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千歳市
千歳ワカモノミライサロン
　ゲストと一緒に、自分が将来どん
なふうに生きたいか、何に挑戦した
いかを考えてみんなで共有するワー
クショップです。高校生～大学生が
対象。自分のやりたいことがわから
ない人、やりたいことはあるけれどど
うすればいいかわからない人、進路
に悩んでいる人、夢を共有して形に
しよう！
とき／ 4月17日（土）13時～ 15時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1-15）
対象／千歳市内に在住、または通学
している高校生～大学生
参加費／無料、ソラクラゲのくらげっ
きー（クッキー）付き
定員／ 10人
ゲスト／合同会社ソラクラゲ　代表　
稲垣　菫さん
問合せ・申込／イロイロリビング
電話／ 090-6872-6579（坪田）

園芸療法講座ぴいぇ
＊優しい香りで一足早い春を体感し
よう
　可愛らしいビオラの花を見ながら
香りを感じ、身近に一足早い春を感
じてみませんか？　①園芸療法のお
話、②ビオラの植え替え、③エディブ
ルフラワーの種まき、④手湯、その
他自然を感じられる活動を予定して
います。要申込。
とき／ 4月19日（月）10時～ 12時
30分
ところ／医療法人資生会千歳病院　

園芸療法ガーデン（千歳市桂木1丁
目5-6）
講師／富永まゆみさん（園芸療法士）
参加費／ 3000円（おやつ、お茶代、
保険料込み）
定員／ 5人　※お子様連れ、ご相談
ください
申込期限／ 4月18日（日）まで
問合せ・申込／園芸療法講座ぴいぇ
事務局
電話／ 050-5360-3137

護身術体験講習会
＊少林寺・スポーツチャンバラ
　護身術では万が一危ない状態にな
った時、相手を倒すためではなく危
ない状態からいかに安全に逃げるか
ということが大切です。講習会では
楽しみながら体験します。参加無料、
要申込。
とき／ 5月9日（日）9時30分～11
時30分
ところ／総合武道館柔道場
定員／ 30人（申込順）
対象／市内居住の小学生以上
申込方法／ 4月15日（木）～23日
（金）ホームページより申込（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／ 22-4150（9時～17時、日・
月・祝休み）

千歳市手話講座（上級Ⅰ課程）
　手話通訳技術の習得を目的に、手
話講座（上級Ⅰ課程）を開催します。
この機会にぜひ受講しませんか。
対象／千歳市内在住の高校生以上
で、中級課程修了者または同等の方
定員／ 10人程度
とき／ 5月11日～ 12月21日（毎
週火曜日、全32回）19時～ 20時
30分
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丁目11）

参加費／テキスト代3080円、ボラ
ンティア活動保険350円
持ち物／筆記用具
申込期限／ 4月30日（金）まで
申込／千歳市社会福祉協議会　地域
福祉課
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

恵庭市
えにアートギャラリー
＊お針子うさぎ会のパッチワーク展
　お針子うさぎ会の方々の作品展で
す。ご興味のある方、はなふるにお
立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。
入場無料。
とき／開催中～ 5月5日（水・祝）9
時～17時
ところ／花の拠点はなふるセンター
ハウス（南島松828-3、道と川の駅
花ロードえにわ裏手）
問合せ／恵庭市教育委員会社会教育課
電話／ 33-3131（内線1714）

歴史を楽しもう会会員募集
　この度、4月より新たに歴史を楽し
もう会恵庭（千歳）を発足することに
なりました。千歳や恵庭にお住まい
で、日本の歴史に関心がある市民、
学生の方、年齢や性別は問いませ
ん。是非ご参加ください。歴史を基
礎から楽しく学びましょう。毎月土日
を中心に2～ 3回、歴史学習会、歴
史お話し会、史跡巡り、骨董品鑑賞
会、歴史読書会等を行います。
とき／ 4月11日（日）13時40分～
16時
ところ／恵み野会館会議室2（恵み
野会館2-12-2）
参加費／入会金無料、月会費700
円、学生は300円
持ち物／筆記具
申込方法／できましたらショートメー
ルでお願いします。
問合せ／歴史を楽しもう会札幌
電話／ 080-4728-0020（岡田、シ
ョートメール可）

親子ふれあい教室
＊親子でクッキング
　親子でおいしい料理をつくりましょ
う。今回は池田玲子さんを講師に招
き、チョコレートパン、ピザパン、カッ
プケーキを作ります。
とき／ 4月17日（土）10時～ 12時
ところ／島松公民館調理実習室（島
松本町3-12-20）
対象・定員／小中学生とその親・16
人（子どもだけの参加は中学生以上）

参加費／ 1家族700円（材料費）
持ち物／マスク着用、持ち帰り容器、
エプロン、三角巾
申込方法・期限／電話にて4月13日
（火）、人数多数の場合は抽選
その他／新型コロナウイルス感染症
拡大の状況によっては中止となる場
合があります。
問合せ・申込／恵庭市島松公民館
電話／ 36-7503

第1回カリンバ土曜講座
＊ユカンボシ川流域の発掘調査から
　1回目は恵庭市郷土資料館の鈴木
将太学芸員が、令和2年度に発掘調
査を行ったユカンボシE13遺跡等の
調査成果をスライド等を使って解説
します。要申込・参加無料。
とき／ 4月24日（土）10時～ 11時
30分
ところ／恵庭市郷土資料館
参加対象・定員／小学4年生以上・
先着20人※マスク着用
問合せ・申込・電話／ 37-1288（恵
庭市郷土資料館）

サロン おはな
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、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。参加無料。
とき／ 4月17日（土）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／ 4月17日（土）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。
問合せ・申込・電話／ 080-4044-
8313（おはな代表石上）

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14日（水）
4月23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

のんびりクルーズ

苫小牧営業所開設

旅行代金は
全て税込

帯広市西1条南26丁目1番地
お陰様で62周年

月～土曜/10～14時
（日・祝 休み）

旅行
企画・実施

北海道知事登録旅行業第2-583号
※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。

☎0155-24-2414

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）

カタクリ・エンゴサク群生地浦臼神社
石狩『佐藤水産』
生ちらしランチとお買物
道の駅厚田・とうべつ・つるぬま

7,850円〈 大 人 〉
お一人様

5/1（土）

日帰り

日帰り

3日間

千歳営業所・千歳道の駅集合場所
出発▶8:30
帰着▶17:00頃
1昼付食事

カタクリの森を散策
旭川男山自然公園
・酒造り資料館
6,950円〈 大 人 〉

お一人様

4/29（木・祝）

5 /3（月・祝）

千歳営業所・千歳道の駅集合場所
出発▶7:00
帰着▶16:00頃
なし（ラーメン村で各自）食事

日帰り

留萌でちょっと贅沢ランチ
特選生にぎり寿司
増毛遠藤水産・国稀酒造・
道の駅深川 お買物
12,550円〈 大 人 〉

お一人様

5/21（金）

5/26（水）

千歳営業所・
千歳道の駅

集合場所

出発▶8:00
帰着▶17:00頃
1昼付食事

2日間

松前城公園・
五稜郭公園
道南桜名所
めぐり

4/28（水）

5 /1（土）

苫小牧営業所、千歳営業所・千歳道の駅集合場所

松前さくらまつりと
函館五稜郭公園

4/26（月）

帯広本社、千歳道の駅集合場所

1昼（矢野旅館 松前海苔だんだん）付食事

26,800円
〈 大 人 〉お一人様（1～2名1室）

★フェリー・道南のツアーは千歳発が15名様未満の場合、苫小牧発のみになります。
　千歳（清流3丁目3-12）・苫小牧（入船町3丁目2） 駐車場有

日帰り・宿泊バスツアー
■定員：25名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

桜の弘前公園たっぷり見学と
名湯「酸ヶ湯温泉・千人風呂」入浴

3日間

5/2（日）

4/25（日）

1朝付食事

1・2泊目▶船中泊 シルバーフェリー(2等）宿泊

1・2泊目▶ホテルニューオーテ宿泊

千歳営業所・千歳道の駅、
苫小牧西港フェリーターミナル

集合場所

苫小牧⇔八戸フェリー利用

28,800円千歳

25,800円苫小牧

30,800円
27,800円

〈 大 人 〉お一人様 4/25（日） 5/2（日）

29,800円A

28,500円B
34,500円
30,500円

〈 大 人 〉お一人様 4/28（水） 5/1（土）5/1（土）

※湯の川温泉コースも有
　（要お問合せ）

温泉プランA 湯の川温泉湯本啄木亭（2～5名1室）
街中プランB スマイルホテル函館（2～3名1室）

宿泊
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