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恵庭市
恵庭市郷土資料館からのお知らせ
＊アイヌ文化を学ぶ中高生を募集
　恵庭市郷土資料館では、アイヌ文化へ
の理解を深めるため、アイヌ文化マスタ
ー育成事業を行います。募集要項と参加
申込書は4月26日（月）から郷土資料館
に備え付け、また同時期に市のホームペ
ージにも掲載します。
対象・定員／アイヌ文化を学ぶ意欲が
ある恵庭市内に在住する中高生6人。原
則、全回参加できる生徒。
内容／ 7月から令和4年2月まで毎月1
回、日曜日にアイヌ文化の講座や国立ア
イヌ民族博物館（白老町）などの見学を行
います（8時50分までに郷土資料館に集
合）。10月の土日には、1泊2日で釧路
市阿寒へ行き、アイヌ文化を学びます。
参加費／国のアイヌ政策推進交付金を活
用しており、宿泊代・入館料・現地への交
通費等の費用負担はありません。ただし、
一部飲食代や通信費等は自己負担です。
応募期間／令和3年5月1日（土）～ 5
月19日（水）
応募方法／参加申込書と作文を封筒に入
れ、郷土資料館まで郵送か持参で提出
問合せ／恵庭市郷土資料館
電話／ 37-1288

ガーデニング講習会
　はなふる内のお家の庭に植栽レイアウ
トなどの基本から、種まき・育苗・花穀
摘み・剪定・病害虫の防除、秋の片付け
までの具体的な管理技術を季節を追って
学びます。初心者さん大歓迎です。
とき／ 5月から11月の第3火曜日（月1
回、全7回）10時～ 12時
ところ／花の拠点はなふるセンターハウス
（南島松828-3）
参加費／ 3500円（1回500円、参加で
きなかった講習分は支払い不要）
問合せ・申込／恵庭市役所花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭パークゴルフ協会からのお知
らせ
①令和3年度新会員募集
　若い方からお年寄りまで3世代が楽し
める生涯スポーツのパークゴルフの会員
を募集しています。お気軽にお問合せく
ださい。毎月例会を開催しています。
入会受付日／ 4月23日（金）、5月17日
（月）いずれも9時～12時まで
入会受付け場所／恵庭中央パークゴルフ
場（恵庭市中央12-1）
対象／恵庭市民
年会費／ 2000円、入会金不要

②第17回恵庭市長杯・市民パークゴル
フ大会
とき／ 5月23日（日）受付開始7時40
分～、開会式8時30分
ところ／恵庭中央パークゴルフ場
対象・定員／恵庭市民・先着100人
参加費／ 1500円（プレー代、保険料含
む）
申込期間／ 4月30日（金）～5月16日
（日）※現金を添えて申込
その他／恵庭中央パークゴルフ場でも受
付します。申込後のキャンセルは出来ませ
んので代わりの方を参加させてください。
①②共通
問合せ／恵庭パークゴルフ協会事務局
電話／ 090-7055-6228（のしろがわ）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①旅するおむすびワゴン おむすびすみす
とき／ 4月23日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ベビーカステラ販売
とき／ 4月24日（土）、27日（火）いずれ
も10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③スタジオアリス「七五三秋のお参り用着
物レンタルご予約会」
とき／ 4月24日（土）、25日（日）10時
～ 18時
ところ／ 2階スタジオアリス前
④みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 4月25日（日）9時30分～ 18時
ところ／東側出入口前
⑤フラワーショップいしざか「春の園芸市」
とき／ 4月27日（火）～ 6月6日（日）
10時～ 16時※雨天中止
ところ／東側出入口前
⑥杏ころCafe「クレープ販売」
とき／ 4月29日（木・祝）、30日（金）
10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～⑥共通
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。

やさしさのエシカルリビング
vol.5
　自分に、人に、地球にやさしいくらし
にぴったりなお店が集まるマルシェを
開催。詳細は「やさしいくらしかた」の
facebookページをご覧ください。
とき／ 4月24日（土）11時～ 14時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町
1-15）、千歳市商店街振興組合連合会（千
歳市幸町1-9、ニューサンロード内）
問合せ／やさしいくらしかた
電話／ 050-5360-3137

はじめてのレジンアクセサリー作り
　参加者にはマスクチャームをプレゼン
ト！　マスク着用をお願いします。詳細は
お問い合わせください。
とき／ 5月2日（日）、10日（月）9時～
18時40分の間で1時間（各回2人ずつ
の予約制）
ところ／千歳市長都駅前4丁目15-11
参加費／ 2500円（1人4個分）
問合せ・申込・電話／ 090-7647-3832
（田中、ショートメール可）

「ハングル2時間マスター」無料講習会
とき／ 5月20日（木）19時～ 21時
ところ／韓国会館（千歳市本町1丁目
8-3）
持ち物／筆記具
申込方法／名前、携帯電話番号を記入の
上、FAXで申込
問合せ・電話・FAX／ 23-3420（中林、
月・水・木10時～ 16時）

ミナミナ市
①ミナミナ市in千歳レラ
＊周年祭のレラでハンドメイドとキッチン
カーを楽しもう。
　レラドームと1570区画にて32の個性
あふれるお店が出展。キッチンカー 14台
も出店します。
とき／ 4月29日（木・祝）10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ
②はなふるガーデンマルシェ
　昨秋オープンした、はなふるガーデン
エリア初のマルシェを2日間に渡って開催
します。
とき／ 5月2日（日）、3日（月・祝）10
時～ 16時※雨天・荒天時中止
ところ／花の拠点はなふるガーデンエリア
①②共通
その他／新型コロナウイルスの感染拡大
の状況により中止となる場合もあります。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）

陰ヨガ体験会
　1ポーズ2～ 5分ぐらいのノンビリした
動かないヨガクラスです。男女を問わず
参加できます。ポーズを覚えて頂ければ
自宅でも実践が可能です。
とき／ 5月1日、15日、22日、29日い
ずれも土曜日19時15分～ 20時45分
ところ／黄金ふれあいセンター（恵庭市
黄金南5-11-1）
参加費／ 500円
持ち物／ヨガマット（有料レンタルあり）、
タオル、動きやすい服装
定員／ 4人
問合せ・電話／ 080-4048-1969（斉藤、
ショートメッセージ可）

椅子ヨガ体験会
　椅子を使ってヨガを行います。体に負
担をかけずに無理なくヨガを行えますの
で過去にヨガをしてキツさを感じた方やヨ
ガをしてみたかった未経験者、膝や手首、
腰を痛めてヨガを諦めていた方、体が硬
い方、男性や高齢者、ポーズや呼吸を深

めたいヨガ経験者まで幅広くどなたでも
参加できます。春を迎え気持ちよく体を
一緒に動かしませんか。
とき／ 4月24日（土）9時～10時
ところ／多目的スペースJUNCTION2階
（恵庭市島松寿町1-28-10）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装
申込期限／前日までに電話連絡
問合せ,申込／ SHANTI YOGA
電話／ 090-2182-6805（ショートメー
ル可）

フラワーアレンジメント講座
①生花のフラワーアレンジメント
　季節の生花をたっぷりと贅沢に使用し、
フラワーアレンジメントを作ります。
参加費／ 3000円（花・器代2500円、
参加費500円）
②トルソーを使ったプリザーブドフラワー
とリボンのドレスアレンジ講座
　白いトルソーにプリザーブドフラワーと
リボンをアレンジしてドレスのアレンジを
作ります。花材等はお好みのものをお選
びいただけます。
参加費／ 3000円（花・器代2500円、
参加費500円）
①②共通
とき／ 5月13日、27日いずれも木曜日、
10時30分～ 12時
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金中
央5-11-1）
持ち物／ハサミ、新聞紙
申込期限／各開催日の3日前まで
問合せ・申込／ HANAのIRO
電話／ 090-1384-0532（千葉）

パチパチクラブ
①パチパチオンライン（大人のそろばん）
1カ月無料体験会
　オンラインのみです！オンラインで使用
する、タブレットや教材も全て無料で貸し
出します！ インターネット環境はWi－Fi
のみあれば大丈夫です。感染対策を取り
ながら、皆さんで楽しく学べます。今回は
初級編なので、簡単な問題のたし算・ひ
き算・かけ算・わり算です。昔そろばん
やっていた頃を思い出してやってみたい！
そろばんやった事ないけど…やってみた
いと思っている方、是非！ 無料体験へ。
とき／毎週水曜日、9時～ 12時の間で
50分程度
定員／5人限定（定員になり次第締め切り）
②習字1カ月無料体験
＊新しい感覚で「誰でも上手に楽しく学ぶ
　書く事はとても脳を活性化する作用が
あり、集中力・思考力・観察力・コミュニ
ケーション力（非認知能力）が身に付ける
事ができます。毛筆だけではなく、えんぴ
つ・ペン字もしっかり行います。文字の読
み書きの基礎も学べ、タブレットで筆順ク
イズ・漢字カルタなど楽しく覚える事が
できます。5人程度少人数制で、マンツー
マンで教えます。小学1年生から学べま
す。人数に達した時点で受付終了になり
ます。
【千歳会場】
とき／毎週火曜日15時～ 18時
ところ／真々地会館（千歳市真々地1-7-7）
【恵庭会場】
とき／毎週金曜日15時～ 18時
ところ／中島会館（恵庭市中島町4-17-14）
①②共通
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
ALOHAフラ
　身も心もリフレッシュしましょう! 体験は
随時受付けます。
とき／毎月第1・3・4土曜日、10時～
11時30分
ところ／恵み野会館（恵み野北2-12-2）
問合せ／レイ オハナ フラ
電話／ 36-2139（中居）

【 住 所 】恵庭市恵み野西5丁目10-2
【 問 合 せ 】☎0123-37-2181 FAX 0123-39-6173
【指定管理者】株式会社図書館流通センター

恵庭市立図書館恵庭市立図書館
からのお知らせからのお知らせ

55月

 原語で絵本を読もう　BALLOONおはなし会
時間／16時～16時40分
会場／恵庭市立図書館（本館）1階 会議室
定員／20名 ※申込み不要
　市内在住の外国人が原語で絵本の読み聞かせをします。

5月12日(水)

  本のリサイクル市中止のお知らせ
　例年5月末に開催しております「本のリサイクル市」は、新型コロナウイル
スの感染状況を受け、参加者の健康と安全を第一として、中止することとい
たしました。楽しみにされていた方には大変申し訳ありませんが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

北海道日本ハムファイターズ
5月～6月
開催分
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