
2021年4月30日（金） ちゃんと17

帰命堂もみほぐしの店
－ きめいどう －

全身 サラッと

Twitterはこちら

翌日以降のご予約は
DMでも受付しています

営 9：00～20：00
休第2～5火曜日、第1水曜日
住恵庭市島松仲町1丁目10-3
店主  野口道弘

全身 しっかり

¥ 5,000
90分コース

オススメ

070-4796-5487

¥ 3,500
60分コース

全身 たっぷり

¥ 6,000
120分コース

税込 税込

税込

千歳市
児童館においでよ！
　詳細は各児童館へ！　電話申込は、
午前9時からです。
【共通事項】
とき／ 5月7日（金）10時30分～
11時30分
定員／おおむね15組 ※要予約
＊ひので児童館「ねこ風船」
　好きな色の風船でかわいいねこを
作ろう！
ところ／千歳市青葉5丁目8-8
問合せ・申込・電話・FAX／ 24-3163
＊しなの児童館「ちびっこアスレチック」
　親子で体力づくり！　色んな運動
にチャレンジしてみましょう。
ところ／千歳市富士2丁目3-4
問合せ・申込・電話・FAX／ 22-2977
＊ほくおう児童館「おはなし会」
　楽しいお話、うれしいお話、ワクワ
クするお話が盛りだくさん！
ところ／千歳市北斗5丁目6-10
問合せ・申込・電話・FAX／ 42-3743
＊しゅくばい児童館「作ってあそぼう」
　みんなで手作りおもちゃで遊びま
しょう！　※汚れてもよい服装で来て
ください。
ところ／千歳市弥生2丁目7-4
問合せ・申込・電話・FAX／ 27-3126
＊せいりゅう児童館「おひるねアート
撮影会！」
　寝ながら楽しく写真がとれるよ！
かわいい写真を「ハイ、ポーズ！」
持ち物／撮影できるスマホ、カメラ
ところ／千歳市清流2丁目4-2
問合せ・申込・電話・FAX／ 22-2560
＊いずみさわ児童館「桜並木のお散歩」
　向陽台のステキな桜並木をご存知
ですか？　たのしくみんなでお散歩
しましょう。
ところ／千歳市柏陽2丁目2-1
問合せ・申込・電話・FAX／ 28-6110
＊ちとせっこ児童館「おはなし会」
　おはなしの世界で春を感じましょう。
（大型絵本、ペープサート）
ところ／千歳市花園4丁目3-1
問合せ・申込・電話・FAX／ 42-5551
＊ほくよう児童館「母の日製作」
　ママにステキプレゼント。喜んでく
れるかな？
ところ／千歳市勇舞3丁目4-1
問合せ・申込・電話・FAX／ 26-6789

＊希望が丘児童館「みんなDEリズム♪」
　親子で楽しく体を動かそう！
ところ／千歳市新富1丁目2-14
問合せ・申込・電話・FAX／ 26-2060
＊あんじゅ児童館「身近なものがおも
ちゃに変身！？」
　廃材を使って楽しく遊べるおもち
ゃを手作りしましょう！
ところ／千歳市春日町5丁目1-10
問合せ・申込・電話／ 23-8015
FAX／ 23-8016

千歳市社会福祉協議会
＊いぶすき茶屋
　お外で百歳体操をして心も！　から
だも！　リフレッシュ!!!　散歩・外出
やパークゴルフのついでに、おしゃべ
りと健康チェックしませんか？　参加
無料。
とき／ 5月12日、6月9日、7月14
日、8月11日いずれも水曜日　10
時～ 11時
ところ／指宿公園パークゴルフ
場　入り口付近（千歳市大和4丁目
3-17）
定員／ 20人
その他／雨天（小雨）の場合は中止
します。マスク着用、3密回避、飲食
なしにご協力をお願いします。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議
会　千歳市生活支援コーディネーター
電話／ 27-2525

ちとせ・まち魅力検定2021
学習会　基礎編・応用編
　「ちとせ・まち魅力検定2021」は
6月20日（日）、北ガス文化ホール
で開催されます（詳細は次週ちゃん
と紙面で掲載）。開催を前に、検定に
興味がある方を対象に「ちとせ・ま
ち魅力検定2021学習会」を行いま
す。参加費無料、事前の申込が必要
です。
対象者／検定に興味がある方（千歳
市民及び道内、道外）
とき／ 5月16日（日）【基礎編】10
時～11時（開場9時30分）【応用編】
11時30分～ 12時30分（開場11
時15分） 
ところ／北ガス文化ホール（千歳市
民文化センター）3階中会議室2
申込方法／各回20人、事前予約必要
（氏名、連絡先をお知らせください）
問合せ・申込／ちとせ・まち魅力検
定実行委員会事務局
電話／ 080-2865-0864

ちとせ環境と緑の財団　令和3
年度　春のガーデニング講習会
＊バラを楽しむための春から秋までの
管理ポイント～人と環境にやさしいガ
ーデニング～
　ローズグロワーの工藤敏博さんを
講師に迎え、農薬の使用を抑えてバ
ラをきれいに咲かせるノウハウや、
忌避剤（木酢やニームオイルなど）に
ついて講習します。参加無料、先着

20人まで。マスク着用で参加くださ
い。新型コロナウイルス感染防止の
ため、定員変更、日程延期や中止の
場合があります。
講師／工藤　敏博さん（株式会社イ
コロの森代表取締役、元百合が原公
園管理事務所長）
とき／ 5月16日（日）13時30分～
15時30分
ところ／北ガス文化ホール 4階 大会
議室（千歳市北栄2丁目2-11）
参加費／無料
対象／千歳市民20人（先着順）
申込期限／ 5月7日（金）まで
その他／過去14日以内に発熱や風
邪の症状があった方および発熱やか
ぜの症状がある方は参加できませ
ん。当日会場で検温を実施し、熱が
ある場合は参加できません。
問合せ・申込／公益財団法人ちとせ
環境と緑の財団（千歳市本町3丁目
21）
電話／ 22-1117

千歳商工会議所
＊今日からできるコロナウイルス・自
然災害への備えを知るセミナー
　災害から会社・従業員・家族を守
りたい経営者・総務部門責任者を対
象に、「事業継続計画（BCP）」の解
説や今日からできる備え等をご紹介
します。参加無料、要申込。
講師／東京海上日動火災保険（株）
北海道業務支援部　河﨑健一さん
対象／経営者、総務部門責任者
とき／ 5月18日（火）14時～ 16時
ところ／千歳商工会議所　2階　大
会議室（千歳市東雲町3丁目2-6）
定員／ 30人（申込順）
申込締切／ 5月10日（月）
問合せ・申込／千歳商工会議所
電話／ 23-2175

点訳・音訳（朗読）ボランティ
ア養成講習会
　要申込。受講には事前説明会への
参加が必要です。
①点訳ボランティア講習会
　視覚に障がいがある方のために点
訳図書を作るボランティアを養成す
る講習会です。点字の読み書きなど
基礎を学びます（点字器は貸出いた
します）。初めての方も大歓迎です。
とき／ 5月24日～ 11月8日の毎
週月曜日（全20回）10時～ 12時
ところ／千歳市総合福祉センターほか
参加費／1890円（教材費・保険代含）
事前説明会／ 5月17日（月）10時～
11時 ※講習会受講希望者は要参加
事前説明会場所／千歳市総合福祉セ
ンター 307号室
申込期限／ 5月14日（金）まで
②音訳（朗読）ボランティア講習会
　視覚に障がいがある方のために録
音ＣＤを作るボランティアを養成する
講習会です。音訳（朗読）や編集の基
礎を学びます。初めての方も大歓迎
です。 
とき／ 6月2日～ 8月18日の毎週
水曜日（全10回）10時～ 12時
ところ／千歳市総合福祉センター
参加費／ 1230円（教材費・保険代
含）
事前説明会／ 5月26日（水）10時～
11時 ※講習会受講希望者は要参加
事前説明会場所／千歳市総合福祉セ
ンター 310-1号室
申込期限／ 5月25日（火）まで
①②共通
定員／ 10人（定員になり次第受付
終了）
問合せ・申込／千歳市点字図書室
電話／ 27-3921

恵庭市
恵庭市からのお知らせ
＊家庭ごみを直接搬入する際の手続
きについて
　ごみ処理施設へ家庭のごみや資源
物をご自身で搬入する際は、申請書
の記入の他、マイナンバーカードや
運転免許証での本人確認、住所確認
が必要です。住所変更が終わってい
ないなどの理由で住所を確認できる
書類がない場合は、本人の住所・氏
名が記載された自宅に届いた郵便物
や「公共料金の明細」などをご持参く
ださい。
とき／令和3年4月1日（木）から
ところ／恵庭市ごみ処理場（盤尻
255-4）、恵庭市リサイクルセンター
（島松沢131-8）
問合せ／恵庭市役所生活環境部廃棄
物管理課
電話／ 33-3131（内線1132）

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道民共済「移動説明会」
とき／ 4月30日（金）、5月6日（木）
いずれも10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
③北海道赤十字血液センター「献血
車ひまわり号」
とき／ 5月1日（土）10時～ 16時、
2日（日）9時～ 16時（両日とも11
時30分～ 13時は中断）
ところ／平面駐車場特設会場
④フラワーショップいしざか「母の日
フェア」
とき／ 5月1日（土）～9日（日）10
時～ 20時
ところ／ 1階センター広場
⑤日本リサイクルネットワーク北海道
「フリーマーケット in ちとせモール」
とき／ 5月2日（日）9時～ 14時※
雨天中止
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ・電話／ 011-632-1222（日
本リサイクルネットワーク北海道）
⑥みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 5月2日（日）9時30分～18時
ところ／東側出入口前
⑦杏ころCafe「クレープ販売」
とき／ 5月3日（月・祝）・4日（火・祝）
10時～ 17時
⑧ベビーカステラ販売
とき／ 5月5日（水・祝）10時～17時
ところ／東側出入口前
①～④、⑥～⑧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。

千歳フィルハーモニーオーケ
ストラ第40回公演
　40回目の公演に、明るく陽気で不
思議なブラジル風の曲と、爽やかさ
あふれるシンフォニーを選びました。
5月のひととき、素敵な音楽をお楽し
みください。入場無料。
とき／ 5月4日（火・祝）開場14時、
開演14時30分
特記事項／チラシ（会場で配付有）
裏面に名前、連絡先を記入していた
だき、入場券とします。

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

5月5日（水）
5月14日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます
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