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千歳市
ちとせ切り絵ランタンコレクション　
作品募集中
＊灯でつながる　贈りあおう優しさのエール
　9月1日（水）～ 3日（金）の晴天時、千
歳市社会福祉協議会事務所の屋外で、みな
さんが作った「切り絵ランタン」を展示しま
す（17時30分～ 20時の間点灯）。参加無
料。制作に使う青と白の紙袋1セットをお渡
しします。まずは電話で申込ください。
募集期間／募集中～8月31日（火）まで
ところ／千歳市社会福祉協議会（千歳市東
雲町1丁目11）
その他／集まった作品による楽しいコンク
ールを同時開催予定です。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会　生
活支援コーディネーター
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

子育てを話そう～オンライン開催
　大切な存在だからこそ悩んだり時に苦し
くなる子育て。正解はないけれど、誰かに
話をするうちに考えが整理されたり、人の話
を聞く中で安心感を得たりすることもありま
す。ご自身のハートにつながる、簡単な瞑想
も予定しています。話す話さない、顔を出
す出さない自由です。途中参加退席もok。
とき／ 7月22日（木・祝）10時30分～
12時
ところ／オンライン（Zoom）にて開催
参加費／ 1000円
問合せ・申込／おひさまyoga
電話／ 090-9753-7929（緒方）

生活応援フードパントリー
　年齢・性別に関係なく必要としている人
に、ほんの少しですが、フードパントリー（食
品支援）を開催します。申込不要、参加無
料。先着30個まで。
とき／ 7月24日（土）11時～ 15時
ところ／もったいないわ・千歳1丁目テラス
（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～）

支笏湖ビジターセンター
①自然ふれあい行事「真っ暗支笏湖！　夜の
園地で生き物さがし」
　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／ 8月7日（土）17時30分～ 19時
集合場所／支笏湖ビジターセンター
参加費／無料
定員／ 10人（申込順、小学生以下は保護
者同伴）
持ち物／活動しやすい服装（虫刺され・草
かぶれ防止のため長袖・長ズボン）、帽子、
防風着、飲料、タオル、着替え（濡れたとき
のため）、マスク
②森と谷の探検ツアー「オコタン崎探検」
　恵庭岳噴火の溶岩台地と、樹齢1200年
以上と推定される巨樹を訪ねます。全行程
約7km。

とき／ 8月22日（日）9時～6時間程度
集合場所／丸駒温泉駐車場（千歳市幌美内
7番地）
参加費／ 3000円
持ち物／登山靴、帽子、雨具、昼食、飲料、
手袋等（道のない林内や茂みを歩くため、
登山と同じ装備。半袖・半ズボンは不可）
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。
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

サンドレイク小学校オンライン交流
事業の参加者募集
　千歳市と姉妹都市のアンカレジ市（米国
アラスカ州）サンドレイク小学校の児童と
Zoomを使用したオンライン交流を行いま
す。ご自宅から参加可能ですが電子機器、
通信環境のない方は市役所から交流に参加
できます。※交流する児童は、日本語を学
習しています。
交流内容／オンラインで自己紹介、ジェスチ
ャーゲーム、互いの文化紹介など
対象／千歳市内の小学校に通学している小
学生5・6年生20人程度
実施期間／ 9月18日（土）・10月9日（土）・
10月30日（土）8時～ 8時30分、11月
20日（土）8時30分～ 9時
その他／事前に英語での自己紹介、Zoom
の使用方法などの講習会を予定〈9月6日
（月）、13日（月）18時～ 19時　市役所
内会議室〉
申込方法／以下のホームページから申込
ＨＰ／https://www.harp.lg.jp/r8TmNBbo
申込期限／ 7月30日（金）まで
問合せ・申込／千歳国際・友好都市交流共
会事務局（千歳市観光スポーツ部交流振興
課国際交流係内）
電話／ 24-0482
FAX／ 22-8851

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
①恵庭の特産品が当たるInstagram（イン
スタグラム）投稿キャンペーン
　インスタグラムでお花を発信しませんか？　
投稿者の中から、抽選で恵庭特産品をプレ
ゼントします。一人で何枚投稿しても大丈
夫！　皆様ご自由に投稿してください！　詳
細は、lnstagram「恵庭花のまちづくり推進
会議（eniwa hana）」で確認。
とき／ 7月23日（金）まで
②恵庭市フラワーマスター協議会写真と
Instagram講習会
　お花が好きで、写真を上手に撮りたい！　
撮った写真をインスタグラムに投稿してみ
たい！　そのような方におすすめです！　写
真撮影のコツとインスタグラムの登録から
投稿までの仕方教えます。
とき／ 7月21日（水）、10時～11時30分
（9時30分センターハウスで受付）
ところ／花の拠点はなふる暮らしを恵む庭
（南島松）
参加費／ 500円
対象／恵庭市在住もしくは恵庭市内に通勤
や通学をしている方
定員／先着8人
申込期限／ 7月19日（月）まで
③はなふるでいず
　昨年OPENした花の拠点はなふるでラベ
ンダーの刈り込みや、ラベンダーでドライ
フラワーやバンドルづくりをします！　ぜひ、
ご応募下さい！　参加無料。
とき／ 7月24日（土）①9時30分～10時
40分②11時～ 12時10分（10分前まで
に受付お願い致します）
ところ／花の拠点はなふる（南島松）
参加費／無料
定員／各回20人
申込期限／ 7月21日（水）まで
持ち物／天候に合わせた汚れても良い服装
①～③共通
問合せ・申込／恵庭市役所花と緑・観光課

電話／ 33-3131（内線2525）

恵庭写真協会
＊『恵写展』のご案内
　写真の好きな会員が、撮影に挑んだ作品
の中から自信作を大判印刷（Ａ３ノビ）で展
示させて頂きます。入場無料。
とき／ 7月17日（土）～31日（土）9時30
分～17時、最終日16時まで、月曜休館
ところ／恵庭市立図書館2階ギャラリー（恵
み野西5-10-2）
問合せ／恵庭写真協会 事務局
電話／ 090-6993-0276

連合北海道恵庭地区連合
＊地域相談会「労働なんでも相談」
　恵庭市内および近郊にお住まいの方を対
象に「仕事での悩みごと」「パワハラ」「この
働き方ってどうなの？」など、労働に関する
相談を専門の相談員がアドバイス致します。
相談無料、お電話または直接お越しくださ
い。
とき／ 7月17日（土）10時～ 18時
ところ／末広町内会館2階えにわ労働相談
センター（末広町29）
対象／恵庭市内および近郊にお住まいの方
問合せ・申込／連合北海道恵庭地区連合
電話／ 33-7971

恵庭美術協会
＊第52回恵美展
　油彩を中心に水彩、版画などの作品を展
示します。今回は恒例の公募展と同時に、
故木戸健市氏、故巌信栄氏、故畠山孝四氏
の遺作展、ならびに3月に開催中止となりま
した会員企画展（テーマ「光と影」）の作品
も並べます。マスク着用の上ご高覧いただ
けますようお願い申し上げます。入場無料。
とき／ 7月29日（木）～ 8月1日（日）10
時～ 18時、最終日16時まで
ところ／恵庭市民会館2階展示室、大・中
会議室（新町10）
参加費／無料
問合せ・電話／ 36-6607（武藤）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①杏ころCafe「クレープ販売」
とき／ 7月16日（金）、18日（日）、22日
（木・祝）～ 24日（土）、10時～ 18時、
日曜日のみ9時～18時
ところ／東側出入口前
②旅するおむすびワゴンおむすびすみす
とき／ 7月17日（土）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③ディズニー英語システム大抽選会＜参加
無料＞
とき／ 7月17（土）、18日（日）、10時～
17時
ところ／ 1階センター広場
その他／ワールド・ファミリー株式会社提供
④ベビーカステラ販売
とき／ 7月20日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤ジェリーズポップコーン
とき／ 7月22日（木・祝）～ 25日（日）
10時～ 17時30分
ところ／ 1階センター広場
⑥日本リサイクルネットワーク北海道「フリ
ーマーケットinちとせモール」
とき／7月18日（日）9時～13時（雨天中止）
ところ／平面駐車場特設会場
問合せ・電話／ 011-632-1222
⑦道民共済「移動相談会」
とき／ 7月21日（水）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
⑧えいごであそぼう！ペッピーキッズクラブ
とき／ 7月22日（木・祝）13時～ 18時、
23日（金・祝）、26日（月）10時～ 18時、
24日（土）、25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。

長見有方写真展「ヒルシハッタリ」
　渦巻の群在する淵（千歳川）のモノクロ写
真を展示します。入場無料。
とき／開催中～7月30日（金）11時～ 18
時 ※日曜定休
ところ／ギャラリー左岸（千歳市清水町4丁
目19-2 むつみ屋商店内）
問合せ・電話／ 090-3890-2909（北島）

夏休み和楽器「琴」体験
　さくら、チューリップ、きらきら星など、数
曲の中よりお好きな曲を選んで頂き、レッス
ンいたします。参加有料、詳細はお問合せく
ださい。
対象／幼稚園年長～大人
とき／ 7月22日（木・祝）～7月26日（月）
の各日50分間　①10時～　②11時～　
③14時～　④15時～　⑤16時～　⑥
17時～
ところ／千歳市真々地1丁目
参加費／ 1500円
問合せ・申込・電話／ 23-1287（三浦）

ミナミナ市
①連休のミナミナ市in千歳レラ
とき／ 7月22日（木・祝）～ 25日（日）
10時～ 16時
ところ／千歳アウトレットモール・レラ　レ
ラドーム（千歳市柏台南1丁目2-1）
内容／ 7月22日（木・祝）・23日（金・祝）【キ
ッチンカー・ピクニック】レラ全館においし
いキッチンカーがやってきます。※日によっ
て出店車は変わります（12～ 15台）
7月22日（木・祝）北広島の人気店「しょく
ぱんとワッフル yukai_pan」さんの販売会
7月23日（金・祝）長沼の「コーヒータイム
ユズヤ」さんの自家焙煎珈琲豆販売会
7月25日（日）チーム絆花演舞11時
～、14時～の2回公演、恵庭の「Sweet 
Blueberry」さんによるおいしいパンと焼き
菓子の販売会
②ミナミナ市とカーブーツマルシェとキッチ
ンカーフェス全部いっしょにやっちゃいます
とき／ 7月25日（日）10時～ 16時 ※キッ
チンカーフェスは17時まで
ところ／フレスポ恵み野　モール棟＆駐車場
（恵庭市恵み野里美2丁目）
内容／【フレスポ恵み野 モール棟】ミナミ
ナ市（ハンドメイド作品）【駐車場】カーブー
ツマルシェ（車のトランクを開けてかわい
い作品を販売）、キッチンカーフェス（9台予
定）、LIVE（11時～、14時～の2回、駐車
場内で距離を取って行います）
①②共通
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）

有料パークゴルフ場小中学生無料イベント
対象／小・中学生（1名につき同伴者2名
まで無料）※子ども用クラブ・ボール貸出
も無料
とき／ 7月22日（木）～8月22日（日）各
日8時～17時30分
ところ／指宿・遺跡・つばさ・勇舞すこや
か公園・アンカレジ　各パークゴルフ場
問合せ／千歳市環境整備事業協同組合
電話／ 24-1366（平日8時30分～ 17時
30分）

キモノ☆ティータイム 
　服の上からのカジュアルな着付けを楽し
みながらティータイム。着付け初心者大歓
迎です。申込不要。雑貨販売、貸本などを
行う「よろず屋Cafe」も同時開催。
とき／ 7月22日（木・祝）13時～ 15時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸町1丁
目15）
持ち物／着物や浴衣、帯、紐2本、好きな
お菓子やお茶
電話／ 090-3140-3404（古谷）

夜ヨガ始めました
　現在、お昼のクラスで開催しているハタヨ
ガ。7月からは夜クラスが追加されました。
お仕事後に身体を動かしてご自分と向き合
う時間を過ごしませんか？　要事前申込。
とき／ 7月22日、7月29日、8月5日、8
月26日の木曜日　19時～ 20時
ところ／千歳市総合福祉センター 302
参加費／ 1000円
その他／ヨガマット、飲み物、汗拭き　※動
きやすい格好にてお越しください
問合せ・申込・電話／ 090-1302-3033（ト
リーニの会・藤森）

第77回 陽だまり歌声喫茶
＊歌はこころの栄養　楽しく歌って今日も元気
とき／ 7月24日（土）13時～ 15時
ところ／花園コミュニティセンター 2階 （千
歳市花園4丁目2-5）
定員／47人（先着順、定員になり次第締切）
その他／お茶、お菓子なし。飲み物は持参
となります。詳細はお問合せください。マス
ク着用、当日の体温37.5度以上の方は参
加できません。市内で新型コロナウイルス
感染状況が悪化した場合には、中止するこ
とがあります。
問合せ・申込／歌声喫茶　陽だまり
電話／ 090-9522-6078（星野）

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!

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、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21日（水）
7月30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
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