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千歳市
令和3年度　第2回ミナクー
ルサロン「オンラインでサロ
ン」開催延期のお知らせ
　「千歳市新型コロナウイルス感染
症集中対策期間」の延長に伴いミナ
クールの臨時休館の期間が延長され
たため、本イベントは延期となりまし
た。日程が決まり次第、改めてお知
らせいたします。
問合せ／千歳市民活動交流センター
ミナクール
電話／ 24-0847（受付9時～ 20時
30分 ※毎週月曜日、毎月最終金曜
日は休館日）

千歳地区・地域相談会「労働
なんでも相談」
　千歳市内および近郊に住む労働者
を対象に、無料で「仕事上のトラブ
ル」「労働条件」「悩み事」の相談を受
け付け、専門の相談員がアドバイス
します。事前申込不要。来場のほか、
電話でも受け付けています。
とき／ 7月3日（土）10時～ 18時
ところ／ちとせ労働相談センター（千
歳市東雲町3丁目1　千歳市労働会
館内）
問合せ／連合北海道千歳地区連合
電話／ 23-2221

公立千歳科学技術大学　
地域密着型研究パネル展
＊2020年度「スマート・ネイチャー・
シティちとせ」研究事業パネル展
　支笏湖ビジターセンターを会場
に、各学科の教授・講師たちが11
のテーマについて研究した成果をパ
ネル展示で発表します。入場無料（駐

車場料金が必要）、申込不要。
とき／ 7月10日（土）～25日（日）
10時～ 17時30分
ところ／支笏湖ビジターセンター　
多目的室（千歳市支笏湖温泉）
問合せ／公立千歳科学技術大学地域
連携センター
電話／ 27-6192

子ども応援フードパントリー
　小学生までのお子様に、数量限定
でフードパントリー（おかし、文房具
の支援）を開催します。また、絵本
の読み聞かせや折り紙遊びもありま
す。参加無料、申込不要。イロイロリ
ビング「みんなでつくる　まちなか
マルシェ」も同日開催。
とき／ 7月10日（土）10時～ 17時
ところ／もったいないわ・千歳事務
所内　えほんらいぶらりー（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（14時～）

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行き渋りの子を持つ親
御さん、1人で悩んでいませんか？　
話すこと、聴くことで心を軽くするこ
とを目的に開催しています。是非お
気軽にお問い合わせください。
とき／ 7月11日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店 2階和室
参加費／ 200円（会場代）
申込・問合せ／不登校訪問支援カウ
ンセラー　今野
電話／ 090-5822-8798（人数把握
のため前日までにご連絡ください）

開業助産師による妊婦さん向
け教室
　母乳育児、赤ちゃんの抱っこ、ねん
ね、触れ合いなどについて学習しま
す。0歳期に大切な関わり、妊娠中
の今から学びを深めましょう！　参加
無料、要申込。
対象／千歳市、恵庭市在住の妊娠中
の人
とき／ 7月12日（月）11時～ 12時
ところ／結工房（千歳市勇舞8丁目
4-10）
問合せ・申込・電話／ 080-3232-
1624（助産院はぐくみ 渡部）

第38回全日本少年軟式野球
北海道大会
　北海道軟式野球連盟が主催する、
中学生を対象とした軟式野球の北海
道大会。出場支部代表の25チーム
と開催地推薦の2チームが出場しま
す。決勝戦は7月19日（月）10時
30分から千歳市民球場で実施。優
勝チームは全国大会に出場します。
全4会場で観覧可能、日程・会場等
について詳しくはお問合せください。
とき／ 7月17日（土）～19日（月）
の3日間 ※雨天延期
ところ／千歳市民球場、千歳青葉球
場、恵庭公園野球場、北広島緑葉公
園野球場
問合せ／千歳軟式野球連盟　第38
回全日本少年軟式野球北海道大会事
務局
電話・FAX／ 22-0776

支笏湖ビジターセンター
①支笏湖こどもDay！「夏の支笏湖！　
水辺の生き物観察Day」
　岸辺で見つけられる生き物を探し
て観察します。
とき／ 7月18日（日）10時～ 15時
参加費／ 500円（おやつ付）
定員／ 8人（小学生全学年）
②自然ふれあい行事「夏の支笏湖！　
生き物さがし」
　広場や水辺で生き物を探して観察
します。観察用具はこちらで用意し
ます。
とき／ 7月25日（日）9時45分～
12時
ところ／支笏湖ビジターセンター
参加費／無料
定員／ 10人（申込順）
①②共通
その他／天候等の諸事情により中
止・変更の場合があります。
集合場所／支笏湖ビジターセンター
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖
支部
電話／ 25-2453

恵庭市
流木オブジェ展示会
　支笏湖畔に流れ着いた流木をアー
ト作品として創り上げました。木々の
声が届きましたら幸いです。入場無
料。展示品の販売もあります。
とき／①7月4日（日）～11日（日）
11時～ 17時 ※水曜定休　②7月
13日（火）～30日（金）10時～17
時 ※7月22日（金・祝）～25日（日）
は休館
ところ／①三丁目ギャラリー（恵庭
市島松本町3丁目16-1 ギャラリー
カフェソレイユ内）　②えにわ市民プ
ラザ・アイル（恵庭市本町110番地）
問合せ・電話／090-3393-6217（い
とう）

まちづくりスポット恵み野
＊まちスポお下がり交換会
　マタニティウエアと子供服のお下
がり交換会開催決定！ 新型コロナウ
イルス感染症対策のため事前予約
制、完全入れ替え制での開催になり
ます。専用お申し込みフォームよりお

申し込み下さい。
お下がりの提供も受け付けています。
とき／ 7月8日（木）10時10分から
（15分ごとの完全入れ替え制）
ところ／フレスポ恵み野内Nature
様横スペース（恵み野里見2-15）
参加費／専用袋代1枚100円
申込／まちスポ恵み野のフェイスブ
ックページにて受付
その他／子供服は160㎝までの取り
扱い、下着や寝間着は新品のみ、記
名があるものも受付可能、靴やおも
ちゃなど小物は不可、7日までお下
がりの事前提供も受け付けています
（専用袋1枚プレゼント）、次の方が
気持ちよく使えるものの提供をお願
いします。
問合せ／まちづくりスポット恵み野
電話／ 39-2232

恵庭市介護福祉課
＊えにわウェルカム75
　後期高齢者医療制度の説明や体
力測定、筋肉量、脂肪量などの体組
成測定を行います。保健師、栄養管
理士、歯科衛生士による「75歳から
の運動、食事、お口の健康づくり」に
関する講話もあります。講話教材と
して恵庭産野菜350gをプレゼント。
要申込、参加費無料。
とき／ 7月9日（金）10時～ 12時
ところ／島松公民館集会室（島松本
町3-12-20）
対象／令和3年度中に75歳になる
恵庭市民の方
持ち物／靴下を着脱しやすい服装、
歩きやすい靴、飲み物、マスク着用
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1209）
その他／参加者は健康目標に75日
間チャレンジする取り組みにエントリ
ーでき、達成者には達成賞がもらえ
ます。

恵庭市郷土資料館
＊アイヌ文化学習見学会
　オープンしたばかりの、だて歴史
文化ミュージアムと白老町の国立ア
イヌ民族博物館（ウポポイ）へバスで
行き、一緒に楽しくアイヌ文化を学び
ましょう。
とき／ 7月31日（土）8時50分～
17時予定
集合場所／恵庭市役所駐車場（京町1）
対象／恵庭市内在住の小学3年生以上
定員／ 25人
参加費／大人1500円、高校生900
円、中学生以下200円（入館料実費）
持ち物／昼食、マスク着用
問合せ・申込／恵庭市郷土資料館担
当・長町
申込期限／ 7月29日（木）まで
電話／ 37-1288

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①旅するおむすびワゴンおむすびす
みす
とき／ 7月3日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前

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

7月7日（水）
7月16日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

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
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

日曜・祝日エステ
営業しています

¥880光脱毛光脱毛 体験
料金
体験
料金

両わき ¥2,750ヒゲ全体
（メンズ）

VIO・その他部位
もございます。

新しくリニューアルしました！ 女性はもちろん！子供や男性にも！ 都度払いもOK♪

¥5,500脚すっきり脚すっきり ¥4,620

脚コース脚コース ¥6,820

Body ［55分］

¥8,250
［115分］

筋肉運動付き フットバス・温め・シャワー付き

¥6,490 ¥5,390Face ［75分］

¥10,450DXアンチエイジングDXアンチエイジング ¥8,690
「お顔と頭皮のWケア」の新感覚フェイシャル

［90分］

梳頭法アンチエイジング
そとうほうそとうほう

デラックスデラックス

tel.0123-37-2517恵庭市恵み野西6丁目22-1 open 9:30~

《価格は全て税込》 当日の電話予約は18:00まで受付しております!定休日/毎週火曜日定休日/毎週火曜日

¥1,100※フットバスがついていないコースは上記価格+￥550
¥1,650角質ケア角質ケアオプション

エステサロン

《シデスコ国際ライセンスエステティシャン在籍》
たちばな

■恵庭市島松寿町2-7-5 
■営業時間 7:00～20:00 
　※時間外対応有り

http://wan-nyan-hokkaido.com
●道保011620351号 　●道訓011640351号

tel 090-9432-7771

●以前ペットホテルに預けたら…　
●急な入院で…　●旅行したいが…　
●介護のお手伝い…　
●お散歩の代行…　
●トリミングサロンや
　ペットクリニックの送迎 … etc

日本ペットシッター協会公認

Pet-sitter Wan-Nyan
ペットシッタ ー  わ ん にゃん

ご自宅へ訪問！ペットのお世話致します。

新型コロナウイルス感染予防の為、マスク、手袋等を着
用、出入時の消毒、換気の徹底、シッターの過去1週間の
検温提示を行っております。

年中無休

大型施設：温風暖房機

TEL.0123-23-2419
千歳市本町２丁目6
《 受付時間 9:00～17:00 ※日曜定休》
https://takahashi-kanki.com/

大型施設：真空ボイラートイレ

ボイラー（暖房・給湯用）

一般のご家庭から店舗、学校、病院、工場等大型施設まで、

設備工事のエキスパート髙橋管機にお任せください。
給排水設備工事  給湯設備工事  冷暖房工事  空調設備工事  のことなら
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