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千歳市
千歳市立図書館
＊「本を読んでファイターズを応援し
よう!」キャンペーン
　夏季休暇前後の小学生の読書習慣
を応援する取り組みとして実施しま
す。7月12日（月）から申し込んでい
ただき、指定の読書冊数をクリアする
とファイターズロゴ入りシャープペン
シルを1本プレゼントします（9月15
日以降千歳市立図書館で受け取り）。
なお、新型コロナウイルス感染症の
影響により、今年も札幌ドームで行わ
れる試合の招待はありません。
申込期間／ 7月12日（月）～ 7月
31日（土）
読書期間／ 7月22日（木・祝）～8
月27日（金）
読書冊数／小学1年生～ 2年生10
冊、小学3年生～ 4年生8冊、小学
5年生～6年生6冊
申込方法／申込ページからお申込み
ください。
申込ページ／ https://form.fighters.
co.jp/2021dokusho_kids/
問合せ／北海道日本ハムファイター
ズ お客様センター
電話／ 0570-005-586

千歳市立図書館
＊第12回読書スタンプラリー
　本をたくさん借りてスタンプを集
めよう！　スタンプラリーをクリアす
ると、記念品をプレゼントします。参
加無料。カウンターでスタンプラリ
ー帳とおすすめ本記入用紙を受け取
って参加してください。

対象／小学生150人、中学生30人
（先着順）
期間／開催中～9月30日（木）
申込方法／直接図書館のカウンター
で申込（本人に限る。電話やブッくん
では受付不可）。
その他／スタンプの対象は千歳市立
図書館（青葉公園内）で借りた本に限
ります。
問合せ／千歳市立図書館
電話／ 26-2131

楽楽講座
　毎日育児をがんばっているお母さ
ん、日々の育児に疲れ切っていませ
んか？　心のプロ、臨床心理士の先
生が、子育ての楽しみ方・感情コン
トロールの仕方、自分でできるリラ
クゼーション法などについて講演し
ます。この機会にお話を聞いてみま
せんか？
対象／ 0歳から就学前までのお子さ
んを子育て中のお母さん
とき／ 7月16日（金）10時～ 11時
30分
ところ／千歳市総合福祉センター 3
階 307号室
定員／ 10人
申込期限／ 7月14日（水）まで
持ち物／筆記用具、保育に必要なも
の（オムツ・ミルク・着替えなど）
問合せ・申込／千歳市保健福祉部母
子保健課母子保健係
電話／ 24-0771（直通）

令和3年度市民意識調査
＊7月2日に調査票を発送しました
　この調査は、令和3年度を始期と
する「第7期総合計画（計画期間：
10年間）」を推進するにあたり、市
民ニーズを一層的確に把握するため
に実施します。
対象／18歳以上の市民2000人（無
作為抽出）
調査方法／調査票の郵送　※職員が
訪問や電話で聞き取りを行うことは
ありません。
回答期限／ 7月20日（火）
問合せ／千歳市企画部企画課企画推
進係
電話／ 24-0442

千歳市体育協会
①5歳児キッズスポーツ（年長さんコ
ース）
内容／走る・鉄棒・跳び箱・縄跳・
ボール投げ・トランポリン等 
対象／市内居住の5歳児（平成27
年4月2日～平成28年4月1日生
まれ）
とき／ 7月29日（木）、30日（金）、
8月3日（火）、4日（水）、5日（木）9
時45分～ 11時15分
ところ／ダイナックスアリーナ 第2
体育館（千歳市真町176-2）等
参加費／ 1100円
定員／ 24人（申込順）
申込期限／ 7月15日（木）12時～
16日（金）17時
②小学３・４年生　スポーツ体験教室
（トランポリン等）
内容／マット運動・跳び箱・鉄棒・ト
ランポリン・ミニ野球等
対象／市内居住の小学３・４年生
とき／ 8月18日（水）、20日（金）、
24日（火）、26日（木）、31日（火）、
9月2日（木）、7日（火）、9日（木）
18時30分～ 20時15分
ところ／ダイナックスアリーナ 第2
体育館（千歳市真町176-2）
参加費／ 1100円
定員／ 24人（申込順）
申込期限／ 7月29日（木）12時～
30日（金）17時
③トレーニング室で体幹強化とダイエ
ットチャレンジ
対象／市内居住の方
とき／ 8月10日（火）9時30分～
11時30分
ところ／武道館 トレーニング室（千
歳市あずさ1丁目3-1）
参加費／無料
定員／ 10人（申込順）
申込期限／ 7月27日（火）12時～
31日（土）17時
①②③共通
申込方法／ホームページから申込み
ください。インターネット環境がない
方はお問合せください。
問合せ／千歳市体育協会振興課
電話／ 22-4150（9時～ 17時、日
月祝は休み）
FAX／ 24-2320

恵庭市
恵庭市介護福祉課
＊プレミアム健康度チェック
　外出自粛による体力低下など気に
なる事はありませんか？　たっぷり1
人45分かけて、握力やバランス、飲
み込みなどのチェックをしながら保健
師、栄養士、歯科衛生士があなたに
あった健康づくりを応援します。要申
込、参加無料。
とき／ 7月30日（金）9時30分～
12時15分
ところ／黄金ふれあいセンター（黄
金5-11-1）
対象／ 65歳以上で恵庭市民の方
定員／ 24人

持ち物／動きやすい服装と靴、飲み
物、マスク着用
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
申込期限／ 7月28日（水）
その他／ 9、11、1、2月にもイベン
トを開催します。
電話／ 33-3131（内線1246）

恵庭市商工労働課
＊求職セミナー
　子育てを終えた女性や高齢者など
就労にブランクのある方や求職活動
が初めての方も、お仕事探しの基本
が学べますので、ぜひお越しくださ
い。
とき／ 7月20日（火）14時～ 15時
30分
ところ／恵庭市民会館中会議室（新
町10）
対象／恵庭市の求職者（パートも可）
定員／ 10人
持ち物／筆記具、マスク着用
問合せ・申込／恵庭市商工労働課
申込期限／ 7月15日（木）まで
電話／ 33-3131（内線3333）

恵庭市社会教育課
＊えにアートギャラリー初夏の二人展
　花の拠点はなふるにて、市内在住
の高橋トヨ氏、飯坂栄子氏のパッチ
ワーク作品を展示します。ご興味の
ある方、ぜひご覧になってください。
また、えにアートギャラリーにて、展
示希望の方は社会教育課までご連絡
ください。
とき／7月13日（火）～8月9日（月）
ところ／花の拠点はなふるセンター
ハウス（南島松828-3）
参加費／無料
問合せ・申込／恵庭市社会教育課
電話／ 33-3131（内線1741）

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9日（金）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②スタジオアリス「七五三秋のお参り
用着物レンタルご予約会」
とき／ 7月10日（土）、11日（日）
10時～ 18時
ところ／ 2階スタジオアリス横
③みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 7月11日（日）9時～18時
ところ／東側出入口前
④ベビーカステラ販売
とき／ 7月13日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤スクラッチ「ソフトクリーム販売」
とき／ 7月14日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑥スーパーアークス長都店「草太郎
本舗和菓子販売」
とき／ 7月15日（木）～18日（日）、
10時～ 17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「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14日（水）
7月23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

ゆうがたゆうがた

数量限
定 !
売切ご

免 !当店だ
けの
タイムサ

ービス
!

●7/11 日

300
個限定

・ 汁なし担々麺
・ 背脂醤油
・ 濃厚味噌

本体
価格

日清日清日清日清

ラ王ラ王ラ王ラ王

16:00〜18:00

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）

（税込108円）（税込108円）

お1人様 
6個限り

北海道長沼産北海道長沼産北海道長沼産北海道長沼産

50kg
限定 1袋1袋 200円200円（税別）（税別）

ピーマンピーマンピーマンピーマン 詰め放題
（当店指定の袋）
詰め放題
（当店指定の袋）
詰め放題
（当店指定の袋）
詰め放題
（当店指定の袋）

北海道産北海道産北海道産北海道産

100
限定

パック

1パック1パック

（税込216円）（税込216円）

295円295円（税別）（税別）

（税込319円）（税込319円）

本体価格

本体価格

さくらんぼさくらんぼさくらんぼさくらんぼ

※

写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す


	15

