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千歳市
ちとせ男女共同参画月間パネル展
＊令和3年度「女性の政治参画～政治
分野における男女共同参画を目指して」
　毎年6月23日から29日までの
《男女共同参画週間》に合わせて、
千歳市では、6月を《ちとせ男女共
同参画月間》と定め、男女共同参画
の意識づくりを進めています。パネ
ル展では、男女共同参画に関するパ
ネルの展示やリーフレット等の配布
を行います。入場無料。お気軽にお
立ち寄りください。
とき／ 6月21日（月）～ 6月30日
（水）
ところ／千歳市役所本庁舎 1階 市
民ロビー
問合せ／千歳市市民環境部 市民生
活課 男女共同参画推進係
電話／ 24-0551

ちとせみんなのママカフェ
　子連れ歓迎！ おひとり様も歓迎！ 
いろんな事おしゃべりしましょう！　参
加無料、前日までに要申込。
とき／ 6月22日（火）10時～ 12時
ところ／北桜コミュニティセンター
（千歳市北斗5丁目6-12）
問合せ・申込／「ちとせみんなのマ
マカフェ」でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの）

千歳市介護予防センター
＊体育館ウォーキング　中止のお知
らせ
　泉沢・向陽台コミュニティセンタ
ーで6月23日（水）13時30分から
開催を予定していた「体育館ウォー
キング」は中止となりました。
問合せ／千歳市介護予防センター
（しあわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

ちとせ環境と緑の財団
＊令和3年度「緑化リーダー」研修（7
月と3月の2回連続講座）
　地域における緑化活動を支える
「緑化リーダー」を育成するため、緑
化に関する知識と技術の向上を図る
研修会です。市内で花いっぱいコン
クールに参加している団体や緑化ボ
ランティアの方、緑化ボランティアを
はじめてみたい方、研修を受けてみ
ませんか。参加無料、要申込。詳細
はお問合せください。
①第1回研修会「恵庭市花の拠点は
なふるで学ぶ花風景」
　バスで「恵庭市花の拠点はなふる」
と「恵み野花さんぽストリート」を訪
問し、見学します。
講師／土谷　美紀　氏（株式会社サ
ン・ガーデン　取締役）
とき／ 7月8日（木）9時30分～
12時15分
集合場所／千歳市役所西口駐車場
（千歳市総合福祉センター前）発着

②第2回研修会「花壇の植栽技術研
修会」
　第1回研修会に関連する内容で、
花壇などの植栽技術を学びます。
講師／内倉　真裕美　氏（ガーデニ
ングアドバイザー）
とき／令和4年3月18日（金）13
時30分～ 15時（予定）
ところ／北ガス文化ホール4階大会
議室
①②共通
対象／千歳市民20人（①②両方参
加できる人、申込順）
申込期限／ 6月25日（金）まで
申込方法／住所・氏名・連絡先を電
話等でご連絡ください。
問合せ・申込／ちとせ環境と緑の財
団 事業課 緑化振興係
電話／ 22-1117

ほくよう児童館
＊おやこお話会
　楽しいお話を聞いた後はミニゲー
ムを楽しもう！
とき／ 7月15日（木）10時30分～
11時30分
ところ／ほくよう児童館（千歳市勇舞
3丁目4－1）
定員／ 15組
申込期間／ 7月1日（木）～ 10日
（土）
電話・FAX／ 26-6789

じもじょき.netちとせ
＊7月の起業イベント
①「強み発掘」プライベートスペシャ
ルセミナー　～あなたの「強み」１対
１で鮮明に！～
　マンツーマンでの質問タイムを多
くとった個別セミナー（講師：高坂
仁美氏）
対象／ 7月8日に開催した「プチ起
業支援セミナー」を受けた方
とき／ 7月15日（木）10時～ 11時
30分
ところ／ Zoomを利用したオンライ
ン開催
参加費／ 2500円
定員／ 10人（申込順、完全予約制）
②わたしのプチ起業　～間借り＆訪
問スタイル～
　間借りして営業するスタイル（講
師：やきとり米澤代表　米澤緒子氏）、
訪問して営業するスタイル（講師：訪
問セラピー SUN代表　かじはらみ
き氏）
とき／ 7月29日（木）10時30分～
12時
ところ／中心街コミュニティセンター 
1号室
参加費／無料
定員／ 25人（申込順、完全予約制）
③起業セミナー「マーケティングを
知る」～強みを活かしたマーケティン
グ思考～
　ターゲット設定、競合調査、価格設
定など、マーケティングの基礎を学ぶ
（講師：宇田川康晴氏）

とき／ 8月12日（木）10時～ 11時
30分
ところ／ Zoomを利用したオンライ
ン開催
参加費／無料
定員／なし（完全予約制）
①～③共通
申込／じもじょき．netちとせ　各種
セミナー予約サイト
ＨＰ／ https://peatix.com/group/
10231357/events
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598
FAX／ 22-8851

恵庭市
まちづくりスポット恵み野
①はぴナビカフェ「あたしん家」
　ママによるママのための居場所で
す。恵庭市家庭教育ナビゲーターの
はぴナビネットワークメンバーと楽し
くおしゃべりしましょう！出入り自由。
参加無料。
とき／ 6月24日（木）10時～ 11時
30分
ところ／まちづくりスポット恵み野
（恵み野里美2-15フレスポ恵み野
内）、オンラインも可
対象／ママならどなたでも
申込／オンラインで参加希望の方は
事前にお電話ください
②えにわ若者応援プロジェクト「フー
ドパントリー」
　コロナ禍で生活が大変になった学
生さんや若者達への食品の無料配布
です。詳細情報は公式LINEにて発
信しています。参加無料。
とき／ 6月26日（土）10時30分～
12時、雨天中止
ところ／黄金ふるさと公園（黄金中
央4）
申込／公式LINEやHPの事前申し込
みフォームにご登録ください
①②共通
問合せ／NPO法人まちづくりスポッ
ト恵み野10時～ 18時、火曜日休館
電話／ 39-2232

恵庭市保健センター
＊歯と口の健康づくりパネル展
　口腔の健康づくりに役立つ情報の
パネル展です。お口の健康は、全身
の健康につながります。歯の健康管
理を見直して疾患の予防や口の機能
維持に努めましょう。
とき／ 6月22日（火）～30日（水）
10時～ 18時、月曜休館
ところ／恵庭市立図書館本館
問合せ／恵庭市保険センター
電話／ 25-5700

歴史を楽しもう会恵庭会員募集
　歴史を楽しもう会恵庭では会員を
募集してます。千歳や恵庭にお住ま
いの方々ならだれでも参加できま
す。日本の歴史に興味がある、骨董
品が好き、歴史小説が好き、歴史散
策に行ってみたいという方、一緒に
古代や戦国、幕末、北海道の歴史に
ついて楽しく学習しませんか。専門
的知識無用。見学自由。
とき／ 6月27日（日）13時～ 15時
ところ／恵み野会館1階会議室（恵
み野北2-12-2）
参加費／月会費700円
持ち物／筆記具
申込期限／ 6月26日（土）まで
問合せ・申込／歴史を楽しもう会恵庭
電話／ 080-4728-0020（ショート
メール可）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 6月18日（金）9時～18時
ところ／東側出入口前
②研ぎ処卓～Taku～「包丁研ぎ」
とき／6月19日（土）10時～17時、
20日（日）9時～ 17時、受付は16
時30分まで
ところ／東側出入口前
③レインボーコットンキャンディー
とき／ 6月19日（土）から21日（月）
10時～ 18時

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23日（水）
7月2日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

要支援1・2のみなさん、総合事業対象者のみなさんへ

恵庭市で新しいサービスが始まりましたよ！恵庭市で新しいサービスが始まりましたよ！
現在の通所介護（デイサービス）よりも基準が緩和された、介護
予防事業で、市内に5事業所が開設されました。

見学や無料体験もできます！
お気軽に地域包括支援センター（たよれーる）にご相談ください。

リハビリサロンりぶら
　➡︎  リハビリ専門職による運動、個別言語リハビリ

ひかりサロンてトテ恵庭
　➡︎  ノルディックポール体操、ショッピングリハビリ

デイサービスきたえるーむ恵庭
　➡︎ パワーリハビリ、買い物や簡単な調理訓練

恵み野デイサービスセンター
　➡︎  近隣市町村への買い物リハビリ、外出レク

リハビリ特化型デイサービスカラダラボ恵庭
　➡︎  フレイル予防となる運動指導、レクを通した外出

こちらもご利用ください シニア向けポータルサイト！

恵庭市役所介護福祉課　☎ 0123-33-3131（内線 1209）

http://wellness-e.jp/
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