-
8798（不登校訪問支援カウンセラ
ー・今野）

わくわくママクラブ①
＊妊娠中の過ごし方コース
　管理栄養士、歯科衛生士、保健
師が妊娠中の身体のことをお話しま
す。ぜひご参加ください。
対象／千歳市にお住まいの妊婦さん
とき／ 4月20日（火）10時～ 11時
ところ／千歳市総合保健センター
持ち物／母子健康手帳、筆記用具
問合せ・申込／千歳市保健福祉部 
母子保健課 母子保健係
電話／ 24-0771

恵庭市
えにわ楽々歩こう会からのお
知らせ
　4月からの体験会は当面の間、中
止とさせていただきます。再開する
事が決まりましたら、お知らせいたし
ます。それまでは体調を管理されて
ください。
問合せ・電話／ 36-7877（松尾）

パンジー・ビオラ販売会
　今年も質の高い花苗を安価で提供
します。本年は2020年11月にオー
プンした花の拠点「はなふる」で実施
します。参加無料の講習会やオーク
ションも開催。ご来場の際はマスク
着用をお願いいたします。
とき／ 4月17日（土）9時～14時
ところ／花の拠点はなふる（道と川
の駅花ロードえにわ裏）
問合せ／恵庭市花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

第3回恵庭フットパス市民公
開講演会
＊歩いて探る恵庭の魅力！
　コロナに負けるな！令和3年度新
会員を募集。恵庭フットパスの魅力

と愛好会の活動紹介と、小川浩一郎
氏による講演会「まちづくりフットパ
スの魅力」を開催します。参加無料。
とき／ 4月24日（土）14時～ 15時
30分
ところ／えにあす会議室（緑町2-1-1）
対象・定員／どなたでも（入会を希
望される方）・50人（申込順）
申込方法・期限／電話、FAXにて・
4月22日（木）まで
その他／入会される方は、年会費
1500円徴収致します。
問合せ・申込・電話・FAX ／ 090-
9529-4829・FAX32-8092（事務局
前田）

英語学習クラブ説明会・相談
会のお知らせ
　4月から新しくスタートする英語学
習クラブの参加者を募集中です。当
会は塾でも英会話教室でもありませ
ん。生徒1人1人が自主的に英語力
や学ぶ姿勢を育てる学習クラブです。
特色として、①塾のように高価なテキ
ストを使わず、成績に直結する学校で
の教材と当会の副教材を中心に基礎
から学習します。②英会話より学校で
の授業をしっかり理解する読解力や
文法力などの英語力を育みます。独
自に30段階の英単語練習も行いま
す。③基本的に少人数で1対1の個
人指導ですが、単に答えを教えるの
ではなく、解き方を指導します。④平
日週2回程度17時～ 19時。⑤スタ
ッフは、学生アルバイトではなく、首
都圏での教職歴27年の教員です。
英語が苦手、英語を得意科目にした
い中学生（小学生や高校生も可）是
非一緒に学びましょう。相談会は参
加費無料。
とき／4月10日（土）13時～14時、
14時～ 15時、15時～ 16時の3
回から希望する時間帯をお選びくだ
さい。
ところ／恵み野会館学習室（恵庭市
恵み野北2-12-2）
持ち物／お子様の使用しているテキ
スト名などが分かると便利です。
申込期限・方法／ 4月8日（木）までに
ショートメールか電話（10時～12時）
問合せ・申込／恵庭英語学習クラブ
電話／ 080-4728-0020（オカダ）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 4月3日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②旅するおむすびワゴン おむすびす
みす
とき／ 4月4日（日）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③道民共済「移動説明会」
とき／ 4月6日（火）10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
④ベビーカステラ販売
ところ／ 4月6日（火）10時～17時

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

4月7日（水）
4月16日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

TEL.080-9613-3416 之善  口山）表代（ 21-8-1町明有市庭恵

ビニールハウス、
お譲りください！

買取金額、引取日時はご相談のうえ、
まずはお気軽にお電話ください。
ご連絡を心よりお待ちしております。

北海道で
おいしいトマトを育てるために、
ビニールハウスを集めています。

』…いたし分処ろそろそ『 』…いないてっ使年長『
そのハウス、買い取ります！

日曜・祝日エステ
営業しています

¥3,850お腹もみこみお腹もみこみ ¥3,300
お腹コースお腹コース ¥5,390

Body ［35分］

¥6,600［90分］
温め・シャワー付

EMS

¥4,950スプリングコーススプリングコース ¥4,180
基本コース・超音波・選べるマスク

Face

［25分］プチフットプチフット ¥1,320¥1,650

［65分］

¥10,780毛穴スッキリうるおいコース毛穴スッキリうるおいコース ¥7,590
基本コース・レベルUP超音波・ピートパック・スクリューバー・選べるマスク

［95分］

tel. 37-2517
恵庭市恵み野西6丁目22-1

open 9:30~
《価格は全て税込》

当日の電話予約は18:00まで受付しております!　
定休日/毎週火曜日定休日/毎週火曜日

オプション

エステサロン

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》
たちばな

ちゃんとクーポン
新規の方 or 2年以上ご来店していない方限定 

500円引き
エステサロンエステサロン

たちばな

※有効期限：4/30まで ※本券1枚につき1名様のみ有効 
※他券併用不可 ※来店時提示

■恵庭市島松寿町2-7-5 
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

http://wan-nyan-hokkaido.com
●道保011620351号 　●道訓011640351号

tel 090-9432-7771

●以前ペットホテルに預けたら… 
●急な入院で…　●旅行したいが… 
●仕事の都合で散歩が… etc

日本ペットシッター協会公認

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。

新型コロナウイルス感染予防の為、
マスク、手袋等を着用、出入時の消毒、
換気の徹底、シッターの過去1週間の
検温提示を行っております。

年中無休

ぜひお越しください!ぜひお越しください!4月9日オープン!!4月9日オープン!!
LINE公式アカウントはコチラから登録!

千歳市釜加332-3千歳市釜加332-3
営業時間/10～17時営業時間/10～17時

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
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