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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。

4月体調改善コア体操教室
　背骨周りを整えたり、リンパを流す体操を
して、体の歪みを整える体操を簡単にお伝
えします。コロナ対策もしておりますのでご
安心ください。部活動で身体を故障してい
る方にもオススメです。詳しくはお問い合わ
せください。
とき／①毎週火曜日、木曜日（計8回）10
時～ 11時　※女性のみ
参加費／ 800円
とき／②日曜夜クラス（4月25日）19時～　
※男女問わず参加できます
参加費／ 1200円
①②共通
ところ／東雲会館　4号室（千歳市東雲町1
丁目10）
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタオル
問合せ・申込・電話／ 090-9437-2124（カ
ミコヅル）

美スキンケア
＊オーガニックからはじまる再生
　北海道初上陸！世界オーガニック認証機
関エコサートグリーンライフ認定のオーガニ
ック基礎化粧品体験会。敏感肌の方からエ
イジレスケアをしたい方まで、クレンジング
から日焼け止めを体験いただけます。初回
限定1500円相当の保湿パックプレゼント
付き。参加無料、前日までに要予約。
とき／ 4月17日（土）・18日（日）①11時　
②13時　③15時
定員／各3人
持ち物／基礎化粧品以外のメイク道具（必
要な方）、フェイスタオル（会場にも有）、マ
スク着用でお願いします。
問合せ・申込・ところ／ y-Works（千歳市
朝日町4丁目8）
電話／ 080-3266-1427（伊藤）

アトリエカラーC＆H教室展 
　洋裁教室の作品展示。一部販売もありま
す。入場無料。
とき／ 4月20日（火）10時～ 16時
ところ／旭ヶ丘町内会館（千歳市旭ヶ丘3丁
目8-1）
その他／ご来場の際はマスク着用検温、氏
名記入をお願い致します
問合せ／アトリエカラーC＆H
電話／ 23-4317（大久保）

「耳つぼジュエリーAzur×しのぱん
in結工房」コラボ企画
　7回目のコラボ企画です。耳つぼは、イベ
ント価格で2ヶ所の施術ができます！　肩こ
り・腰痛などの改善やリフトアップ等の体験
をぜひ！　パン教室では『全粒粉の塩バター
パン』を作ります！　どちらも結工房のお弁
当付きです！　詳細＆ご予約はお電話または
ご来店にて。
とき／ 4月21日（水）①パン教室11時～
13時（定員8名）②耳つぼ11時～14時（予
約制）
ところ・問合せ・申込／民家カフェ「結工房」
（千歳市勇舞8丁目4-10）
電話／ 090-1381-3355（平本）

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。雑貨販売、貸本などを
行う「よろず屋Cafe」も同時開催。
とき／ 4月22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）
持ち物／着物や浴衣、帯、紐2本、好きな
お菓子やお茶
電話／ 090-3140-3404（古谷）

ハーバリウムアクセサリー講座
　ハーバリウムを使ったピアス、リング、ネ
ックレスの中からお好きなものを作ります。
詳細はお問い合わせください。
とき／ 4月23日（金）10時～ 11時30分
ところ／住まいのリフォームCafe SUMAI
（千歳市北陽6-4-18）

参加費／ 1500円
定員／ 4人（先着順）
問合せ・申込／住まいのリフォームCafe 
SUMAI
電話／ 090-9514-8722 ）雲南（ 

チアリーディング千歳教室　体験会！
　体験無料!!　チアダンスや組体操、マット
運動などを取り入れた、総合的な運動能力
を高めるスポーツです。生徒による発表会
演技を披露します。
とき／ 4月23日（金）　18時30分～ 19
時30分
ところ／千歳公民館　2F　大集会室（千歳
市真町176番地3）
対象／年中～小学生
持ち物／動きやすい服装、室内シューズ、
飲み物
問合せ・申込／M&M club
電話／ 070-6604-6604（星）

イロイロリビングMonthly live
＊Music×Painting
　ヴォーカル千歳砂月さん、ピアノ木村ゆう
さんのデュオによるあたたかくもエネルギッ
シュな音楽と、千歳にアトリエギャラリーを構
え全国で活躍する油絵画家晴夏さんによるラ
イブペイントを同時に楽しめるイベントです。
とき／ 4月25日（日）14時30分開場、15
時開始（2部構成入れ替えなし）
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町
1-15）
参加費／ 2000円（高校生以下は無料）＋1
ドリンクオーダー　※ハーブティー、おにぎ
りの販売あり
定員／ 15人
その他／イロイロリビングは、皆さまからの
寄付およびイベント収益により非営利で運
営している、中心街をおもしろくするコミュ
ニティスペースです。
問合せ・申込／イロイロリビング
電話／ 090-6872-6579（坪田）

はじめての春ヨガ
＊春! ヨガで新スタート
　4月からの新しい健康習慣にヨガを始めま
せんか？ 冬の間、運動を控えていた方、心
も身体もほぐしにお越しください。ゆるやか
に全身を動かしてヨガで気分転換しましょう。
とき／ 4月16日（金）、17日（土）10時30
分～ 11時30分
ところ／えにあす（恵庭市緑町2-1-1）
対象・定員／どなたでも（初心者の方も大
歓迎）・8人
参加費／ 800円
持ち物／ヨガマット、タオル、水分、動きや
すい服装、ブランケット
申込期限／前日まで
問合せ・申込／ yogaKULAタグチ
電話／ 090-6992-0199（ショートメール可）

着物着付教室
　着物の着方を忘れた方、帯だけを習いた
い方、お待ちしております。
とき／毎月第3水曜日（4月21日、5月19
日、6月16日）いずれも10時～ 12時
ところ／有明会館（恵庭市有明町5-13）
参加費／ 1回500円
定員／数名募集
問合せ・電話／ 090-9087-9615（柳原）

ウクレレ無料体験講習
　ハワイアンミュージックなど、癒しの音楽
を奏でませんか。
とき／ 4月24日（土）10時～ 12時
ところ／恵み野会館（恵み野北2-12-2）
問合せ・申込・電話／080-3293-5889（廣瀬）

まちづくりスポット恵み野
①はぴナビカフェ「あたしん家」
　ママによるママのためのカフェです。新
年度スタート！ 新生活大丈夫？ モヤモヤも
イライラを話してスッキリしましょう。参加
無料。
とき／ 4月21日（水）10時～ 11時30分
ところ／まちスポ恵み野（恵み野里美2－
15フレスポ恵み野内）
その他／子づれ大歓迎。感染拡大防止対策
実施、オンライン対応可能
②しごとCAFE
　さまざまな職業のひとが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。今回のマスターは児童文学作家の
高杉六花さんです。参加無料、申込不要。
とき／ 4月28日（水）14時～ 15時
ところ／多目的スペースJUNCTION（恵庭
市島松寿町1-28-10）
①②共通
問合せ／まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232

犬好きさん集まれ
　みんなで可愛いワッペンを作ってみよう! 
今回は、自分の好きな色でオリジナルの可
愛い肉球作りにチャレンジ。可愛い骨に名
前も入れて、誰の名前を入れようかな? 親
子での参加もお待ちしております。小人刺
繍作家mirumaさんの作品の展示等もして
おります。ひょっこりと隠れている小人を見
つけてみてはいかがでしょうか。
とき／ 4月29日（木・祝)13時～ 16時
ところ／えにあす2Fクッキングスタジオ
参加費／ 1人1500円（1作品）、子供と一
緒2人（2作品）2300円
その他／お子様は必ず保護者様同伴でお願
い致します。入室される方全員のマスク着
用、手指消毒、会場内での検温をお願いして
おります。展示物の見学をご希望の方も大
歓迎です。お気軽にお問い合わせください。
事前期限／前日まで
問合せ／リリアンドッグスクール
電話／ 070-5467-4102（あぶらや、ショー
トメール可）

恵庭市体育協会からのお知らせ
①ノルディックウォーキング教室
　ノルディックウォーキングは、ポールを使
って、誰でも気軽にできる運動で、生活習
慣病予防にも効果的。初めての方も、わか
りやすく学べます。親子やご家族での参加
をお待ちしております。参加無料。
とき／ 5月15日（土）10時～11時30分。
悪天候の場合16日（日）に順延
ところ／中島公園（道と川の駅向かい）
対象／小学生以上で医師から運動を制限さ
れていない方。小学生が参加する場合は保
護者同伴となります。
定員／ 20人
持ち物／飲み物、上靴、帽子、タオル、動き
やすい服装と運動靴。ノルディックウォーキ
ングポール（ポールは無料で貸出しあり）
②走り方のコツを学ぼう!
＊仁井先生と一緒に走ろう!
　運動会前かけっこ教室。速く走るための3
つのポイントやスタートの姿勢など、運動会
までに自宅でできることを学びます。
【第1部】
対象・定員／小学1～2年生の親子・13組
とき／ 5月23日（日）9時30分～ 10時
15分
参加費／ 1組800円
【第2部】
対象・定員／小学3～ 6年生・20人
とき／ 5月23日（日）10時30分～ 11時
30分
参加費／ 700円
【第1部】【第2部】共通
ところ／福住屋内運動広場（恵庭市福住町
1-21-24）
講師／ North Sprint Dept仁井有介氏
申込期間・方法／ 4月16日（金）～ 4月
26日（月）・恵庭市体育協会ホームページよ
り申込
持ち物／走りやすい服装、上靴、飲み物、タ
オル、マスク
①②共通
その他／応募多数の場合は自動抽選。結果
は4月27日（火）13時にホームページに掲
載。最少催行人数に達しない場合は教室の
開催は中止となります。新型コロナウイル
ス感染防止の状況によっては延期や中止も
あります。
問合せ／恵庭市体育協会（恵庭市黄金中央
5-199-2）
電話／ 21-9900（平日9時～17時）

そろばん『1カ月無料体験会』！
＊そろばんの楽しさを体験してみよう!
　そろばんだけじゃなく、楽しめる仕掛けが
あります! 今こそ認知能力を高めよう! 
数字タイムアタック勝負・タブレットを使用
したフラッシュ暗算や計算パズル等など楽し
めながらできる環境があります！自分の事を
自分で決められる子に！ 15名限定の少人数

制のため、定員になり次第締切になります。
各教室若干名の募集になります。すぐに定
員になってしまう教室もある為、迷わず、す
ぐに申込ください。この時期は入学の時期
ですので、ほんとに若干名のみになります。
小さい子でも数字の読み書きが出来れば年
中・年長さんからでも大丈夫です。
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵み野、恵
み野北、各町内会館。恵庭市市民会館。黄
金ふれあいセンター。島松公民館。桜町団
地集会所。緑と語らいの広場えにあす。【千
歳市】ゆうまいホール。あずさ・北栄南・花
園・みどり台南・幸福各町内会館。祝梅コ
ミュニティセンター。コープさっぽろパセオ
すみよし店。真々地会館。
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

仲間募集
かのあアウトドアクラブ
　千歳市の小学生限定！　支笏湖をフィール
ドに自然体験活動を積み重ね、生きる力の
根っこを大きくしよう。参加者募集中！　詳
細は「かのあアウトドアクラブ」で検索くだ
さい。 要事前申込。
対象／千歳市在住の小学生
とき／ 2021年度は毎月1回　※初回は
4/17（土）開催
ところ／支笏湖
問合せ・申込／かのあアウトドアクラブ
電話／ 0123-25-2430（しまだ、かねこ）

…
…

…

次回の掲載は5月14日発行のちゃんと766号です。
お楽しみに!！
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怪盗ちゃんとからの挑戦状
怪盗ちゃんとからの挑戦状

解決編解決編
ちゃんと4月9日号に掲載された
「怪盗ちゃんとからの挑戦状」 
君は解けたかな？　
答え合わせをするよ！

ナンバープレイス
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長都店千歳市勇舞
8丁目1-1

ラルズ カジュアル衣料&寝具

TEL.0123-23-7021

TEL.0123-33-1122

通常営業時間／あさ10:00～よる8:00

恵庭店恵庭市本町
210

2階 衣料コーナー
通常営業時間／あさ10:00～よる8:00

※4/18（日）のみ　あさ9:00～よる8:00

長都店/スーパー
アークス 恵庭店ビッグ

ハウス 2店舗同時企画2店舗同時企画
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※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）
2,500円（税抜）以上のお客様に限り
※当日のお買い上げ（１枚のレシートで）
2,500円（税抜）以上のお客様に限り

ララカード会員様
4/17 18

ポイントポイント
倍倍1010 セールセール

全額ララプリカで
お支払いの方⬇

現金、ギフト券などとララプリカの併用払いは対象外
〈対象外商品〉長都店学生服コーナー他催事品、恵
庭店ワッツウィズコーナーなど。詳しくはサービスカ

ウンター係員までお申し付けください。

4/20

5%割引本体価格
から
レジにて

次週 ちゃんと4/23号

掲載予定！

馬鹿値市
ファイナル

ラルズ衣料 長都店・恵庭店410
本
体
価
格

!!
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4/20 迄開催
期間

キッズメンズレディース

トップス・ボトムス各種
その他、
インナー・エプロン、
大判バスタオル・
カーテン各種

トップス・ボトムス各種
その他、
インナー・エプロン、
大判バスタオル・
カーテン各種　　　　　　　　　など、
たくさんご用意しております!
　　　　　　　　　など、
たくさんご用意しております!

円 一
均 必見!必見!


