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2021 年 4 月 9 日（金）

ちゃんと

千歳市教育委員会生涯学習課からのお知らせ
《みんなで、ひと・まちづくり委員会自主事業》

ちとせ を

元気に

応援隊

後期

PRESENT
1

～知る・語る・広める ちとせの魅力まちづくり～

《令和3年4月24日（土）》13:30〜15:30

第1回

「身につけよう！ 企画力～企画の方法を学ぶ～」
《令和3年5月15日（土）》13:30〜15:30

第2回

「やってみよう！ テーマに沿った企画体験」
《令和3年6月12日（土）》13:30〜 15:30

第3回

「企画発表会～未来のちとせのまち～」

定

員

みんなで、ひと・まちづくり委員会（千歳市教育委員会生涯学習課内）
☎ 24-3153
FAX 27-3743

おしえて！ お医者さん
なの花薬局の取り組み
なの花薬局千歳店

管理栄養士

宛先

問合せ
申込

千歳の魅力を知り、伝え、広める活動に関心のある、市内在住の人
中心街コミュニティセンター 1・2 号室（千歳市幸町 4 丁目 30）
令和 3 年 4 月 20 日（火）まで
電話・FAX または千歳市ホームページ入力フォームからお申
込ください。
30 人（定員を超えた場合は抽選）

リニューアルした

「キリン カラダ FREE（カラダフリー）」

1ケース
（350ml×24 本）を1名様にプレゼント！

ノンアルコール・ビールテイスト飲料の機能性表示食品「キ
リン カラダ FREE」が、原材料の配合を見直してフルリニュー
アルしました（3 月製造品から順次切替）。ホップから開発さ
れた「熟成ホップ由来苦味酸」による、お腹まわりの脂肪を減
らす確かな機能はそのままに、さらにゴクゴク飲める爽快な
おいしさと人工感のないすっきりとした後味を実現。中味・
パッケージともに生まれ変わった「キリン カラダ FREE」を
1 名様にプレゼントします。
提供／キリンビール北海道千歳工場
①郵便番号・住所 ②氏名（フリガナ） ③性別 ④年齢 ⑤職業 ⑥電話
番号 ⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー ⑧面白くなかったと感じ
たコーナー（理由を含めて） ⑨あなたの「コロナ禍で始めた、新たな趣味
や気晴らし」を教えてください。 以上すべてをご記入の上、
「キリン一番搾
り生ビール」と明記し、WEB 応募フォームまたはハガキ・FAX・E メール
でお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。

応募方法

対
象
ところ
申込期限
申込方法

名様

【住所】〒 066-0073 千歳市北斗 4 丁目 13 番 20 号
㈱メディアコム「ちゃんと」編集部
【FAX】0123-27-4911 【E メール】present@chanto.biz

WEB
応募
フォーム

なの花薬局千歳店4月管理栄養士在席予定日：4月8日午後、12日、14
日午後、15日午後、19日、20日午後、22日午後、27日、28日午後。
在席予定日以外でも予約を取っていただければ、対応致します。
■クックパッドへのレシピ投稿

石山由理佳

なの花薬局には管理栄養士が在席しており、無料栄養相談やクックパッド
へのレシピ投稿、試食会、健康相談会など様々な取り組みを行っています。
今回は無料栄養相談とクックパッドの取り組みについて紹介します。

なの花薬局管理栄養士は、レシピの考案もしており、さば缶アレンジレシ
ピや10分以内で作れる時短レシピ、カルシウムがとれるレシピなど、様々な
用途に合わせた内容で作成しています。 最近では、料理レシピサイト「クッ
クパッド」への投稿も始めました。 気になる方は、
「な
の花薬局 クックパッド」で検索、または QRコード
からお読み込みください。フォロー＆つくれぽもお

■無料栄養相談

薬の待ち時間を利用して、無料で栄養相談を実施しています。 血糖値・
血圧・中性脂肪が気になる、美味しく減塩する工夫が知りたい、食習慣や
検査値を改善・減量したい、離乳食や子どもの好き嫌いで悩んでいる方など

どなたでもご相談することができます。 処方せんを持たずに栄養相談のみの
来局も大歓迎です。 管理栄養士が在席中は予約がなくても受けることができ
ますが、不在のこともありますので、その際は事前予約を取っていただくこ
とをお勧めします。 栄養相談をご希望の方は店舗職員にお声がけください。
電話での事前予約も可能です。 1回の相談時間は30分程度です。 検査デー
タがございましたら、一緒にお持ちください。その際、感染予防対策として

待ちしております。クックパッドに掲載している一部
のレシピは、薬局にも設置していますので、お立ち
寄りの際はぜひ、ご覧ください。

なの花薬局千歳店は千歳駅直結「千歳ステーションプラ
ザ４階」にあります。なの花薬局では地域の皆様一人ひと
りに寄り添う薬局として様々な取り組みを通じて、地域の皆
様のサポートを目指しています。

マスクの着用、アルコール消毒の徹底、飛沫防止シートの設置など対策もし
っかり行っています。

カケスさん の自然散歩
「月」
の呼び名
しこつ湖自然体験クラブ＊トゥレップ 理事 中原“カケス”直彦

いよいよ春ですね！ 草花が顔を出し木々の芽が膨
らんで、やがて爆発的な北海道の春がやって来ます。
先日、
「カケスさんが毎月紹介するアイヌ語の月の
呼び方は、どのように伝わって来たものですか？」とい
うご質問を頂きました。新しい１年の始まり、新年度
に合わせて今回はまとめてご紹介しましょう。アイヌ
民族は、冬が終わり日が長くなる３月を年の始まりと
することが多いようです。

4月14日（水）必着

※当 選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

読 者 プレ ゼ ント

養成講座

千歳の魅力・自分の経験やスキルをたくさんの人に伝えたい！ やってみたい！
を形にするための、企画運営方法を学ぶ講座（全3回コース）です。本講座を受講し
た方は、ちとせを元気に応援隊として、千歳の魅力を広げる活動を実践します。

応募締切

お問合せ先：なの花薬局千歳店

TEL0123-26-0200

祝いの月
イノミ チュプ
トエンタンネ チュプ 日照時間が長くなり始める月
4 月 ハプラプ チュプ
鳥が来て鳴く月、あるいは木の葉の開く月
ヒメイズイ（ユリ科の植物）
、あるいはオオウ
5 月 モ キウタ チュプ
バユリを採り始める月
6 月 シ キウタ チュプ ヒメイズイ、あるいはオオウバユリを盛んに採る月
7 月 モ マウ タ チュプ ハマナスを採り始める月
8 月 シ マウ タ チュプ ハマナスを盛んに採る月
9 月 モ ニヨラプ チュプ 落葉が始まる月
10 月 シ ニヨラプ チュプ 落葉が盛んな月、またはサケが来る月
11 月 ウンボク チュプ
足の裏が冷たくなる月
12 月 シュナン チュプ
たいまつで漁撈をする月
弓が折れるほどに狩猟を行う月、あるいは弓
1 月 ク エ カイ
が折れるほど寒い月
2 月 チウ ルプ チュプ 海が凍結する月
閏月 ホルカバ
後戻りする月
3月

『あいぬ風俗略志』による〈表 1〉

美々川源流に咲いたフクジュソウ
髙橋直宏氏 2021/3/28 撮影

私がご紹介している「月の名」は「1892 年刊行の『あいぬ風俗略志』
（村尾
元長 著）」という資料に基づいています。国立国会図書館が所蔵しインター
ネット上に公開しています。
〈表１〉
また「公益財団法人 アイヌ民族文化財団」は、北海道各地のアイヌ民族の
古老から聴き取った、石狩川・十勝・静内・旭川・沙流・白老・多蘭泊（サ
ハリン）の各地方での「月の呼び名」をウェブサイトで紹介しています。
（「アイ
ヌ民族文化財団」で検索）

このウェブサイトで各地方を見比べ
てみると、長い間営んでいるその土地
独自のアイヌ民族の暮らしや大切に
していることを、うかがい知ることが
できます。どれもとても詩的で美しい
言葉だなぁと感じ入ります。ぜひ覗い
てみてください。
●略歴 カケスさん

「なの花薬局
クック パ ッ
ド」へ は こ
ちらから↓

3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10 月
11 月
12 月
1月
2月

その中から千歳・恵庭
を含むと考えられる「石狩
川」地方での呼び名と意
味をここに載せます。これ
は『昭和 56 年度アイヌ民
俗文化財調査報告書 ア
イヌ民 俗 調 査Ⅰ
（旭川地
方）』
（北海道教育委員会，
1982 年）から引用された
もので、日本語訳は同書
の内容を要約して付けた
ものです。
〈表２〉

トエタンネ
ウパシルレ チュプ
ムント°ツカ チュプ
トイタ チュプ
クンネヤシ チュプ
クンネスシ チュプ
ヤシ チュプ
コムニラン チュプ
ニテクランケ チュプ
ウパシランケ チュプ
イノミ チュプ
タシクル チュプ

日、長くなる
雪をとかす月
草を生やす月
土を掘る月
夜、流し網する月
夜、沐浴する月
流し網する月
フキの茎が枯れ落ちる月
木の枝、落とす月
雪、降らす月
祈る月
霜、降る月

「石狩川」地方での呼び名と意味〈表 2〉

中原直彦 （社）日本自然保護協会の自然観察指導員。市民団体「しこつ湖自然体験クラブ＊トゥレップ」
理事。千歳アイヌ文化伝承保存会会員。小学校非常勤講師、専門は環境学習。音楽活動ではブルーグラ
ス・バンドを主宰。1960 年、苫小牧市生まれ。千歳市向陽台に在住。

