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千歳市
ちとせ環境と緑の財団
＊令和3年度自然とのふれあい教室
「巨木をめぐるウォークラリー」
　青葉公園のハルニレ、ミズナラ、
コナラ、カツラの推定樹齢310年～
485年の巨木15本をめぐり歩きま
す。財団事務所で解答用紙をもらい、
樹木プレート内の「ひらがな」を5個
以上記入すると参加賞を全員にプレ
ゼントします。参加無料、申込必要。
実施期間／ 6月1日（火）～8月31
日（火）
実施場所／青葉公園内の巨木15本
対象／親子や家族、幼稚園、認定こ
ども園、学童クラブ、少年団などの
児童グループ　※必ず保護者、引率
者が同行してください。
参加方法／財団事務所（千歳神社入
口）で解答用紙を受け取ってくださ
い。記入後は同事務所へ解答用紙を
提出し参加賞をもらいます。
その他／新型コロナウイルス感染防
止のため、発熱や風邪の症状がある
方は参加をお控えください。マスク
をご着用ください。新型コロナウイ
ルス感染防止のため中止する場合が
あります。また、財団は傷害保険に
加入していないので、保護者や引率
者の責任で対応してくだい。
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番地）
電話／ 22-1117
FAX／ 22-1118

千歳市食育月間パネル展
＊「6月は食育月間」です
　食育について理解を深めていただ
くため、食育活動を紹介するパネル
の展示と、食育や健康づくりに関する
パンフレットを用意します。パネル展
示は、認定こども園、学校、学校給食
センター、関係団体などの食育活動
を紹介します。ぜひ、ご覧ください。
とき／ 6月14日（月）～ 6月18日
（金）9時～ 17時　※18日（金）は
15時までの展示となります。
ところ／千歳市総合福祉センター 1階
問合せ／千歳市保健福祉部健康づく
り課健康企画係
電話／ 24-0768

「ちとせ・まち魅力検定2021」
開催中止のお知らせ
　新型コロナウイルス緊急事態宣言
の延長に伴い、検定会場となってい
る北ガス文化ホールの使用ができな
いため、6月20日に開催を予定して
いた検定は中止とすることになりまし
た。その後の感染状況により、再度
実施計画を立てる予定です。
問合せ／ちとせ・まち魅力検定実行
委員会事務局
電話／ 080-2865-0864

「支笏湖ビジターセンター」「山
線湖畔驛」休館延長のお知らせ
　政府の新型コロナウイルス感染症
緊急事態宣言園長を受けて、展示施
設「支笏湖ビジターセンター」ならび
に「王子軽便鉄道ミュージアム山線
湖畔驛」を6月20日（日）まで休館
しています。6月21日（月）から通
常営業する予定です。
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453（木林）

千歳パークゴルフ協会
＊「第10回千歳パークゴルフ協会選
手権兼ヤクルト杯」中止のお知らせ
　つばさ公園パークゴルフ場で6月
18日（金）に開催を予定していた当
イベントは、新型コロナウイルス緊
急事態宣言の延長に伴い、中止する
ことを決定致しました。
問合せ／千歳パークゴルフ協会事務局
電話／ 080-1883-0278（小林）

生活応援フードパントリー
　コロナ禍で心細い家庭をおすそ分
けで応援!!　フードパントリー（食品

支援）を開催します。申込不要、参加
無料。先着30個まで。
とき／ 6月20日（日）10時～ 16時
ところ／もったいないわ・千歳内1丁
目テラス（千歳市幸町1丁目16-1）
持ち物／エコバッグ
問合せ／もったいないわ・千歳
電話／ 080-6081-3936

千歳職業技術専門校
＊公共職業訓練 パソコン経理科③
　パソコンや簿記の初心者を対象
に、ワード・表計算各3級、データベ
ース3級、プレゼンテーション2級、
日商簿記3級の資格取得・早期就職
を目指します。選考試験があります。
開催日／ 8月17日（火）～ 11月
16日（火）9時～16時（最大）
会場／千歳職業技術専門校
定員／ 15人（応募者が少ない場合
及びコロナ諸事情により中止するこ
とがあります）
参加費／受講料無料（テキスト代、検
定料は別途）
＊選考試験詳細
選考試験日／ 7月26日（月）9時集合
選考場所／千歳職業技術専門校（千
歳市真々地2-4-8）
※駐車スペースに限りあり（20台）。
公共交通機関をご利用ください。
試験内容／筆記試験（国語・数学）、
面接
※応募者が定員に満たない場合は筆
記試験を行わないことがあります。
持ち物／筆記用具、上履き、返信用
封筒（84円切手貼付）
申込期間／ 7月13日（火）まで
申込方法／最寄りの公共職業安定所
（ハローワーク）にて申込
申込先電話／ 24-2177（ハローワー
ク千歳）
問合せ／千歳職業技術専門校
電話／ 22-2969 

恵庭市
えにわ市民プラザ・アイル
6月の行事予定
①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／ 6月19日（土）13時～ 16時
参加費／ 500円～
定員／ 5人（申込順）
②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／ 6月16日（水）10時30分～
13時

参加費／お問合せください。
③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／ 6月16日（水）13時30分～
16時
参加費／お問合せください。
④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／ 6月12日、26日いずれも土
曜日10時30分～ 12時
参加費／お問合せください。
⑤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／ 6月23日（水）11時～ 15時
参加費／お問合せください。
⑥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／ 6月19日（土）13時～ 16時
参加費／ 100円～
⑦虫よけハーブのアロマワックスサ
シェ作り
＊花のある暮らし
　虫よけハーブのアロマを使って、
火を灯さないで飾って楽しむキャンド
ルを作ります。
とき／ 6月14日（月）10時30分～
12時
参加費／お問合せください。
①～⑦共通
開館時間／ 10時～ 17時 ※日曜・
祝日は休館
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）
電話／ 39-3355

サロン おはな
①がん患者・家族・遺族会
　患者さんやその家族、遺族など、
同じ立場の人がお互いの悩みや不安
を共有し情報交換をする場です。が
ん患者さんをサポートするための、
様々な事業をみんなで考えていきま
す。秘密厳守ですので安心してご参
加ください。緊急事態宣言の延期で
オンライン開催にいたします。お電
話での相談もお受けいたします。参
加無料。
とき／ 6月19日（土）11時～ 15時
開催方法／オンライン（ホームペー
ジ、公式LINE、お電話にて事前にお

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16日（水）
6月25日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

ごみ袋

	 千歳市こども福祉部こども家庭課こども家庭係（第2庁舎1階③番窓口）
	 ☎0123-24-0328
	 FAX	0123-23-6700

対 象	 	4月1日現在、市内に住所があり、3歳未満の乳幼児を養育し
ている世帯。

支給枚数	 乳幼児1人につき100枚（燃やせるごみ用で容量20㍑のもの）
	 ※	本年4月2日から10月1日までに3歳を迎えるお子さんは50枚
支給方法	 	千歳市シルバー人材センターが対象世帯へ配達します。（配達

前に市外へ転出したときは対象外）
	 ※	本年4月2日以降に出生、転入された世帯には、10月1日現在市内に

住所がある場合、乳幼児1人につき50枚を11月頃に支給します。

千歳市からのお知らせ

問合せ

　乳幼児のいる世帯へ６月中旬から紙おむつ用ごみ袋の支
給を開始します。新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
留意しながら順次お届けいたします。

乳幼児紙おむつ用ごみ袋を支給します

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

●6/13 日

ゆうがたゆうがた

数量限
定 !
売切ご

免 !当店だ
けの
タイムサ

ービス
!

300
個限定

レギュラー、カレー、
シーフード日清日清日清日清

各100円各100円（税別）（税別）

（税込108円）（税込108円）
16:00〜18:00

このマークが目印!

当店では、店内の消毒及びご来店のお客様がご利用いただける消毒液をご用意しております。
皆様が安心してご利用いただけるよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

限定開催!限定開催!限定開催!限定開催!スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店スーパーアークス千歳店

ビッグハウス 千歳店

当日は紹介した商品以外にもお得な
商品多数!!「夕方の市」のマークを探してね!

50
玉限定

茨城県産茨城県産茨城県産茨城県産

貴味メロン 
青肉
貴味メロン 
青肉
貴味メロン 
青肉
貴味メロン 
青肉

※ビッグハウス恵庭店、アークス長都店では実施しておりません。【スーパーアークス 千歳店】 TEL.0123-26-6660
千歳市日の出1丁目(日の出大通沿)

1玉495円1玉495円
（税込535円）（税込535円）

本 体
価 格

お1人様 
1玉限り （税別）（税別）

カップ
ヌードル
カップ
ヌードル
カップ
ヌードル
カップ
ヌードル

本
体
価
格

本
体
価
格

お1人様 
10個限り
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