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千歳市
新型コロナウイルスワクチン接種
予約サポート
＊ボランティアがネット予約をお手伝いします
　千歳市内の高齢者を対象とした新型コ
ロナウイルスワクチン接種のインターネッ
ト予約をサポートします。ご本人のスマー
トフォンを使用して、予約完了までのサポ
ート。スマートフォンをお持ちでない方に
は、会場のパソコンを使用して代行入力を
行います。予約完了後には、予約表を印
刷してお渡しします。参加無料、要事前予
約。
対象／接種券を持っている千歳市民
とき／ 6月29日（火）・30日（水）、7月1
日（木）9時～17時
ところ／千歳市社会福祉協議会 2階 ボラ
ンティアフロア（千歳市東雲町1丁目11
番地） 
定員／各日80人（1時間あたり10人ず
つ、予約制。定員になり次第締切）
持ち物／接種券、スマートフォン（お持ち
の方のみ）
その他／あらかじめ、接種希望日を複数定

めてご来場いただけると予約がスムーズ
です。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

千歳市主催「オンライン婚活パーテ
ィー」
　“Zoom”を使用して行うオンライン婚活
パーティー。事前にテストミーティングを
実施します。
とき／ 7月31日（土）13時～ 15時（受
付12時35分～）
参加費／ 1000円
定員／ 25歳～ 45歳の独身男女各6人　
※男性は千歳市在住・在勤の方のみ　
※申込者多数の場合は抽選
条件／パソコン又はスマートフォン等の端
末をお持ちの方。インターネットに接続で
きる環境にある方。
申込期限／ 7月20日（火）まで
申込方法／詳細は千歳市ホームページに
てご確認ください。
問合せ／千歳市企画部政策推進課
電話／ 24-0452

恵庭市
花と緑・観光課
＊暮らしを恵む庭「OPEN　DAY」
　はなふる7つのガーデンエリアである、
暮らしを恵む庭を1日開放致します。お家
の中の見学やご自身のお庭の相談も気軽
に行えます。恵庭市フラワーマスター協議
会メンバーでお待ちしております。参加無
料。
とき／ 7月4日（日）10時～ 15時
ところ／花の拠点はなふる暮らしを恵む庭
（南島松817-18）
問合せ／花と緑・観光課
電話／ 33-3131（内線2525）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①インテリアわたなべ「オリジナルマット販売」
とき／ 6月25日（金）、26日（土）10時
～ 17時、雨天中止
ところ／東側出入口前
②ジェリーズポップコーン
とき／ 6月25日（金）から27日（日）10
時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
③ダスキン「スポンジ祭」
とき／ 6月26日（土）、27日（日）10時～
18時
ところ／東側出入口前
④みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 6月27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29日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥スクラッチ「ソフトクリーム販売」
とき／ 6月30日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前

⑦道民共済「移動相談会」
とき／ 6月28（月）、7月1日（木）10時
～ 17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／道民共済
電話／ 011-611-2456
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。

ミナミナ市　ポップアップショップ
　千歳レラ内で、ミナミナ市のポップアッ
プショップ（ハンドメイド作家さんの委託販
売ショップ）を期間限定・土日祝限定でオ
ープンします。今までイベントでしか見ら
れなかった作品を、週末祝日にゆっくりご
覧いただけます。作家さんが交替で店番
をするので、大好きな作家さんに会える
かも？　期間内は様々なイベントを行いま
す。ぜひお越しください。
とき／ 6月26日～ 9月26日の間の土日
祝10時～ 17時　※6月26日（土）・27
日（日）は恵庭の作家さんが店舗近くでマ
ルシェを行います。
ところ／千歳アウトレットモール・レラ 
1610区画（千歳市柏台南1丁目2-1）
その他／新型コロナウイルス感染予防対
策を行います。マスク着用、手指消毒にご
協力ください。当日体調の悪い方は、来場
をお控えください。新型コロナウイルス感
染拡大状況により、日程延期・中止となる
場合があります。
問合せ・電話／ 090-8659-9032（ヤマ
グチ）

ふぇむてっくムーン保健室
　女性特有の病や生理現象、パートナーと
の悩みなど様々な問題や不安を気軽に相
談できる安心安全な場所（保健室）作りを

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「まん延防止等重点措置」の再適用に伴い、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30日（水）
7月9日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

���円
お持ち帰りは30分ほど前に、

宅配は16:00までに
ご注文ください。

えどや
向陽台店弁　当

食べ処 宅配
無料 無料配達

ホッケ弁当

・鶏塩弁当
・鶏塩ザンギ弁当

ミックスフライ弁当ザンギ弁当

・メンチカツ弁当
・メンチカツの玉子包み弁当

豚平のタルタルとザンギ弁当

プルコギの玉子包み
タルタルとザンギ弁当

鮭弁当
・ハンバーグ弁当
・ハンバーグの玉子包み弁当

・豚焼肉とザンギ弁当
・豚焼肉とフライ弁当

しょうが焼き弁当 赤魚西京焼き弁当

とんかつ弁当

鶏のしょうがバターマヨ和え弁当ハムカツ弁当

オムライス弁当

全
品

お弁当各種 2個以上 で10個以上
お弁当のご注文個数が

いたします!!
上記個数に満たない場合でもお気軽にご相談ください!

千歳 恵庭

（税込）

※恵庭地域は一部を除きます。

オードブル
3～4人前

�����～円
要予約2日前

要前日予約

※日曜日ご注文の場合、前日までにご相談ください。

��円各

詳細はお問い合わせください!

・トマトスパゲッティ
・やきそば

���円～

人気! お惣菜各種
満腹BIGおにぎり弁当

好評!

���円各 ���円単
品

大将オリジナル! 約200g

・しゃけ  ・すじこ 
・たらこ  ・うめ
・おかか など

・野菜炒め
・ホルモンの野菜炒め　
・甲イカと野菜の卵炒め　
・とりのいそべ焼き
・ぶたの塩焼き
・さば焼き半身
・鮭の切り身
・白身フライ（1本）

・ジンギスカンザンギ
・チーズ春巻き(2本入)
・とりももザンギ（5ヶ入）
・生ハムとチーズの春巻き（2本入）
・アボカドとチーズの春巻き（2本入）
・チキンオニオンリングフライ
・ピリ辛メンマキムチ 他��円

ザンギ付

カマザワ水産直送！
旬の刺身盛り（3種）

旬の刺身盛り

〈例〉 マグロ、サーモン、白身 �����円 �����円～���円 1人前 ���円
つぶ刺し1人前

2～3人前

他にもお惣菜ご用意しております!

仕入れの状況により
ご提供できないメニューが
ある場合もございます。

あらかじめご了承ください。 
※写真はイメージです。

おすすめ

■ 千歳市白樺2丁目5-8　
■ 駐車場あり
■ 不定休※表示価格は全て税込です

ご注文・お問い合わせ
8：00～18：00

●

●

● 〒

コープさっぽろ

ツルハドラッグ
白樺郵便局

えどや
営業時間 ���������������


	23

