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されています）
その他／順延時や当日緊急時に連絡
がとれるよう、申込時にメッセージ欄
にご連絡先電話番号を忘れずにご記
入下さい。
申込方法／えこりん村ホームページ
から
申込期限／ 5月13日（木）
問合せ・電話／ 34-7800（えこりん
村サポートセンター）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①杏ころCafe「クレープ販売」
とき／ 5月8日（土）、9日（日）10
時～ 17時
ところ／東側出入口前
②スーパーアークス長都店「草太郎
本舗　和菓子販売」
とき／ 5月13日（木）～16日（日）
10時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
③子ども英会話ペッピーキッズクラ
ブ
とき／5月13日（木）13時～18時、
14日（金）17日（月）10時～18時、
15日（土）16（日）10時～ 17時
ところ／ 2階ダイソー前
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。

よろずやCafe
　着物の試着や写真撮影、雑貨販
売、貸本など、いろんなジャンルのシ
ョップやコーヒーを楽しめるイベント
です。
とき／5月6日、13日、20日、27日
（毎週木曜日）12時～ 17時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1丁目15）
電話／ 090-3140-3404（古谷）

ピラティスヨガ＆ズンバゴール
ド体験教室
　事前に電話かＳＭＳにて予約をお願
いします。詳細はお問合せください。
①火曜日クラス
とき／ 5月11日・18日・25日の
火曜日　ピラティスヨガ10時～、ズ
ンバゴールド11時15分～
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店（千歳市住吉4丁目14-11）
②木曜日クラス
とき／ 5月13日・20日・27日の
木曜日　ズンバゴールド10時～、ピ
ラティスヨガ11時～
ところ／ゆうまいホール（千歳市勇舞
4丁目11-6）
①②共通
参加費／ 1レッスン700円
持ち物／【ピラティスヨガ】動きや
すい服装、ヨガマット、水分補給の飲
物 ※裸足で行います　【ズンバゴー
ルド】動きやすい服装、運動靴、水分
補給の飲物
申込・問合せ／ REVサークル
電話／ 090-2816-0203（佐藤）

レッツ トライ ダンシング2021
＊社交ダンス無料体験講座（全6回）
　簡単なステップで身体をリフレッシ
ュしませんか！　パーティーダンスに
ワルツ・ルンバ♪　無理な勧誘は一
切ありません！　是非ご参加くださ
い。１回のみ参加も可能です。参加
無料、要申込。
とき／ 5月12日、19日、26日、6
月2日、9日、16日の水曜日　19
時～ 20時
ところ／ダンススタジオ アズライフ
（千歳市北信濃871-17 ）

問合せ・申込／ 北海道ボールルー
ムダンス連盟　レッツ トライ ダンシ
ング千歳事務局
電話／ 23-7700（小清水）

はじめてのピアス、イヤリング作り
　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16日（日）、24日（月）9
時～ 13時の間で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セット分）
問合せ・申込／下記番号までお電話
ください。ショートメールも可。
電話／ 090-7647-3832（田中）

NLPスクール認定 HAPPY 
YOGA体験会
＊キャンドルヒーリング＆ヨガニドラ体
験会
　NLPとは「脳と心の取扱説明書」
とも呼ばれる最新の心理学です。
HAPPY YOGAは、ストレスによる
疲れや不安、怒り、悲しみなどネガテ
ィヴな感情を軽くする心身を癒やす
ヨガです。今回は瞑想ヒーリングと
眠りのヨガと言われるヨガニドラを体
験します。要申込。
とき／①5月14日（金）20時～ 21
時　②5月22日（土）11時～ 12時
定員／各8人
参加費／ 1300円
ところ／ログハウスゆうゆう（千歳市
桜木3丁目1-3 桜木小学校隣）
その他／換気、消毒、少人数制によ
りコロナ感染予防対策しております。
他、持ち物等詳細はお問い合わせく
ださい。
電話／ 090-6447-6686（竹内）

子どもと一緒に通えるママの
習い事サロン
＊三日坊主だった人でも続けられる
月2万円節約を目指す家計簿講座
　家計簿をつけても3日も続かない
…。家計簿をつけてるけど意味がわ
からない…。家計簿をつけているの
に貯金できない…。そんな悩みを一
緒に解決しましょう！　心の整理収納
アドバイザーとして情報発信している
丹羽志津子さんを講師にお招きしま
す。有料、要事前申込。申込み方法
について、まずはお問合せください。
講師／丹羽志津子さん（心の整理収
納アドバイザー）
とき／ 5月19日（水）10時30分～
11時30分
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1-15）
参加費／ 2500円
持ち物／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／千歳市おやこイベント実行
委員会
電話／ 090-1709-6607

写真整理とアルバムカフェの会
＊古いアルバムや購入したプリント写
真を何とかしたいあなたへ！
　大切だから捨てられない…けどそ
のままにしている写真はありません
か？　片付けや整理の方法などを専
門家がアドバイスします！
　写真整理アドバイザーがお話をお
聞きします。古いアルバム写真でも
スマホの写真でも大丈夫です。みな
さん一人一人に合わせた写真整理方
法の紹介をいたします。前日までに
要予約。
とき／ 5月22日（土）13時～ 16時
の間で30分　※別日希望の場合ご
相談ください。

ところ／東雲会館（千歳市東雲町1
丁目10）
参加費／ 500円（30分）
持ち物／筆記用具、マスク
※対面が不安な場合はテレビ電話な
どでも対応可能。日程変更の場合も
あります。
問合せ・申込／写真整理とアルバム
カフェの会
電話／ 080-6795-9994（お問い合
わせだけでも可です）

小学生空手体験教室
　簡単な空手動作、ミット打ち、柔
軟体操などを体験します。参加無料、
要申込。詳細はお問合せください。
対象／小学生
とき／ 5月22日（土）10時～ 11時 
ところ／ビーバースイミングクラブ
内ダンススタジオ（千歳市花園3丁
目7-22）
持ち物／動きやすい服装（ジャージ
など）、汗拭きタオル、水分
申込締切／ 5月21日（金）まで
問合せ・申込／ NPO法人国際護身
武道協会
電話／ 31-8143（モロズミ）

外ヨガ
＊芝の上でのびのび外ヨガ
　今年も開催します！外ヨガ♪太陽の
日差しを感じ、新鮮な空気を吸いなが
ら、芝の上でのびのび自然を身体で
感じながら、外でヨガをします。お子
さんのご参加もOK。雨天時は、黄金
ふれあいセンター内でヨガをします。

とき／ 5月22日（土）10時30分～
11時30分
ところ／黄金ふれあいセンター裏手　
芝スペース（黄金南5-11-1）
対象・定員／どなたでも（初心者の
方も大歓迎）・15人
参加費／ 800円
持ち物／ヨガマット、マットの下に敷
くレジャーシート、タオル、水分、動
きやすい服装、念のため上着
申込期限／前日まで
問合せ・申込／ yoga KULAタグチ 
電話／ 090-6992-0199（田口、シ
ョートメール可）

菜園のご案内
　美味しい野菜を育ててみません
か。出来栄えは第二、満足感は120
％です。
ところ／恵庭市西島松571（島松駐
屯地の横、島松病院裏）
利用料金／1区画5500円＋整備管理
料1200円。詳細はお問合せください。
問合せ／山鳥市民菜園
電話／ 090-8897-6151（松田）

訂正とお詫び
　ちゃんと 4月 30日号 16ページ
恵庭タウンニュースの「よりみち
マーケット」の記事に会場が掲載さ
れていませんでした。会場は「は
なふるセンターハウス 1階」です。
お詫びして訂正させていただきま
す。

　恒例となっている支笏湖湖水開きが行われました。45回目を迎える今
年は、前日からの強い雨で樽前山や風不死岳も霞んでみえる悪天候とな
り、例年、支笏湖神社で執り行われる式典は、支笏湖ビジターセンター
のラウンジに場所を移し行われました。地域の皆さんを始め、行政や観
光事業者など多くの方が参列し、今
年一年の無事故、安全安心、千客万
来などが祈願されました。このラウ
ンジには大きな窓があります。そこ
からは湖を望むことができます。こ
れまでの感謝とこれからの繁栄をみ
んなで湖に祈願しているようでし
た。私は降り続く雨を見ながら、コロナも一緒に洗い流してくれないか
なと、非現実的ではありますがそんな思いにもかられました。
　湖水開きが終わると支笏湖も本格的な観光シーズンの到来です。とこ
ろで皆さん、温泉街がより快適になっているのをお気づきですか？　昨
年、ビジターセンターの湖側に展望デッキが設置されましたが、その後、
商店街に面した古いウッドデッキが新調され、安全で見た目にも美しい
スペースへと生まれ変わっています。また、これまで商店街に張り巡ら
されていた電線が地中化や建物の奥にセットバックされ、商店街から望
む湖や山々の眺めもスッキリし、より自然にマッチした空間へと変貌
しています。新しくなったデッキでは、ベンチで美味しそうにソフトク
リームを食べている親子連れやみんなで写真を撮っている光景をよく見
かけるようになりました。温泉街が過ごしやすく親しみやすくなってい
ます。
　これからが支笏湖のベストシーズンです。遊覧船が運行を始め、近隣
のキャンプ場もオープンしています。ビジターセンターの自然ふれあい
行事やレンタサイクルも始まりました。これからは陽ざしも強くなり、
広々とした園地も一気に緑が増してきます。今年はどんな出会いが待っ
ているのでしょうか。湖水開きが終わり支笏湖にも待望の春がやってき
ました。

支笏湖ビジターセンター所長　
木林　正彦

支笏湖支笏湖だよりだより
湖水開きと春の訪れ

湖水開き
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