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千歳市
令和3年度　第2回ミナクールサ
ロン「オンラインでサロン」
　オンラインで市民活動を体験してみ
ませんか？　市内で活動している団
体の紹介とワークショップをおこない
ます。また、オンラインイベントに参
加するための事前講習会を行います。
Zoom未体験の方や使い方が不安な
方はもちろん、活動に取り入れたい方
も是非ご参加ください。まずはお電話
ください。※新型コロナウイルス感染
拡大により中止になる場合があります。
＊Zoomを使用したオンラインワークシ
ョップ
①RBC本を読もう会「いっしょに声を出
しましょう」
とき／ 7月10日（土）14時～ 15時
②フラサークル　ウルヴェヒラニ「Let`s 
Hula！　踊ってみようフラダンス」
とき／ 7月13日（火）14時～ 15時
③千歳ボランティア通訳クラブ「ボラ通
の外国人美魔女に聞いてみよう」
とき／ 7月18日（日）14時～ 15時
④おはなし会 ピノキオ「さぁ！ いこう お
はなしの国へ」
とき／ 7月21日（水）14時～ 15時
申込期間／ 6月10日（木）開始～参加
したいワークショップの3日前まで
問合せ・申込／千歳市民活動交流セン
ターミナクール（毎週月曜日、毎月最
終金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～
20時30分）
＊事前講習会「Zoomでオンラインイベ
ントに参加する準備」
講師／野崎　幸一（オフィス K＆C）
とき／①6月26日（土）13時30分～
15時、②6月30日（水）19時～20時
30分　※1回目・2回目ともに同内容
ところ／千歳市民活動交流センターミ
ナクール
持ち物／メールが使用できる機器（ノ
ートパソコン、スマホ、タブレット）
定員／各回15人
申込期間／ 6月10日（木）～6月17

日（木）
問合せ・申込／千歳市民活動交流セン
ターミナクール（毎週月曜日、毎月最
終金曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～
20時30分）

恵庭市
木造住宅耐震改修・耐震改修補助
事業のお知らせ
　恵庭市は市内の耐震診断・耐震改修
の費用を一部補助いたします。「対象と
なるかわからない」「リフォーム工事と
同時に改修したい」など気になった方は
お気軽にご相談ください。
対象／昭和56年5月31日以前に着
工された住宅。2階建て以下の木造住
宅。市内に現存し、所有者が自ら居住
している住宅（改修の場合）。その他
関係法令に明らかに違反していない住
宅。の4項目すべてを満たす建物
補助額／耐震診断7万円、耐震工事費
最大50万円。恵庭建築士会では耐震
診断を7万円で行っています。
申込期限／令和3年8月31日（火）まで
問合せ／恵庭市企画振興部まちづくり
推進課建築指導担当
電話／ 33-3131（内線2532）

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／ 6月5日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②杏ころCafe「クレープ・タピオカドリ
ンク販売」
とき／ 6月7日（月）、8日（火）11時
～ 18時
ところ／東側出入口前
③スクラッチ！「ソフトクリーム販売」
とき／ 6月9日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④燻製と檸檬Bitters「燻製サンドイッ
チとレモネード販売」
とき／ 6月10日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
①～④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。

よろず屋Cafe
＊6月はお休みします

　イロイロリビングにて毎週木曜日開
催の「よろず屋Cafe」は、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響により、6月
末まで開催を中止します。
問合せ・電話／ 090-3140-3404（古谷）

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／ 6月11日（金）、13日（日）9時
～12時20分の間で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）

園や学校で買った写真、スマホで楽
しめます！
　おうちにしまいっぱなしのお子さん
の写真がスマホやパソコンで見られる
ようになる、写真のかたづけ体験会で
す。前日までに要予約。
とき／①6月15日（火）10時～ 14時
の間で30分　②6月27日（日）13時
～ 16時の間で30分
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
で体験内容をお話しすることも可能で
す。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）

９つまでに親から伝えたい性のおは
なし
＊性の事、子供にどう伝える？
　性に興味を持つタイミングは6才前
後から。現代の子供はどうやってその
知識を得るか考えたことがありますか？　
性の話は「大きくなってから」「突然」「1
回だけ」話しても理解浸透する話では
ありません。親から子供へ、毎日の生
活の中で自然に伝える方法を一緒に学
びましょう。函館在住のフリーランス保
育士高橋 麻実さんがオンラインで講演
します。お子様同伴OK！ 参加有料、要
申込。詳細はお問合せください。
講師／高橋　麻実さん（保育士）
とき／ 6月23日（水）10時～ 11時
30分　※現地参加の方は15分前まで
に来場ください。
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町
1-15）
定員／【現地参加】10人、【オンライン
（後日視聴可）】50人
参加費／ 3500円
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（田村）

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。
とき／ 6月26日（土）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30日（水）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25日（金）19時～ 20時
参加費／ 900円
対象／どなたでも参加いただけます
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）
持ち物／ジャージなど動きやすい服
装、あればヨガマット（無料貸出あり）、
長めのタオル、飲み物
定員／各回5人
申込期限／各回前日までに要申込（キ
ャンセル料不要）
問合せ・申込／一般社団法人日本ヨガ
メディカル協会認定ヨガセラピスト 吉
田 直子
電話／ 090-1641-6933（ショートメ
ール可）

ナツメ堂鍼灸院
＊ナースを応援！　鍼灸治療無料プレゼ
ント
　新型コロナウイルス感染症の最前線
でご尽力されている恵庭・千歳市内の
ナースの皆様、いつも献身的な医療提
供ありがとうございます。日々の疲れ
を癒し元気に仕事に臨んていただきた
いと思い企画致しました。感染予防対
策に基づき個室での施術。ご来院の際
は市内医療機関の勤務と分かるものを
ご持参下さい。平日限定、予約制です。
内容／鍼灸治療1回無料（但しお一人様
一回）
期限／ 6月18日（金）まで
ところ・問合せ・申込／ナツメ堂鍼灸院
（恵庭市駒場町1丁目1-3）
電話／ 21-8988（火・水・金の9時
30分～最終17時）

ポーセラーツ体験会
　白いお皿（12×12ｃｍ角皿2枚）に
転写シールを貼り、電気炉で焼成して
オリジナル食器を製作します。要申込。
とき／ 6月17日（木）、18日（金）、19
日（土）15時～ 17時、いずれか1日
をお選び下さい
ところ／カフェミモザの園（黄金南4丁
目11-16）P有り
定員／ 1日4人
参加費／ 3000円（スウィーツとドリン
ク付）
持ち物／マスク着用
問合せ・申込／佐藤
電話／ 090-5955-1925

お詫びと訂正
　ちゃんと5月28日号17ページの
タウンニュース「かしわのもり」の問
合せ・申込先の電話番号が間違ってい
ました。正しくは「電話 090-1641-
6933(吉田、ショートメール可)」でした。
　ご迷惑をおかけしましたことをお
詫びし訂正いたします。

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!

※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9日（水）
6月18日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

一部対象外の

物件があります

（年末年始を除く）9：00～18：00 年中無休
千歳市末広5丁目8-1 
アルファテラス末広1階

お気軽にお問い合わせください

ＴＥＬ.0123-29-3031

仲介手数料半額！！

サ ツ ド ラ
千歳末広店様隣り
サ ツ ド ラ

千歳末広店様隣り
FC千歳店
北海道知事　石狩 (3) 第 7582 号 有効期限：2021年6月末日まで

1LDＫ
万
円

■恵庭市黄金北

4.9
■サニーサイド 《101号室》
●所在地/恵庭市黄金南3丁目1-13 ●交通/JR千歳線｢恵庭」駅 徒歩12分 ●学区/
和光小学校、恵明中学校 ●構造/木造3階建 ●専有面積/37.54㎡ ●築年月/2018
年4月 ●引渡し/即 ●駐車場/1台有（1台/4,400円） ●設備/物置、角部屋、照明器具
付、室内洗濯機置場、シューズBOX、バス/トイレ別、独立洗面台、シャンプードレッ
サー、LPガス、灯油暖房、モニタ付インターホン、保証人不要、家賃保証会社利用可、二
重サッシ、浴室1坪以上、ガスコンロ、24時間換気システム、宅配BOX、その他インター
ネット2人入居相談可（ルームシェア含む）シニア相談可、駐輪場 ●保険/18,000円  

★エアコン付 ★インターネット無料 ★防犯カメラ ★コンビニ近く

★インターネットWi-Fi無料 ★独立キッチン
1LDＫ

万
円

■恵庭市黄金北

4.8
■ヒーズモード 《205号室》
●所在地/恵庭市黄金北3丁目17-11 ●交通/JR千歳線「恵庭」駅停 徒歩12分 
●学区/恵庭小学校、恵明中学校 ●構造/木造２階建 ●専有面積/26.65㎡ ●築
年月/2012年12月 ●引渡し/即 ●駐車場/なし ●設備/照明器具付、室内洗濯機
置場、フローリング、二重サッシ、シューズBOX、バス/トイレ別、温水洗浄トイレ、
独立洗面台、シャンプードレッサー、LPガス、灯油暖房、モニタ付インターホン、そ
の他インターネット2人入居相談可（ルームシェア含む）、シニア相談可、家賃保証
会社利用可、宅配BOX、インターネット利用料無料 ●保険/18,000円

敷金・
礼金
無料

敷金・
礼金
無料

1LDＫ

■千歳市稲穂

4.6
■マイルームコーズィ 《103号室》
●所在地/千歳市稲穂3丁目9-3 ●交通/中央バス「稲穂3丁目」停 徒
歩3分 ●学区/末広小学校、富丘中学校 ●構造/木造2階建 ●専有面
積/37.67㎡ ●築年月/2007年1月 ●引渡し/相談（退去予定：４月
下旬頃） ●駐車場/有（１台/2,000円） ●設備/角部屋、照明器具付、
室内洗濯機置場、フローリング、二重サッシ、シューズBOX、全居室
収納有、シャンプードレッサー、ガスコンロ、LPガス、灯油暖房、モニ
タ付インターホン ●保険/18,000円

礼金
無料

★インターネット無料 ★駐車場1台 ★コンビニ・スーパー近く

LD
8帖 洋室

6帖

K
2.5帖

LDK
11.5帖

万
円

1LDＫ
万
円

■千歳市末広

6.7
■アルファガーデン末広 《206号室》
●所在地/千歳市末広5丁目9-7 ●交通/JR千歳線｢千歳」駅徒歩5分 ●学区/
高台小学校、千歳中学校 ●構造/RC造4階建 ●専有面積/36.03㎡ ●築年月
/2019年3月 ●入居予定/即 ●駐車場/有（１台/8,800円） ●設備/シュー
ズBOX、全居室収納あり、バス/トイレ別、温水洗浄トイレ、独立洗面台、シャ
ンプードレッサー、ガスコンロ、システムキッチン、LPガス、灯油暖房、モニタ
付インターホン、その他インターネット、ペット相談可、猫相談可、家賃保証会
社利用可、BSアンテナ、CSアンテナ、室内洗濯機置場 ●保険/18,000円  

★エアコン付 ★オートロック ★インターネット無料 ★家具・家電付

仲介料
無料

洋室
6帖LDK

9帖

洋室
5帖

LDK
11.5帖

洋室
4.7帖
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2,160円
2,700円
3,240円

お土産鮨
北の華の
最新情報はこちらから

ご自宅で
北の華コースを堪能

※写真はイメージです。仕入れ状況により変更となる場合がございます。

3,780円・5,400円コース

※店内飲食の方も同じくお祝いなら「鮨ケーキ」をサービスいたします。
「鮨ケーキ」をプレゼント

どちらかのコースご利用で、

ご結婚記念日お誕生日 などの
お祝いの方はご予約の際にその旨をお伝えください。

ご予約状況によりお受けできない場合がございます

6/19（土）までご好評につき

延長!

TEL.0123-23-5126 千歳市幸町１丁目１　　  日曜日定休
営業時間 17:30～23:00 （LO 22:30）当日ご予約の場合はお店にお問合せください 税込

価格

２～３人前ご注文で「太巻き（ハーフ）１本」、
４人前以上ご注文で、「太巻き１本」をプレゼント

※１グループ様につき、１本
※営業しながらのテイクアウトとな
りますので、数に限りがございます。
ご了承願います。茶碗蒸しサービス茶碗蒸しサービス

（１人前につき１個）

握り鮨ご注文の方 さらに!
一
人
前

日曜・祝日エステ
営業しています

¥4,840ロミロミショルダーロミロミショルダー ¥4,290

¥880

ロミロミショルダーロミロミショルダー

光脱毛光脱毛 体験
料金
体験
料金

¥6,380
Body ［45分］

¥9,900

両わき ¥2,750ヒゲ全体
（メンズ）

VIO・その他部位
もございます。

［75分］

上半身

新しくリニューアルしました！

¥6,490ホワイトニングホワイトニング ¥5,390Face ［80分］

¥8,690美白コース美白コース ¥7,150
DXマッサージ付き 筋膜に働きかける♪ だから実感できる

女性はもちろん！子供や男性にも！ 都度払いもOK♪

ラジオ波付 「ラジオ波」1台のため、お早めのご予約を!ラジオ波…Body 1ヶ所（20分）

［85分］

tel.0123-37-2517
恵庭市恵み野西6丁目22-1

open 9:30~

《価格は全て税込》
当日の電話予約は

18:00まで受付しております!定休日/毎週火曜日定休日/毎週火曜日

エステサロン

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》
たちばな
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