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しています。フェムテック（女性の健康課
題を解決する商品やサービス）の知識や情
報を持つメンバーが、皆さんの人生をより
楽しくするお手伝いをします。今回は体の
捻れを改善するセルフ舌はがしも紹介。参
加有料、要申込。
とき／ 6月29日（火）10時～ 12時
ところ／ Happy Stay（千歳市緑町5丁目
1-28） 
定員／ 7人程度
参加費／ 1000円
持ち物／筆記用具、飲み物等
問合せ・申込／moon room Laini
電話／ 090-7646-6534（山口）
問合せ・申込／ Natural body life lab
電話／ 070-5605-6089（山内）

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／ 7月1日（木）、8日（木）9時～ 13
時の間で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）

よろず屋Cafe
＊7月から再開します！
　着物の試着や写真撮影、雑貨販売、貸本
など、いろんなジャンルのショップやコーヒ
ーを楽しめるイベントです。
とき／7月1日、8日、15日、22日、29日
（毎週木曜日）12時～ 17時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1
丁目15）
電話／ 090-3140-3404（古谷）

Zoomによるパソコン無料相談
　パソコンの操作やトラブルでお困りの方
を対象に、Zoomを活用したリモートでの
無料相談会を行います。要申込。詳細はお
問合せください。
とき／ 7月4日（日）15時～17時の間で、
1人30分まで
定員／ 4人
申込期限／ 6月29日（火）まで
申込方法／下記メールアドレスまで、希望

の時間と相談内容をお知らせください。後
日Zoom IDおよびパスワードを返信しま
す。
メール／ info@chitoseitv.net
問合せ／ちとせITボランティアの会 
電話／ 090-7648-7250（川端）

「耳つぼジュエリー Azur×しのぱ
んin結工房」コラボ企画
　8回目のコラボ企画です。耳つぼは、イ
ベント価格で2ヶ所の施術ができます！　
肩こり・腰痛などの改善やリフトアップ等
の体験をぜひ！　パン教室では『ゴマチー
ズどでかパン』を作ります！　どちらも結工
房のお弁当付きです！　コロナ予防対策と
して換気や消毒をしてお待ちしています。
詳細＆ご予約はお電話またはご来店にて。
とき／ 7月7日（水）①パン教室 11時～
13時（定員6人） ②耳つぼ 11時～ 14時
（予約制、1人あたり15分程度）
ところ・問合せ・申込／民家カフェ「結工房」
（千歳市勇舞8丁目4-10）
電話／ 090-1381-3355（平本）

COCOYOGA
＊外ヨガ
　外で、体をゆっくり、大きく動かして、体
をほぐし心もリラックスへ導くクラスです。
ヨガ初心者の方もお気軽にご参加くださ
い。要申込。
とき／ 7月11日（日）13時～ 14時、雨
天時7月18日（日）に延期
ところ／ルルマップ自然公園ふれらんど内
ソフトクリーム小屋隣（恵庭市西島松275）
参加費／ 1000円
持ち物／ヨガマット（バスタオルでも可）、
動きやすい服装、飲み物
問合せ／ COCOYOGA
申込・電話／ 080-4047-6309（金澤）

イングリッシュ横丁
＊英語を使ってみよう！こども記者体験
　今回のテーマはラテン文化。元新聞記
者と一緒に取材してみよう！ボリビア出身
のゲストに英語でインタビューします。ア
ミーゴ！ってどんなノリ？ボリビアで人気の
YouTuberは？など知りたいことを聞いて
みよう。
とき／ 7月4日（日）13時30分～ 15時
30分
ところ／ agracrock（下島松660）
対象／小学4～ 6年生
定員／ 5人
参加費／ 1000円
問合せ／イングリッシュ横丁（いちのへ）
申込期限／ 7月1日（木）まで
申込・電話／ 080-5557-2679（ショート
メール可）

NPO法人おはな
＊地域サポーター養成講座
　アサーティブコミュニケーション講座を
行います。アサーティブコミュニケーショ
ンとは、自分の伝えたい事が相手に伝わる
ように、自分も相手も尊重しながら、コミ
ュニケーションを取る方法。4回講座×3
セッションの全12回講座です。出席率と
プレゼンテーションで基準を満たした修了
者は、地域サポーターとして認定いたしま
す。全国からZOOMで参加可能です。
とき／セッション1・7月4日、11日、25
日、8月1日、セッション2・8月22日、
29日、9月5日、9月19日、セッション3・
10月3日、10日、17日、11月7日、い
ずれも日曜日、20時～ 21時30分
ところ／オンラインZOOMにて、NPO
法人おはな事務所でも受講可能（黄金南
7-4-11）
参加費／ 1回2000円
問合せ／ NPO法人おはな
申込／ホームページまたは公式LINEより
電話／ 080-4044-8313

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。他のがん
種の方もご参加いただけます。
とき／ 7月3日、17日、31日いずれも土
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／ 7月7日、21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
①、②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／裸足になれるジャージなど動きや
すい服装、あればヨガマット（無料貸し出し
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
セル料はかかりません）
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（ヨシダ、ショー
トメール可）

夏・爽快ヨガタイム
＊ヨガで心もカラダもスッキリ
　軽い運動量から始められるヨガポーズで
あなたの健康習慣をサポート！ステイホー
ムで運動を控えていた方、心も身体もほぐ
しに是非お越しください。要申込。
とき／①6月26日（土）10時30分～ 11
時50分、②30日（水）10時30分～ 11
時30分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
参加費／①1000円、②800円
対象／どなたでも可
持ち物／ヨガマット、タオル、ブランケット、
動きやすい服装、飲み物
問合せ／ yogaKULAタグチ
申込期限／開催日前日まで
申込・電話／ 090-6992-0199

まちかどトピックスまちかどトピックス

　第一生命保険札幌支社札幌コンサ
ルティング営業室千歳第一オフィス
と同道央支社千歳営業オフィスは6月
11日、さきごろ中止となった千歳市
内における東京オリンピック聖火リ

レー「千歳ルート」両脇歩道の清掃活動を行いまし
た。当日は千歳を拠点とする両オフィスの社員59人
が参加。“幻”の聖火リレールートに落ちているごみ
を拾い集め、市街地の美化に貢献しました。
　清掃活動は、混雑を避けるため二手に分かれて実
施。千歳第一オフィスはルートのスタート地点「千
歳市役所」、千歳営業オフィスはゴール地点「道の駅
サーモンパーク千歳」から出発し、歩道に残された
タバコの吸い殻や木の枝等をごみ袋に拾い集めていました。

　「千歳市街地の清掃は初めて」と話す
千歳第一オフィスの中田さおり営業部
長は、「千歳市民に日頃の恩返しがで
きました。また、コロナ禍で街とのつ
ながりが薄い新入社員にとって、街を
知る良い経験となりました」とこの日
の収穫を振り返りました。

“幻”の聖火リレー「千歳ルート」を清掃
市内2つの第一生命保険オフィスが合同で実施
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このマークが目印!

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!

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 ※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)

各100円各100円（税別）（税別）
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　イメージです

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
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

千歳発着

※詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※感染拡大などにより、ツアーが中止となる場合がございます。

●旅行代金は全て税込です　●利用バス：つたいバス　※画像・イラストはイメージです

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画
実施

☎0155-24-2414

乗車券込

出発▶8:20　帰着▶17:50頃

美瑛 四季彩の丘 
白金 青い池
富良野 老舗そば昼食7/31（土）

7/31（土）

7/11（日）

千歳営業所集合場所

入場料込

入園料全て込

入園料込

1昼（天ざるそば）付食事

1昼（天ざるそば）付食事

7,150円〈 大 人 〉
お一人様

出発▶8:20  帰着▶17:50頃

中富良野ファーム富田
ラベンダー畑
富良野ドラマロケ地
麓郷の森

7/12（月）

千歳営業所集合場所

6,950円
〈 大 人 〉お一人様

出発▶7:30　帰着▶17:30頃

留萌・増毛お買物
うまい! が勢ぞろい
海産物・酒・果物・道の駅

7/14（水）

千歳営業所集合場所

サクランボのお土産付

1昼（蛇の目にぎり）付食事

9,950円〈 大 人 〉
お一人様

出発▶9:30　帰着▶16:20頃

夏の有珠山ロープウェイ
だて道の駅・
大滝きのこ王国

7/18（日）

千歳営業所集合場所

なし（きのこ王国で各自）食事

6,450円
〈 大 人 〉 お一人様

千歳（流通3丁目3-12）・苫小牧（入船町3丁目2） 駐車スペース有
日帰りバスツアー

■定員：25名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

7,980円
〈 大 人 〉 お一人様

苫小牧7,180円千歳
〈 大 人 〉 お一人様

出発▶7:30　帰着▶15:40頃

『公共施設見学ツアー』南富良野
金山ダム見学とラベンダー畑

7/17（土）

千歳営業所集合場所

1昼付食事
6,250円
〈 大 人 〉 お一人様

出発▶苫小牧8:00、千歳9:00
帰着▶千歳16:25頃、苫小牧17:10頃

千歳 ブルーベリー食べ放題と
ゆにガーデン「ランチビュッフェ」
栗山 小林酒造

8 /8（日）

苫小牧営業所、千歳営業所集合場所

1昼付食事

出発▶千歳15:15、苫小牧16:45
帰着▶苫小牧21:50頃、千歳22:50頃

千歳営業所、
苫小牧営業所

集合場所

なし（道の駅みたらで各自）食事

入園料込

8,550円〈 大 人 〉 
お一人様

出発▶7:30　帰着▶18:00頃

「夏季限定シープドッグショー」
ボーヤ・ファーム
十勝 池田ワイン城見学

8/22（日）

千歳営業所集合場所

1昼（ハンバーグ定食）付食事

乗船料込

6,980円
〈 大 人 〉 お一人様苫小牧

7,950円
千歳 〈 大 人 〉 お一人様

煌めく室蘭ナイトクルージング
工場夜景・白鳥大橋8/21（土）

8/28（土）

問い合わせ多数

〈ダム内部 開発局職員同行〉
平取 和牛ステーキ丼ランチ

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部苫小牧も有）

ちとせ・まち
魅力検定2020
応用編Ⅰ 問題は8ページ

問題1     ア） 新しくできた鉄道を
利用して観楓会をす
ることになった。

問題2  	（1）	イ）55
 （2）	カ）樽前山
問題3   ア） 終戦後、平和国家を目

指した日本にとって
国立公園による国際
観光が期待された。

問題4  エ）チトセバイカモ
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