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千歳市技能士会　親子工作教室
　親子で「引き出しと扉付きラック、フラワ
ースタンド」を作ります。千歳職業技術専門
校の指導員が懇切丁寧に教えます。作業し
やすい服装でお越しください。事前に申込
必要。
とき／7月31日（土）9時30分～15時（昼
食持参）
ところ／千歳職業技術専門校（千歳市真々
地2丁目4-8）
参加費／ 1500円（こども一人につき）
申込期限／ 7月28日（水）まで　※9時～
17時
その他／新型コロナウイルスの影響で延
期、中止の場合があります。
問合せ・申込／千歳職業技術専門校（千歳
技能士会）
電話／ 22-2969

じもじょき.netちとせ　8月の起業
イベント
①起業セミナー「マーケティングって何？」　
～強みを活かしたマーケティング思考～
　「マーケティングを知ることで顧客のニー
ズがわかる」講師　宇田川康晴氏
とき／ 8月12日（木）10時～ 11時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／無料
定員／なし（完全予約制）
②起業セミナー「プライベートセミナー」　
～あなたにピッタリなマーケティングを見つ
ける～
　「受講者が抱える課題に対して、講師から
直接アドバイス等を受ける」講師　宇田川
康晴氏
対象／ 8月12日（木）のセミナーを受けた方
とき／ 8月19日（木）10時～ 11時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／ 2750円
定員／ 10人（申込順・完全予約制）
③起業に関する個人相談
　札幌の起業家コンシェルジュや、おしごと
部ちとせのメンバーがあなたの相談にお答
えします。
とき／ 8月26日（木）[1]10時～ 11時30
分、[2]12時 ～ 13時 30分、[3]14時 ～
15時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／無料
定員／各２人（申込順・完全予約制）
①～③共通
申込／じもじょき.netちとせ
セミナー予約サイト／ https://jimojyoki-
chitose.peatix.com/
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598
FAX／ 22-8851

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番地）
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

COCOYOGA
＊ラストヨガレッスン
　COCOYOGAは、7/19で一度おしまい
になります。此処（今）を大事に、のんびり
ゆったりと動く時間を一緒に過ごしましょう。
コロナウイルス対策のため、マスク着用を
お願い致します。
とき／ 7月19日（月）19時15分～ 20時
15分
ところ／黄金ふれあいセンターホール（黄
金南5-11-1）
参加費／ 1000円
定員／ 25人
問合せ・申込／ 080-4047-6309（金澤）

HANAのIRO
＊夏休み中の制作に！　お花を使ってモノづ
くりをしよう
　夏休み中の工作・自由研究、何にしよう
か迷っている方！　今年はお花を使った素敵
な作品を作ってみませんか？　教室内で好
きな花材を選んで自分だけの作品を作るこ
とができます。お花に興味がある、お部屋
に飾りたい！　という方も是非ご参加くださ
い。要申込。
①生花のフラワーアレンジメント
季節の生花を使用しフラワーアレンジメント
を作ります。
②プリザーブドフラワーと夏小物を使ったモ
ノづくり
生花を加工して作ったプリザーブドフラワー
と貝殻等を使い、夏にぴったりな雑貨を作り
ます。花材等はお好みのものをお選びいた
だけます。
①、②共通
とき／ 7月22日（木・祝）、8月5日（木）、
10時30分～ 12時
ところ／黄金ふれあいセンター（黄金
5-11-1）
参加費／各2000円
持ち物／ハサミ、新聞紙
問合せ・申込／ HANAのIRO　
申込期限／各開催日の3日前まで
電話／090-1384-0532（ショートメール可）

恵み野北町内会ネットワーク夢
＊第109回シネマサロン例会
　ときめきのスター星野源との電車結婚で
話題となった新垣結衣主演の「くちびるに歌
を」を鑑賞。長崎五島の中学校が舞台の感
動物語です。入場無料。
とき／ 7月24日（土）13時から
ところ／恵み野北会館（北5-8-2）
定員／先着20人
参加費／無料
参加条件／マスク着用
問合せ・電話／ 36-3158

座禅をしよう会
＊リラックス呼吸法（座禅）参加者募集
　リラックス呼吸法は座禅の呼吸法により心
身統一し、心の安楽を得るものです。椅子に
座って行うのでだれでも簡単に出来ます。忙
しく心が不安定になりがちな方、リラックス
呼吸法で心身を明るく強くしませんか。
とき／ 7月25日（日）9時30分～ 12時

ところ／恵み野会館二階保育室（恵み野北
2-12-2）
参加費／ 1000円
持ち物／動きやすい服装
問合せ・申込／座禅をしよう会
電話／080-4728-0020（ショートメール可）

ひらめき実践塾「無料体験会」
　考える力を育てたい。論理的思考力、コミ
ュニケーション力、プレゼン力などを育てた
い。そんな思いをお持ちの保護者の皆様へ、
無料体験会を開催します。「論理的」につい
て楽しく学びましょう。参加無料、要申込。
とき／ 7月25日（日）13時30分～ 14時
40分
ところ／緑と語らいの広場えにあす（緑町
2-1-1）
対象／小学3～ 6年生
定員／ 6人
参加費／無料
持ち物／筆記具
問合せ・申込／ひらめき実践塾代表高橋
申込期限／ 7月23日（金）
電話／ 090-1383-3272

まちづくりスポット恵み野　
＊はぴナビカフェあたしん家「夏休みの宿題
一緒にしよう！」
　夏休みスタート！　ママにとっては宿題の
まる付けという宿題が…　恵庭市家庭教育
ナビゲーターはぴナビネットワークのメンバ
ーと一緒に早めに宿題片付けちゃいましょ
う！　参加無料。
とき／ 7月26日（月）10時～ 11時30分
ところ／まちづくりスポット恵み野（恵み野
里美2-15フレスポ恵み野内）、オンライン
も可
対象／ママならどなたでも、子連れ歓迎
参加費／無料
持ち物／無し
問合せ・申込／ NPO法人まちづくりスポッ
ト恵み野　
申込／オンラインで参加希望の方は事前に
お申込み下さい
電話／ 39-2232

ポーセラーツ体験会
　白いお皿（12×12cm角皿2枚）に転写
シールを貼り、電気炉で焼成してオリジナル
食器を製作します。要申込。
とき／ 7月30日（金）、31日（土）15時～
17時、いずれか1日をお選び下さい
ところ／カフェミモザの園（黄金南4-11-
16）P有り
定員／ 1日4人
参加費／ 3000円（スウィーツとドリンク付）
持ち物／マスク着用
問合せ・申込・電話／090-5955-1925（佐藤）

恵庭リサーチ・ビジネスパーク
＊恵庭起業塾
　恵庭RBパークでは、起業を考えている
方、起業して間もない方を対象に、起業す
る際の様々な疑問や悩みを解消し、事業を
成功に導くノウハウを学ぶセミナーを開催し
ます。今年は従来の全５日間の講座（本編）
に加え、起業に関心のある方を対象に、入
門編も開催いたします！　入門編・本編、い
ずれかまたはどちらもお申込みいただくこ
とが可能です。参加無料、要申込。
とき／入門編・8月21日（土）、本編・8月
26日、9月2日、9月9日、9月16日、9
月30日（いずれも木曜日）入門編・14時
～ 16時30分、本編・19時～ 21時30分
ところ／恵庭RBパークセンタービル3階視
聴覚室（恵み野北3-1-1）
参加費／無料
問合せ・申込／恵庭リサーチ・ビジネスパ
ーク　企画総務課
申込期限／ 8月17日（火）まで。定員にな
り次第締め切ります
電話／ 36-3113

えにわ市民プラザ・アイル
①展示「マリーネットビーズ作品展」
～針と糸で編むビーズステッチアクセサリ
ー～
とき／ 7月10日（土）まで
②アクセサリーのメンテナンス
　真珠のネックレスの糸替え・宝石などの
洗浄・指輪のサイズ直し。要予約前日まで。
とき／ 7月10日、17日いずれも土曜日、
13時～ 16時
参加費／ 500円～
定員／ 5人
講師／吉田さん
③初めての鍼灸体験
＊体の中から健康に
　ひとりひとりに合ったはり・きゅう治療を
行います。自宅への訪問治療のご相談もお
受けいたします。裾のまくりやすいズボンで
お越しください。
とき／ 7月13日（火）、10時30分～12時
参加費／ 2980円（30分）
④タロット占い
　～タロットカード、西洋占星術、手相の3
つの占術で占います。迷いや悩みの答えは

あなたの心の中に～
とき／ 7月12日（月）13時30分～ 16時
⑤チョークアートのワークショップ
　オイルパステルを使ってブラックボードに
絵を描く新しいアートです。下絵があるの
で、塗り絵感覚でお楽しみいただけます。
とき／ 7月17日（土）10時30分～ 12時
⑥フットケア体験
＊足もとから美容と健康を考える
　爪切り（巻き爪、肥厚爪などでもOK）、角
質ケア（タコ、ウオノメのケアなど）。時間内
でケアします。詳細は問合せ。
とき／ 7月12日（月）、21日（水）11時～
15時
⑦パワーストーンブレスレットの浄化とゴム
交換
　家で眠っているパワーストーンのブレスレ
ットなどのゴム交換と浄化をします。しばら
く身に着けていないものでもキレイにして
あげましょう。お預かりも承ります。
とき／ 7月17日（土）、13時～ 16時
参加費／ 100円～
定員／ 5人（申込順）
講師／ Cait・Sith青木さん
⑧ハーバリウムのブックマーカー作り
　＊花のある暮らし＊お気に入りの手帳や本
と一緒に。ハーバリウムのかわいい「しおり」
です。
とき／ 7月19日（月）、10時30分～12時
⑨展示「伊藤常良流木アート展」
～支笏湖からの贈り物～
とき／ 7月13日（火）～ 7月30日（金）、
7月22日～ 25日（休館）
①～⑨共通
ところ・問合せ・申込／えにわ市民プラザ・
アイル（恵庭市本町110）
電話／ 39-3355

One day shop＆フリマ
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。

フリーマーケット開催します
　大人服・子ども服、日用雑貨、本、おもち
ゃ、ハンドメイド作品等を販売します。
とき／ 7月28日（水）10時～ 15時
ところ／ Cafe & Bar Stars（千歳市千代田
町1丁目1-2 月光館 2F）
問合せ・電話／ 090-3119-8225（ヨコタ）
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次回の掲載は8月20日発行のちゃんと780号です。
お楽しみに!！

千歳高校漫画研究部 第 64 回

by 青緑「計画的に」
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　千歳市豊里3丁目の西野正紀さ
ん（81歳）・アキ子さん（77歳）夫
妻宅のオープンガーデンが見頃を
迎えています。ちとせ環境と緑の

財団が主催する「花いっぱいコンクール」入賞の常連となる庭には、丹
念に育てられたバラやアンジェラ、ヤマボウシなどたくさんの花が咲
き誇ります。
　今年でオープンガーデン歴21年
を迎えた西野さん夫妻は「屋外で
密集せずに楽しむことができます。
ぜひ気軽に訪れて、明るい気持ち
になってもらいたい」と笑顔で話
し、今日も花の手入れに精を出し
ています。

千歳の西野さんガーデン、見頃を迎える
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