
2021年4月2日（金）ちゃんと 18

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

4/16（金） 公開 名探偵コナン 緋色の弾丸

©2020 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会 
監督：永岡智佳
声の出演：高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也、池田秀一
配給：東宝

“日本を貫く弾丸”真空超電導リニア、
起動！決して止めることのできない
哀しみの連鎖が今、加速する。

© 佐木隆三 /2021「すばらしき世界」製作委員会
監督：西川美和
出演： 役所広司、仲野太賀、六角精児、北村有起哉、白竜、キムラ緑子、

長澤まさみ、安田成美、梶芽衣子、橋爪功
配給：ワーナー・ブラザース映画

4/2（金） 公開 すばらしき世界

下町の片隅で暮らす、短気だがまっすぐで
優しい男、三上。しかし彼は、人生の大半
を刑務所で過ごした元殺人犯だった。一度
社会のレールを外れた男が出会う新たな世
界とは―。

© 和月伸宏／集英社　©2012「るろうに剣心」製作委員会　©2014「るろうに剣心 京都大火／伝説の最期」製作委員会
監督：大友啓史
出演：佐藤健、武井咲、青木崇高、蒼井優、江口洋介
配給：ワーナー・ブラザース映画

4/23（金）公開「るろうに剣心 最終章 The Final」をより楽し
んでいただくため、過去作の一挙上映を実施することが決定。特
別映像と入場者特典と共に、大きなスクリーンで大迫力のアクショ
ンを味わうことのできるまたとない機会、ぜひお見逃しなく！

4/2（金）～4/8（木）

4/9（金）～4/15（木）

4/16（金）～4/22（木）

るろうに剣心
るろうに剣心 京都大火編
るろうに剣心 伝説の最期編

教室名 講師 曜日 時間 教材費（月平均） 定員 場所
ＺＵＭＢＡ

東　友子 月
10時～11時

不要
30

座ってリズム体操 13時～14時 30
フラワーアレンジメント 清水　浩子

火

10時～12時 花代１回2200円程度 12
実践英会話 川村　ジェアネッテ 10時～12時 500円 30
歌舞伎おどり 藤間　阿桂美 10時～12時 300円 10
ハワイアンダンス 吉岡　恵里子 13時～14時30分 不要 40
パソコン入門
（ノートパソコン持込み） 池内　秀樹

水
10時～12時 300円テキスト代別途 10

アトマナンダ・ヨガ入門 前山　知絵美 13時～14時 不要 30
パソコン応用
（ノートパソコン持込み） 池内　秀樹

木
10時～12時 300円テキスト代別途 10

健康ヨガ 前山　知絵美 10時～11時 不要 30
ソフトダンス健康体操 東　友子 13時～14時 不要 30
囲碁 小島　正善 13時～16時 不要 20
きもの着付け 神田　真弓

金

10時～12時 300円 12
三味線中級 小柳　隆 10時～12時 糸及び三味線の教材費1000円 12
リンパセラピー 野村　圭子 10時～12時 年間6000円 20
さわやか健康体操 宮本　昌子 13時30分～14時30分 不要 40
スポーツ吹矢 伊丹　りし 13時30分～15時30分 年間500円 10
茶道 玉木   幸代

土
13時～15時 1500円 10

三味線初級
小柳　隆

13時～15時
糸及び三味線の教材費1000円

12
津軽三味線 日 10時～12時 12
ヨガ入門 稲田　友里 水・木 19時～20時 不要 30

フラメンコ 平　稔子
火

19時～20時30分 シューズカスタネットを必要
とされる方は、紹介します。 12

フラダンス 井田　真理子 19時～20時30分 不要 40
英会話中級 コホ ＪＣ Ｊｒ 19時～21時 400円 20
英会話初級 モーリンズ・マイケル・アーロン 水 19時～21時 400円 20
ジョーの日常英会話 ピケ・ジョー・ジェイムス

木
19時～21時 400円 20

きもの着付け 渡邊　喜美枝 19時～21時 不要 12
はじめての社交ダンス 小清水　歩美 19時～20時30分 不要 20
ふっくらパン 齋藤　恵子 水 10時～13時 1500円 24
やさしい基本　ストレッチ体操 前山　恭子

木
13時20分～14時20分 不要 30

コンディショニング 上小鶴　孝子 13時30分～14時30分 100円 15
陶芸 宝住　政雄 土・日 13時～16時 1500円 15
ストレッチ体操 前山　恭子 火 18時～19時 不要 30
社交ダンス 熊谷　義美、熊谷　勝代 木 19時15分～20時45分 不要 30
粘土工芸 中原　恵美子 火 10時～12時 1500円～ 2000円 20
書道（昼) 伊澤　清美 水 10時～12時 年間1000円テキスト代別途 25
水彩絵画 竹津　昇 土 10時～12時 500円水彩画道具別途 20
書道（夜） 伊藤　泰洞 水 19時～21時 不要 30

	 千歳公民館（千歳市真町176番地の3）　☎0123-23-2740

千歳公民館からのお知らせ

問合せ

令和3年度

公民館教室 受講案内
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対 象 15歳以上の千歳市民、または市内に勤務する方
と き  5月～翌年3月の年間30回コース（ZUMBA・座ってリズム

体操・フラワーアレンジメント・歌舞伎踊り・着付け〈昼〉・
さわやか健康体操・フラメンコ・ふっくらパンは各20回）

申込期間 3月27日（土）～ 4月4日（日）
申込方法 申込書に必要事項を記入の上、下記へ申込みください。
  千歳公民館（第1・3月曜日休館）・北ガス文化ホール及び市民

ギャラリー（月曜日休館）・向陽台、東部、支笏湖の各支部及
び千歳市シルバー人材センター（各土・日休館）

 ※申込時に「郵便局払込取扱票」「払込要領」「教室の日程」をお渡しします。
 ※お子様連れの受講はご遠慮願います。
 ※ 申込みされた教室が定員を超えた場合は4月11日（日）公民館で公開

抽選を行います。なお、同一日に複数の教室を申し込む場合は希望順
位を○で囲ってください。抽選時間等は郵送により連絡します。定数
以内の教室は特に連絡しませんので、申込時にお渡しする「払込取扱
票」にて受講料の納入を行ってください。また、受講申請者が少数のた
め開講できない場合は、その旨連絡します。

受 講 料  1教室年間9000円（ZUMBA、座ってリズム体操、フラワーア
レンジメント、歌舞伎踊り、きもの着付け〈昼〉、さわやか健康
体操、フラメンコ、ふっくらパンの20回コースは各6000円）

 ※受講料のほか、教材費が必要となる教室があります。
納入期間 4月19日（月）～ 4月27日（火）
納入方法  郵便局振込み（返金はできません。）
納入時間 9時～ 16時（土・日・祝日は払込みできません）

一部日程又は会場が、貸館の都合上変更する場合があります。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため定員・会場の変更、中止、延期等があり得ますことを予めご了承ください。

申込について

受講料について

教室について

まちかどトピックスまちかどトピックス

　生活協同組合コープさっぽろは3
月26日、恵庭市に対し新入学児童
用のランドセルカバーを寄贈しまし
た。コープさっぽろ宅配事業本部函
館苫小牧地区長の長谷川義憲さん
（写真右から3人目）と同本部千歳
センター長の吉本圭太さんが、マス
コットキャラクターのトドックと共
に恵庭市役所を訪れ、原田裕恵庭市長に手渡しました。
　コープさっぽろは2010年から毎年、新1年生が入学する前の時期に
ランドセルカバーを全道の小学校に寄贈しています。恵庭市では、8小
学校合わせて約600人（3月25日現在）の新1年生全員に配布されま
す。
　長谷川さんは「今年も白クマのトドック、北海道犬のカケル、エゾリ
スのクルリンのコープさっぽろ3キャラクターが登場するデザインと
なっています。このカバーを付けて元気に登下校してほしいと願って
います」と挨拶。原田市長は「4月6日には、新1年生が入学式を迎えま
す。恵庭市としても児童たちをしっかり指導してまいります。毎年の
ご寄贈ありがとうございます」と謝意を伝えました。

コープさっぽろがランドセルカバーを寄贈
恵庭市内の新小学1年生全員に

ちとせ・まち
魅力検定2020
応用編Ⅰ

問題は15ページ

問題1  藤村信吉　
問題2    問1　イ ナイベツ川 

 問2　名水ふれあい
問題3   （1） ウ 池沼　 

 （2） エ 畑 
 （3） ア 原野 
問題4   イ→ウ→ア→エ （古い→新しい）
問題5   （1）ウ ウコンウツギ

 （2）イ イワヒゲ
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