
2021年4月23日（金） ちゃんと19

千歳市
公立千歳科学技術大学ぷちミュー
ジアム　Bl∞m
　公立千歳科学技術大学ライトアート工
房はデジタルアートを始めとした様々な
ジャンルのアートに挑戦する学生団体で
す。今回は、千歳市介護予防センター主
催の「第2回ちとせdeコレクション」に出
展。過去作に加え、新作としてアナログ
作品ではポスター、デジタルアート作品
では春をテーマとしてプログラミングを
用いた影絵作品（ナイトウォッチ）を展示
します。参加無料、申込不要。
とき／開催中～4月24日（土）　10時～
16時
ところ／千歳市民ギャラリー（千歳市千
代田町5丁目7-1）
参加費／無料
問合せ／公立千歳科学技術大学地域連携
センター
電話／ 27-6192（平日9～ 17時）

ちいさな陶芸展～アトムコレクシ
ョン～
　よろず屋Cafeの一角で、北海道内の
陶芸家の作品を展示します。入場無料、
申込不要。
とき／ 4月29日（木・祝）12時～ 17時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1
丁目15）よろず屋Cafe内 
問合せ・電話／ 090-3140-3404（古谷）

サケのふるさと千歳水族館
＊2021年GW特別展「のぞいてみよう！　
めだかの教室　～北海道に“めだか”っ
ているの？～」
　日本産メダカと外国のメダカの仲間な
どの生体展示を中心に、メダカの生態に
ついて紹介します。申込不要。観覧には
入館料が必要です。
とき／ 4月24日（土）～5月31日（月）
9時～17時
ところ／サケのふるさと千歳水族館（千
歳市花園2丁目312番地 サーモンパー
ク内）
問合せ／サケのふるさと千歳水族館
電話／ 42-3001

支笏湖ビジターセンター
＊春の妖精出現?!　春さがしウォーク
　「春の妖精」と称されるエゾエンゴサク・
ヒメイチゲなどの花や、元気にさえずる
野鳥をさがしながらビジターセンター周
辺の支笏湖園地をのんびり歩きます。雨
天時は中止の場合有。
とき／ 4月25日（日）10時～ 12時
集合場所／支笏湖ビジターセンター
定員／ 10人（小学生以下は保護者同伴）
参加費／無料。ただし、別途駐車料金が
必要です。
持ち物／活動しやすい服装・靴、防寒着、
あれば図鑑。双眼鏡の貸出有。
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
（支笏湖ビジターセンター内）
電話／ 25-2453

生活応援！　フードパントリー
　コロナ禍で心細いご家庭をおすそ分け
で応援！　フードパントリー（食品支援）を
開催します。申込不要、参加無料。1世帯
1袋（エコバッグ持参）、先着30世帯まで。
とき／ 4月25日（日）11時～ 15時
ところ／商店街交流プラザ（千歳市幸町
1丁目9）
持ち物／エコバッグ
問合せ／もったいないわ・千歳
電話／080-6081-3936（13時～18時）

子どもと一緒に通えるママの習い
事サロン
＊寝不足さんのリラックスヨガ
　ヨガマット、お着替え不要！　どこでも
実践できるヨガの呼吸法と、床に座ってで
きる動きでママの寝不足を解消します。
講師は千歳市イロイロリビングを拠点に
瞑想とヨガ指導を行なっている、つぼたゆ
うき先生。参加無料。申込方法について、
まずは問合せください。
とき／ 4月28日（水）、5月26日（水）9
時30分～ 10時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町
1-15）
その他／床に座るのでパンツスタイルで
お越しください。お子様同伴大歓迎！　全
面ジョイントマット&おもちゃエリア有。
ママが学んでいる間、子育て経験のある
見守りスタッフがお子様の相手をするの

で安心です。
問合せ・申込／千歳市親子イベント実行
委員会
電話／ 090-1709-6607

サイエンスカフェ in ちとせ
＊地質学の視点からみてみれば～出土石
器を地質学で読み解く～
　私たちの住む千歳市には現在305個
の遺跡が発見されており、たくさんの石
器が出土しています。北海道の石を知り
尽くした二人のゲストが、地質学の視点か
ら出土石器を読み解きます。参加無料、
要申込。
ゲスト／若松　幹男さん（山の手博物館理
事）、内山　幸二さん（山の手博物館館長）
とき／ 4月30日（金）13時30分～ 15
時30分
ところ／千歳市埋蔵文化財センター（千
歳市長都42-1）
定員／ 20人（申込順）
その他／サイエンス・カフェとは専門家
や研究者と飲み物片手に気軽に話し合う
「場」のことです。
問合せ・申込／サイエンスカフェ in ちと
せ実行委員会（博信堂内）
電話／ 23-3386（博信堂）

交通公園（千歳市交通安全教育施設）
＊オープンのお知らせ
開場日／ 5月1日（土）
開場時間／ 9時～ 17時
開設期間／ 10月31日（日）まで
ところ／千歳市花園1丁目6番地
使用料／無料
閉場日／毎週月曜日（国民の休日又は振
替休日にあたるときはその翌日）※ゴー
ルデンウィーク中の祝日は休まず開場し
ます。
その他／新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、当分の間、施設内の
自転車及びゴーカートの貸出しを中止し
ます。
問合せ／千歳市市民環境部市民生活課防
犯・交通安全係
電話／ 24-0263（平日8時45分～ 17
時15分）

コープさっぽろ　よろず相談会
＊ちょこっと茶屋
　コープさっぽろパセオすみよし店内イー
トインスペースにて買い物ついでに気軽
に立ち寄れる相談窓口として“ちょこっと
茶屋”を開催します。高齢者のふれあい、
生きがい、健康づくり、引きこもり防止等。
看護師、地域包括支援センターの職員、
認知症地域支援推進員がおり、無料で相
談に応じます。買い物ついでにお気軽にお
立ち寄りください。参加無料、申込不要。

とき／ 5月6日（木）10時～ 11時　
※毎月第1木曜日開催
ところ／コープさっぽろパセオすみよし店
内イートインスペース（千歳市住吉4丁
目14-11）
内容／①鍼灸師がお伝えする「お家でで
きる、簡単ツボ体操」の実演　②脳トレク
イズ・健康に関する資料の無料配布
問合せ／千歳市社会福祉協議会　地域福
祉課地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市地元女性起業家支援ネット
ワーク「オープニングイベント」
＊やりたいことを話してみよう～稼ぐだけ
が起業じゃない～
　大小構わず、自分でやってみたい事が
ある方、自分で仕事をしてみたい方、「こ
んな事をやってみたい」「こんな事出来な
いかな」思いを言葉にしてみましょう。起
業に興味のある仲間で共有し合う事で夢
への一歩は踏み出しやすくなり、起業で
の苦楽を共有できる仲間に出会える機会
です！
対象／起業に興味のある方、起業初期の方
とき／ 5月13日（木）10時～11時30分
ところ／オンラインZoom
定員／ 50人
申込期限／ 5月10日（月）
参加料／無料
申込方法／じもじょき.netちとせＨＰから
申込
ＨＰ／https://jimojyokichitose.jimdofree.
com/
問合せ／おしごと部ちとせ
電話／ 090-1709-6607（田村）

プチ起業家さんのトークセッション
＊わたしのプチ起業～おうちで始めるオン
ラインの仕事～
　千歳市在住でオンラインで起業された
2名をお招きし、起業経緯から実際のお
仕事についてのトークセッションと交流会
を行います。お子様同伴歓迎！　見守りス
タッフ＆キッズエリアご用意しております。
対象／起業に興味のある方、起業初期の方
とき／ 5月27日（木）10時30分～12時
ところ／千歳市中心街コミュニティセンタ
ー 3F 大会議室2
定員／ 25人
申込期限／ 5月25日（火）
参加料／無料
申込方法／じもじょき.netちとせＨＰから
申込
ＨＰ／https://jimojyokichitose.jimdofree.
com/
問合せ／おしごと部ちとせ
電話／ 090-1709-6607（田村）

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28日（水）
5月7日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

■花苗・野菜苗の生産販売

やしき花園
恵庭市下島松356番地  TEL080-3236-4188

●営業時間/9:00～17:00
●休業日なし

花 苗花 苗

15L 300円15L 300円

※価格はすべて税込です

※表記のイラストはイメージです

野菜苗野菜苗
●パンジー ●ビオラ ●サルビア
●マリーゴールド ●ペチュニア 

●プランターにも畑にも使える!!
やしき花園特製 土

●トマト苗     50円～
●ピーマン苗 50円～
●ナス苗       50円

花苗・野菜苗 種類豊富!!花苗・野菜苗 種類豊富!!
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恵庭北高恵庭北高

やしき花園

セブンイレブンセブンイレブン
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★店内全品
50円～200円　
★店内全品
50円～200円　
※お買い上の際
各自入れ物、箱を
ご用意下さい。

ALL 50円ALL 50円

ANAクラウンプラザホテル千歳
〒066-8637 北海道千歳市北栄 2-2-1

www.anacrowneplaza-chitose.co.jp ハスカップ ザ・ガーデン 直通

0123-40-2072Tel.
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