
2021年4月30日（金）ちゃんと 16

ところ／北ガス文化ホール　大ホール
プログラム／ミヨー：バレエ音楽「屋
根の上の牛」、ビゼー：交響曲第1番
その他／常時マスク着用・手指消毒・
検温にご協力ください。新型コロナ
ウイルス感染予防対策のため、座席
数を半数の620席としています。満
席の場合は入場できないことがあり
ます。
問合せ／千歳フィルハーモニーオー
ケストラ
電話／ 28-1554（野村）

一輪車体験会
　無料の一輪車体験会を開催しま
す。乗れる子はもっと乗れるように！
乗れない子は乗れるコツをお教えし
ます。最後はクラブの子達による演
技披露もあります。
とき／ 5月8日（土）15時～ 16時
30分
ところ／北桜コミュニティセンター
（千歳市北斗5丁目6-12）
持物／上靴、飲み物、汗拭きタオル、
マスク、一輪車(持っている人のみ）、
貸出し有り
服装／ジャージなど動きやすい服
装、髪が長い子は結ぶ
その他／保護者同伴。当日は検温を
し、熱がある場合はご遠慮下さい
参加費／無料
申込方法／電話にて事前に予約。申
込多数の場合、人数を制限する事が
あります
問合せ・申込／千歳一輪車クラブ
電話／ 080-6092-2071(吉田、シ
ョートメール可)

テーブル茶道　花水木
　正座なし、着物なしの現代的な茶
道です。気軽に楽しく茶道体験をし
てみませんか？
とき／ 5月8日（土）14時～ 15時
30分
ところ／千歳市公民館  講習室（千歳
市真町176-3）
参加費／ 1500円（お抹茶・お菓子
代含む）
定員／ 4人（先着順）
申込期限／ 5月5日（水）まで
問合せ・申込／テーブル茶道　花水
木
電話／ 090-9432-8401（川端）

5月体調改善コア体操教室の
お知らせ
　背骨周りを整えたり、リンパを流し
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。
とき／①毎週火・木曜日（計8回）
10時～ 11時　②日曜夜クラス 5
月9日（日）・23日（日）19時～
ところ／千歳市東雲会館4号室
対象／①女性のみ　②男女問わず
参加費／①800円　②1200円
持ち物／ヨガマット、飲み物、バスタ
オル2枚
問合せ・申込・電話／ 090-9437-

2124（カミコヅル）

顔タイプ診断+タイプ別メイ
クレッスン
　講師とママのマンツーマンレッス
ンです。1回1時間予約制。顔タイ
プ診断、顔タイプ別メイクレッスンを
30分ずつ行います。
苫小牧でも大人気の講師、野村理恵
先生と太田ちさと先生があなたらし
さを引き出します！　事前申込が必
要。ご希望の時間帯をお知らせくだ
さい。有料、参加費はお問い合わせ
ください。
講師／野村理恵さん（イメージ
コンサルタント）、太田ちさとさん
（make*up chii メイク講師）
とき／ 5月12日（水）①9時30分～
10時30分 ②10時30分～ 11時
30分 ③11時30分～12時30分
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1-15）
持ち物／ご自身のメイク道具、鏡、
筆記用具
その他／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／千歳市おやこイベン
ト実行委員会
電話／ 090-1709-6607

よりみちマーケット
　キッズ小物・布小物・陶器・手形
アートとジェルキャンドルのワークシ
ョップ。
とき／ 5月1日（土）、23日（日）い
ずれも10時～ 15時30分
参加費／ワークショップのみ500円
から、入場は無料
問合せ・電話／ 33-8733（イシグロ）

まちづくりスポット恵み野
＊作っちゃおう! てづくりお味噌
　1㎏または2kgのお味噌を仕込ん
でお持ち帰りいただきます。ご希望
の方は、黒千石大豆もお選びいただ
けます。体組成計の測定付きです。
要申込。
とき／ 5月7日（金）13時～ 14時
ところ／まちづくりスポット（恵庭市
恵み野里美2-15フレスポ恵み野内） 
参加費／ 1㎏ 1500円、2kg2500円
持ち物／エプロン、スリッパ、手を拭
くタオル
定員／先着8人
問合せ・申込／まちづくりスポット恵
み野
電話／ 39-2232

心身リラックス呼吸法講習会
　コロナで体を動かす機会の少ない
方、気分が暗くなりがちの方、一緒に
リラックス呼吸をやってみませんか。
禅の呼吸法と武道の動きを取り入れ
た誰でもできる健康法で心が明るく
元気になりますよ。
とき／ 5月8日（土）13時～ 15時
ところ／恵み野会館保育室（恵庭市

恵み野北2-12-2）
参加費／ 1000円
持ち物・服装／動きやすい服装
申込期限／ 5月5日（水・祝）
問合せ／心身健康座禅会
電話／ 080-4728-0020（ショート
メール可）

ヨガ教室
①乳がん経験者のためのヨガ
　無理のない範囲で少しづつ体をほ
ぐし、心にも優しい時間を過ごしまし
ょう。インストラクターも乳がん経験
者です。お気軽にご参加ください。
とき／ 5月15日、29日いずれも土
曜日10時30分～ 11時45分
対象／乳がん患者さん・その家族・
友人等（女性限定）
参加費／ 700円（初回体験無料）
②シニアヨガ
　膝や腰に不調のある方、体力に自
信のない方でも、椅子やタオルを使
用して無理のない範囲で身体を動か
し、体力の維持・向上を目指しましょ
う。
とき／ 5月19日、26日いずれも水
曜日10時30分～ 11時30分
対象／ 60歳以上の方
参加費／ 700円（初回体験無料）
③疲れリセットヨガ
　呼吸に合わせて身体を動かし、そ
の後の深いリラックスで一週間の疲
れを リセットしましょう。
とき／ 5月14日、21日、28日いず
れも金曜日19時～ 20時
対象／どなたでもご参加いただけます
参加費／ 900円
①②③共通
ところ／恵庭市生涯学習施設かしわ
のもり（恵庭市大町1-5-7）
持ち物・服装／ジャージ等の動きや
すい服装、あればヨガマット（無料貸
出あり）、長めのタオル、飲み物
申込期限・定員／前日まで・各回定
員5人
問合・申込・電話／ 090-1641-
6933（ヨシダ、ショートメール可）

体験レッスンのご案内
＊中村和子バレエスタジオ
　楽しいバレエはお子様の体の柔軟
性を高めます。お友達、仲間を大切
にする心、「ごあいさつ」「礼儀」も身
に付きます。楽しくレッスンしません
か。「新北海道スタイル」を徹底させ
てレッスンしております。5月、6月
のスケジュールは以下の通りです。
①新設！ ボーイズクラス体験会
とき／ 5月12日（水）17時～ 18時
15分
対象／ 5歳～小学生の男子
②エンジェル
とき／毎週金曜日16時10分～ 17
時10分
対象／ 3～ 6歳
③Bクラス
とき／毎週火・金・土（時間は問合せ）
対象／小学1年～4年生
④Aクラス
とき／毎週火・水・金・土（時間は

問合せ）
対象／小学5年～中高生
①～④共通
ところ／友保ビル2階トータルダン
シングスポーツクラブ内（恵庭市京
町70、すき家さん隣）
指導／中村和子（日本バレエ協会正
会員）
体験料／ 500円（市内配布の体験カ
ードで無料）
その他／体験用バレエシューズをお
貸し致します。要予約。
問合せ・申込・電話／ 090-3018-
1793（中村・ショートメール可）

春展
　陶芸、パーチメント、布、アートフ
ラワー、天然石等を展示するほか体
験も。
とき／ 5月2日（日）～5月8日（土）
11時～ 16時
ところ／アートスペース慧（kei）夕張
郡長沼町旭町南1-1-2
体験／パーチメントクラフト5月2日
（日）、3日（月・祝）11時、コース
ター（1000円）、ミニ額（1500円）
体験／ 5月4日（火・祝）長沼のお
花でフラワーアレンジ（2500円）
体験／ 5月7日（金）プリザーブドフ
ラワーアレンジ（2500円）
問合せ・申込・電話／ 090-1646-
2245（清水）

仲間募集
手編みサークル会員募集
　手編みの基礎から、ゆっくりと覚え
ていけます。自分の編んでみたい物
を編めます。おしゃべりしながら楽し
みませんか。随時受付中です。
とき／毎月2回、火曜日10時～15時
ところ／えにあす（恵庭市緑町2-1-1）
参加費／月額2500円
持ち物／筆記用具、編み針
問合せ・電話／090-5075-2754（上野）

有機無農薬家庭菜園仲間募集
＊微生物利用の有機無農薬菜園
　EM菌（有用微生物）、ボカシ肥料
等を利用した菜園。アトピー・アレル
ギーに有効な野菜を作りませんか。
年2回トラクターによる耕起、堆肥
有。ボカシ肥料は有料。道具は各自
持参。
とき／ 4月～ 10月末
ところ／中恵庭郵便局そば（恵庭市
中央）
参加費／ 1区画33㎡ 2000円（年
間）別途EM会費1500円、例として
2区画4000円＋1500円＝5500円
申込期限／区画がなくなり次第終了
問合せ・申込・電話／ 080-2870-
1956（やましろ）
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《1階駐車場》

司法書士
佐藤事務所

ホテル ルートインさん
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ホテルエリアワン千歳さん

クイーンズホテル千歳さん

【交通アクセス】

司法書士
札幌司法書士会会員

佐藤事務所
佐藤 大吾　 代表者 司法書士 佐藤 秀雄　司法書士

一人で悩まずに、お気軽にご相談ください!  司法書士が丁寧に対応いたします。

《office》 千歳市幸町6丁目14番地9 リーガルオフィスビル2F（1F駐車場）

tel.(0123)23-0374  fax.(0123)24-4096 https://www.satodh-office.jp/まずはお電話ください! ホームページ
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