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②au・UQモバイルキャンペーン
とき／ 7月3日（土）、4日（日）10
時～ 17時
ところ／ 1階センター広場
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 7月4日（日）9時～18時
ところ／東側出入口前
④燻製と檸檬Bitters「燻製サンド＆
レモネード販売」
とき／ 7月5日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤ベビーカステラ販売
とき／ 7月6日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥えいごであそぼう！ペッピーキッズ
クラブ
とき／ 7月8日（木）13時～ 18時
・9日（金）、12日（月）10時～ 18時
・10日（土）、11日（日）10時～17時
ところ／ 1階センター広場
問合せ／ペッピーキッズクラブ札幌
事務局
電話／ 0120-200-375
①～⑤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。

マスクチャーム講座
　マスク生活の新アイテム！　マスク
チャームを2個作ります。
とき／ 7月9日（金）10時～ 11時
30分
ところ／住まいのリフォームcafe 
SUMAI（千歳市北陽6-4-18）
参加費／ 1000円
定員／ 4人（先着順）
問合せ・申込／住まいのリフォーム
cafe SUMAI
電話／ 090-9514-8722（南雲）

みんなでつくる　まちなかマルシェ
＊Living Living day1「日常に、ちょ
っとの祝祭を」
　ドライフラワーやハーブティー、日
用品など、日々の暮らしにちょっとわ
くわくな非日常を添える、イロイロリ
ビングのお気に入りを集めたマルシ
ェです。混雑緩和のため、事前来店
予約にご協力をお願いいたします。
ご予約の際は、おおよその来場時
間、人数をお伝えください。当日予
約もOKです。来店できない方向け
に、ライブマルシェと通信販売も行
います。詳しくはイロイロリビングの
ホームページをご覧ください（イロイ
ロリビングで検索）。
とき／ 7月10日（土）11時～ 17時
ところ・問合せ・申込／イロイロリ
ビング（千歳市幸町１丁目15番地）
電話／ 090-6872-6579（坪田）

そろばん「1ヶ月無料体験会」
＊そろばんの楽しさを体験してみよう！
　そろばんだけじゃなく、楽しめる仕
掛けがあります!　数字タイムアタッ
ク勝負・タブレットを使用したフラッ
シュ暗算や計算パズル等など楽しみ
ながらできる環境があります。オンラ

インで1ヶ月無料体験も受付中です！
対象／数字の読み書きが出来れば年
中・年長さんからでも可
定員／ 15名限定の少人数制（定員
になり次第締切）
ところ／【恵庭市】大町・柏陽・恵
み野、恵み野北 各町内会館、恵庭市
市民会館、黄金ふれあいセンター、
島松公民館、桜町団地集会所、緑と
語らいの広場えにあす　【千歳市】ゆ
うまいホール、あずさ・北栄南・花園・
みどり台南・幸福 各町内会館。祝梅
コミュニティセンター、コープさっぽ
ろパセオすみよし店、真々地会館
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）

Do!Kids Lab
＊小学生プログラミング無料授業体験
　ゲームが好き！子どもに自信をつけ
させたい！パソコンに慣れさせたい！
そんなパパママのみなさまへ。完全
予約制＆少人数制の無料授業体験会
を開催!キッズスペースあり、駐車場
あり、手ぶらでOK！ご予約はTELか
WEBから!
とき／ 7月4日（日）、10日（土）、
17日（土）10時から、11時30分か
ら、14時から、15時30分から
ところ／ Do!Kids Lab（栄恵町98）
対象／小学生
問合せ・申込／ Do!Kids Lab代表
鷲尾（わしお）
電話／ 090-6695-6748

朝のお外でヨガ
＊芝の上でのびのび外ヨガ
　前回は、緊急事態宣言の関係で開
催できなかった外ヨガ。太陽の日差
しを感じ、新鮮な空気を吸いながら、
芝の上でのびのび自然を身体で感じ
ながら、外でヨガをします。お子さ
んのご参加もOK。雨天時は、黄金
ふれあいセンター内でヨガをします。
要申込。
とき／ 7月10日（土）10時から11時
ところ／黄金ふれあいセンター裏手
芝スペース（黄金南5-11-1）
参加費／ 800円
定員／ 10人
対象／どなたでも可
持ち物／ヨガマット、レジャーシート、
タオル、動きやすい服装、飲み物、
帽子などUVケアグッズ
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

久光喬子バレエ教室第9回発表会
　バレエ教室の発表会を行います。
昨年開催予定でしたが、新型コロナ
ウイルスの影響で延期となっていま
した。コロナ禍でも一生懸命レッス
ンに励んできた子供たちを多くの
方々に観て頂けたらと思います。
内容／バレエコンサート、「シンデレ
ラ」他
とき／ 7月23日（金・祝）開場14
時30分、開演15時
ところ／恵庭市民会館大ホール
参加費／入場無料、要整理券（当日
会場でも配布予定）※整理券配布先：

恵庭市民会館、ボックス恵庭支店、ウ
イングファイナンシャルプランニン
グ、Hokkaido かもめ食堂
問合せ・電話／090-2074-1651（山
田）、080-3236-9967（後藤）

卓球サークルE.League
＊卓球講習会開催
　プロ卓球選手を講師に招いて、卓
球講習会を行います。
新型コロナウイルス感染症の影響
で、あらゆる大会イベントが中止とな
る中、学生の皆さんは、これまでの
練習成果を発揮する場を失ってしま
いました。少しでも活躍の場や思い
出の場を提供したいという想いで講
習会を開催する運びとなりました。
とき／ 7月27日（火）12時～ 18時
ところ／島松体育館（南島松389-3）
定員／ 80人
参加費／ 3000円（事前振込）
持ち物／ラケット、筆記具、上履き、
ゼッケン、マスク（3枚）、新型コロナ
ウイルス健康確認申告書
申込期限／ 7月13日（火）
講師・ゲスト／ Tリーガー 2人
その他／振込口座、新型コロナウイ
ルス健康確認申告書など詳細はお問
合せください
問合せ・申込・電話／ 080-1875-
8958（E.League）

訂正とお詫び
　ちゃんと 6 月 25 日号 6 ページ
のちゃんとかわら版千歳「キリン一
番搾り北海道応援缶出荷」記事中に
「ビールや清涼飲料等を道内向けに
製造・出荷」と記載していましたが、
キリンビール北海道千歳工場では現
在、清涼飲料は製造しておりません。
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。

恵庭南高校漫画研究同好会 第 56 回

by 朔間夏といえば
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次回の掲載は8月6日発行のちゃんと778号です。
お楽しみに!！

答えは 来週の「ちゃんと7月9日号」に
掲載！ 君にこの難問が解けるかな？

怪盗ちゃんとからの怪盗ちゃんとからの

挑戦状挑戦状

【ルール】
縦・横９列のすべてに、1～9までの数字が一つず
つ入ります。
太線で囲まれた3×3のブロックにも、1～9まで
の数字が一つずつ入ります。

ナナ ンン ババ ーー ススププ レレ イイ
作者：マグナム・ハートさん
作者略歴：パズル作家歴 25 年、東京在住。
パズル誌、携帯アプリ、社内報などに問題を
提供。2011 年単行本「連番禁止ナンプレ」
（パブリック・ブレイン）出版。
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