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千歳市
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
（千歳市民文化センター）で開催さ
れます（詳細は本紙13ページ参照）。
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

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行きしぶりのあるお子さ
んの事ひとりで悩んでいませんか？　
話すこと聴くことで親御さんが元気に
なることを目的に開催しています。
是非お気軽にお問い合わせください。
とき／ 5月16日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店 2階和室
参加費／ 100円（会場代）
申込・問合せ／不登校訪問支援カウ
ンセラー　今野
電話／ 090-5822-8798 ※人数把
握のため前日までにご連絡ください。

千歳恵庭地域助産師会
＊オンラインでの妊婦さん向け教室
　自分らしい赤ちゃんとの暮らしがス
タートできるよう地域開業助産師が
全力で応援！　母乳育児、赤ちゃんと
の生活、赤ちゃんの身体や心の発達
のために必要なことを妊娠中から知
っておこう！　参加無料、要申込。詳
細はお問合せください。
対象／千歳市、恵庭市在住の妊娠中
の人
とき／ 5月17日（月）11時～ 12時
ところ／オンラインで開催

問合せ・申込・電話／ 080-3232-
1624（助産院はぐくみ 渡部）

第1回ミナクール交流サロン
ミナクールとオンライン（Zoom）で
同時開催！　転入したばかりで千歳の
ことをもっと知りたい、新しくサーク
ルに入って何かを始めたい、美味し
いお店や幼稚園や学校のことを知り
たいなど、気軽におしゃべりしません
か？　参加無料、要申込。まずはお
問合せください。
対象／千歳市に転入して間もない人 
、千歳を知りたい・ 情報交換したい
人 、団体活動に興味がある人
協力団体／ちとせみんなのままカフ
ェ
とき／ 5月18日（火）10時30分～
12時
ところ／千歳市民活動交流センター
ミナクール（千歳市民ギャラリー４階）
またはオンライン参加
定員／会場15人、オンライン（簡単
なZoom操作ができる人）10人
その他／新型コロナウイルス感染拡
大予防ガイドラインに沿って実施い
たします。新型コロナウイルス感染
状況により、オンラインのみの開催
となる場合があります。
申込方法／ 5月11日（火）～15日
（土）までに、電話で申し込みくださ
い。オンライン参加の場合はメール
で申し込みます。メールアドレスはミ
ナクールのウェブサイトをご覧頂く
か、お問合せください。 ※月曜日は
休館日です。
問合せ・申込／千歳市民活動交流セ
ンターミナクール
電話／ 24-0847（受付9時～ 20時
30分）

千歳市手話講座（初級課程・
中級課程）
　手話講座（初級課程・中級課程）
を開催します。この機会に受講しま
せんか？　要申込。
①初級課程
対象／市内在住の高校生以上で手話
に興味がある初心者
とき／ 6月7日～ 10月18日の毎
週月曜日（全18回）19時～ 20時
30分
申込期限／ 5月28日（金）まで
②中級課程

対象／市内在住の高校生以上で初級
課程修了者または同等の人
とき／ 6月3日～12月2日の毎週木
曜日（全23回）19時～20時30分
申込期限／ 5月26日（水）まで
①②共通
定員／各10人程度
受講料／テキスト代3300円、ボラ
ンティア活動保険350円
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階 
会議室2・3（千歳市東雲町1丁目11）
持ち物／筆記用具
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議
会 地域福祉課
電話／ 27-2525

第49号　千歳市民文芸作品募集
　千歳市民の皆さんの作品を募集い
たします。文題は自由です。下記の
規定によりご応募ください。
作品／未発表のものに限る（提出原
稿は返却しません）
応募資格／千歳市民または千歳市民
文芸の会会員
ジャンル／【創作・童話・評論】原
稿用紙50枚以内【ノンフィクショ
ン】同30枚以内【随想】同10枚以内
【詩】40行以内【俳句・川柳】10句
【短歌】5首
掲載料／会員以外は4000円。会員
は会費以外に枚数により掲載料が必
要です。
原稿締切／ 7月31日（土）
問合せ・送り先／〒066-0062 千歳
市千代田町2丁目1-7　2F
電話／ 42-0753（渡辺）
問合せ・送り先／〒066-0037 千歳
市新富3丁目17-9
電話／ 24-7139（森下）

恵庭市
えにわ市民プラザ・アイル
5月の行事予定
①「初めての絵手紙」作品展
　初めて体験した絵手紙の楽しさを
誰かに伝えたくて。
とき／ 5月7日（金）～19日（水）
講師／坂田眞利子
②アクセサリーのメンテナンス
　真珠のネックレスの糸替え・宝石
などの洗浄・指輪のサイズ直し。要
予約、前日まで。
とき／ 5月8日、22日いずれも土曜
日、13時～ 16時
参加費／ 500円～
③初めての鍼灸体験
＊体の中から健康に
　ひとりひとりに合ったはり・きゅう治
療を行います。自宅への訪問治療の
ご相談もお受けいたします。裾のまく
りやすいズボンでお越しください。
とき／ 5月11日（火）10時30分～
13時
参加費／お問合せください。
定員／ 3人（申込順）
④タロット占い
　タロットカード、西洋占星術、手相
の3つの占術で占います。迷いや悩
みの答えはあなたの心の中に。
とき／ 5月19日（水）13時30分～
16時

参加費／お問合せください。
定員／ 5人（申込順）
⑤チョークアートのワークショップ
　オイルパステルを使ってブラック
ボードに絵を描く新しいアートです。
下絵があるので、塗り絵感覚でお楽
しみいただけます。
とき／ 5月15日（土）、24日（月）い
ずれも10時30分～ 12時
参加費／お問合せください。
定員／ 5人（申込順）
⑥フットケア体験
＊足もとから美容と健康を考える
　爪切り（巻き爪、肥厚爪などでも
OK）、角質ケア（タコ、ウオノメのケ
アなど）、時間内でケアします。
とき／ 5月12日（水）、21日（金）
いずれも11時～ 15時
参加費／お問合せください。
定員／ 5人（申込順）
⑦パワーストーンブレスレットの浄化
とゴム交換
　家で眠っているパワーストーンの
ブレスレットなどのゴム交換と浄化を
します。しばらく身に着けていない
ものでもキレイにしてあげましょう。
お預かりも承ります。
とき／ 5月15日（土）13時～ 16時
参加費／ 100円～
定員／ 5人（申込順）
⑧ハーバリウムブックマーカー作り
　ハーバリウムのかわいらしい「しお
り」作りです。お気に入りの手帳や本
と一緒に。
とき／ 5月18日（火）10時30分～
12時
参加費／お問合せください。
定員／ 4人（申込順）
⑨展示「猫のひげ・5月の風」
　オリジナルデザインで主にパッチ
ワークの作品40～ 50点を展示。
とき／ 5月22日（土）～ 5月29日
（土）
作家／大山真理子
⑩行政書士無料相談
　相続・遺言書作成・暮らしの中の
困りごと無料相談会。
とき／ 5月15日（土）9時～12時
ところ／えにあす会議室7（恵庭市緑
町2-1-1）
講師／泉正人（行政書士）
問合せ・電話／ 090-2873-4018
⑪本づくり相談
とき／ 5月15日（土）13時～ 15時
ところ／えにわ市民プラザ・アイル
参加費／無料
講師／泉正人（行政書士）
問合せ・電話／ 090-2873-4018
①～⑨共通
ところ・問合せ・申込／えにわ市民
プラザ・アイル（恵庭市本町110）
開館時間／ 10時～ 17時※日曜・
祝日と4月29日（木・祝）～ 5月5
日（水）は休館
電話／ 39-3355

セイヨウオオマルハナバチ駆
除inえにわ
　2021年度国連生物多様性の日の
関連イベントとして、外来種のセイヨ
ウオオマルハナバチの捕獲・駆除を
行います。トマトのハウス栽培などの
ために人為的に持ち込まれ、逃げ出
した後に野生化して定着。北海道特
有の生態系への影響を与えることも
懸念されています。そのため、春に
庭園内を見回りながら、一般参加者
とともに捕獲・駆除を行います。参
加無料。
とき／ 5月15日（土）10時～ 12時
※天候不順の場合は翌日に順延（順
延時連絡のため、下記のその他をご
確認下さい）
とき／えこりん村、銀河庭園（恵庭市
牧場277-4）
持ち物／寒暖差に対応できる服装、
歩きやすい靴、飲み物や帽子、必要
な方は軍手（虫網や捕虫ビンは用意

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12日（水）
5月21日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

ハウスドゥ！

0120-972-605
恵庭市緑町2丁目3-4  [営業時間]9:00～18:00  [定休日]土・日・祝日
株式会社

あなたの家･不動産
買い取ります!

その場で
価格提示
致します!

北央商事

恵庭駅前店家・不動産
買取専門店

怪盗ちゃんとからの挑戦状
怪盗ちゃんとからの挑戦状

解決編解決編
ちゃんと4月30日号に掲載された
「怪盗ちゃんとからの挑戦状」 
君は解けたかな？　
答え合わせをするよ！

クロスワードパズル

答え ミドリノヒ（みどりの日）

ド ミノ ワ カ メ
ヒ ツ コ シ モ モ
ヨ リ ヨ ウ シ
ウミ ウ カ オ
イ タリ ア ト

ア ラ イ シド ウ
カ コ ン タ ク ト
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