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千歳市
千歳吹奏楽団　第42回定期
演奏会中止のお知らせ
　北ガス文化ホール（千歳市民文化
センター）で5月30日（日）に開催
を予定していた「千歳吹奏楽団　第
42回定期演奏会」は、新型コロナウ
イルス「緊急事態宣言」が北海道に
発令されたことを受け、会場が5月
31日（月）まで休館となったため、中
止となりました。
問合せ／千歳吹奏楽団
電話／ 090-7056-8214（中西）、
090-9512-1489（諸田）

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／ 5月28日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②ジェリーズポップコーン
とき／ 5月28日（金）～30日（日）
10時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
③au・UQモバイル合同キャンペーン
とき／ 5月29日（土）～30日（日）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
④みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 5月30日（日）9時～18時
ところ／東側出入口前
⑤ベビーカステラ販売
とき／ 6月1日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥スーパーアークス長都店「草太郎
本舗和菓子販売」
とき／ 6月3日（木）～6日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑥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。

一日限りの春の展示・即売会
　アートフラワーアレンジメントやア
ートフラワーリースのほか、ヨーロッ
パで買い求めた雑貨等を展示販売し
ます。
とき／ 6月6日（日）11時～ 16時
ところ／ログハウスゆうゆう（千歳市
桜木3丁目1-3）
その他／新型コロナウイルス感染症
対策を実施します。
問合せ／スタジオ花舞

電話／ 080-1890-7939（伊藤遊）

えにわフットパス愛好会月例
会中止のお知らせ
　緊急事態宣言発令後のコロナの状
況がつかめませんので、残念ですが
6月及び7月の以下の月例会を中止
といたします。
①6月19日（土）第2回フットパス　
旧島松駅逓所コース
②7月17日（土）第3回フットパス　
恵庭公園コース
問合せ／090-9529-4829（事務局・
前田）

KULA オンラインヨガ
＊ヨガで免疫力UP
　自宅にいながら、お手持ちの携帯
やパソコンでヨガをお楽しみいただ
けます。アプリは、LINEを使用しま
す。操作についてなど、詳細はお問
合せください。
対象／どなたでも（初心者の方も大
歓迎）
とき／ 6月中の毎週土曜日①10時
～ 11時、②21時～ 22時
参加費／各回500円(前払。支払い
方法：ペイペイ、メルペイ、振込)
準備するもの／ LINEアプリ、ヨガマ
ット(無ければ、大判のバスタオル)、
タオル、水分、動きやすい服装
申込期限／前日まで
問合せ・申込／ yoga KULAタグチ
電話／ 090-6992-0199（ショート
メール可）

サロンふくろう
　6月1日（火）にサロンふくろうが
オープンします。見る人の心をなご
ませてくれる、石狩漁師やん衆人形
を展示しています。いなり寿司や煎
茶、紅茶、コーヒーなどを用意してお
待ちしています。
とき／火、水、木曜日11時～ 16時
ところ／サロンふくろう（恵庭市黄金
北1-11-5）
電話／ 090-3118-1661（牧）

かしわのもり
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／ 6月12日、26日どちらも土
曜日10時30分～ 11時45分
参加費／ 700円（初回体験無料）
対象／乳がん患者さん、その家族、
友人等（女性限定）
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／ 6月2日、16日、30日いずれ
も水曜日14時30分～15時30分
参加費／ 700円（初回体験無料）
対象／ 60才以上の方
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／ 6月4日、11日、18日、25
日いずれも金曜日19時～ 20時
参加費／ 900円
対象／どなたでもご参加いただけます
①～③共通
ところ／恵庭生涯学習施設かしわの
もり（大町1-5-7）
問合せ・申込／ NPO法人まちづく
りスポット恵み野（恵庭市恵み野里美
2-15フレスポ恵み野内 10時～ 18
時、火曜日休館）
電話／ 39-2232

パチパチクラブ
①誰でも上手に。楽しく学ぶ習字1
ヵ月無料体験。
　書く事には脳を活性化する作用が
あり、集中力・思考力・観察力・コ
ミュニケーション力を身に付ける事

ができます。毛筆だけではなく、えん
ぴつ・ペン字も習えます。文字の読
み書き、タブレットで筆順クイズ・漢
字カルタなどで楽しく学習できます。
要申込。参加費無料。
〈千歳会場〉とき／毎週火曜日、15
時～ 18時
ところ／真々地会館（真々地1-7-7）
〈恵庭会場〉とき／毎週金曜日、15
時～ 18時
ところ／中島会館（中島町4-17-14）
対象／小学1年生以上
定員／ 5人程
②そろばん1カ月無料体験会
　そろばんだけじゃなく、楽しめる仕
掛けがあります。今こそ認知能力を
高めよう。数字タイムアタック勝負、
タブレットを使用したフラッシュ暗算
や計算パズル等など、楽しみながら
できる環境があります。
自分の事を自分で決められる子に！
参加無料。要申込。
ところ／〈千歳会場〉ゆうまいホール、
あずさ・北栄南・花園・みどり台南・
幸福・各町内会館、祝梅コミュニテ
ィセンター、コープさっぽろパセオす
みよし店、真々地会館
〈恵庭会場〉大町・柏陽・恵み野・恵
み野北・各町内会館、恵庭市市民会
館、黄金ふれあいセンター島松公民
館、桜町団地集会所、緑と語らいの
広場えにあす
対象／数字の読み書きが出来れば年
中・年長さんからでも可
定員／各教室若干名
申込期限／定員になり次第締切
①、②共通
問合せ・申込／パチパチクラブ事務
局
電話／ 0120-503-549（細川）

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!

※新型コロナウイルスの感染防止に向けた「緊急事態宣言」が北海道に発令されたことを受け、下記掲載
イベントの中止や延期も想定されますので、事前のご確認をお願いいたします。
※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

6月2日（水）
6月11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

【 住 所 】恵庭市恵み野西5丁目10-2
【 問 合 せ 】☎0123-37-2181 FAX 0123-39-6173
【指定管理者】株式会社図書館流通センター

恵庭市立図書館恵庭市立図書館
からのお知らせからのお知らせ

66月

 原語で絵本を読もう　BALLOONおはなし会
時間／16時～16時40分
会場／恵庭市立図書館（本館）1階 会議室
定員／10名 ※申込み不要
　市内在住の外国人が原語で絵本の読み聞かせをします。

6月9日（水）

 ふらっと・ナイトシアター
時間／19時30分～21時44分
会場／恵庭市立図書館（本館）1階 閲覧室
対象／一般　　定員／30名
　閉館後の図書館にふらっと立ち寄って、映画を観ていきませんか？　い
つもの上映会とは違い、閲覧室の壁に映画を投影し、大迫力の雰囲気で
映画を楽しめます！　今回の作品は、沼田真佑さんが芥川賞を受賞され
た「影裏」（2020年公開/綾野剛主演）です。

6月19日（土）

 図書館な・る・ほ・ど講座
時間／14時～15時
会場／恵庭市立図書館（本館）2階 視聴覚室
対象／一般　　定員／10名
申込／本館窓口・電話（37-2181）で申込
　本の並びや探し方・背ラベルの読み方の説明から、書庫や研究資料室の
ご案内まで、図書館をもっと楽しく便利にご利用いただける講座を開催し
ます。

6月17日（木）
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