
2021年7月23日（金） ちゃんと15

● 海老フライ ● ヒレかつ ● ポテかつ
● メンチかつ ● チーズメンチかつ

上記よりお一つお選びください

しめは
「ひつまぶし風」で
二度美味しい！

お茶漬けセット
＋180円

うな重単品1,500円税込

恵庭店

こな雪とんとんのうな重セット

7月31日
まで
7月31日
まで

1,800円税込

TEL.0123-25-3577
恵庭市柏木町4丁目8-33■11:00～20:00（LO 19:30） ■駐車場/敷地内に18台
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かにの福屋

コバック

セブン
イレブン

ガスト
イエローグローブ

マックスバリュ

←札幌方面
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ご予約
お問い合わせ

※写真は海老フライです※写真は海老フライです

きふ・とも
市民活動支援のための定額自動寄付制度

北洋銀行千歳中央支店寄付の申込に
ついての問合せ ☎0123-23-3111

千歳市企画部政策推進課市民協働推進係
☎0123-24-0452（直通）
Eメール  seisakusuishin@city.chitose.lg.jp

登録団体に
ついての問合せ

定額自動寄付制度｢きふ・とも｣ とは、福祉・教育・環境保
全などのさまざまな分野で社会に貢献している市民活動団
体とあなたをつなぐために、北洋銀行千歳中央支店と千歳
市が協働企画した寄付制度です。あなたの身近で社会貢献
している団体を 100円から応援できます。

注意事項

�北洋銀行「千歳中央支店」のみの取扱いとなります。個人はもちろん、
企業や団体でも申込できます。北洋銀行千歳中央支店に口座をお持ち
でない場合は、口座の新規開設をお願いします。（印鑑・ご本人確認資
料が必要になります）

1 0 0円
から始まる、あなたの

社会
貢献

寄付するには…

登録団体の中から、
寄付をしたい団体を

選びます。

あなたの口座から
毎月一定額を、
希望した団体へ

自動振替します。

左記の 2 つを持って、
北洋銀行千歳中央支店で

手続きをします。

ちゃんとの紙面でも
登録団体を紹介します！

参考にしてください♪

 ご本人の 
預金口座の通帳
口座届出印

100円から 
応援できます!

一般社団法人ちとせタウンネット　

千歳ひまわり号を走らせる会

どんな活動をしている団体ですか。
　遠くへの外出・旅行の機会が少ない障がい児者や
高齢者の方々とサポートするボランティアの方々
が、共に話し合いながら楽しい旅を企画し、列車
やバス・飛行機を使っての日帰り旅行をしていま
す。今年度は、新型コロナウイルス感染拡大を考慮
し、バスを利用した旅行ではなく、安心して参加
できる交流イベントができないかと考えています。

今までの活動で大変だったこと、
やって良かったことはありますか。
　当日ボランティアを集めることや、みんなが楽しめ
る行先決めに苦労しています。企画・運営していくの
は大変ですが、障がい者のリピート率が高く、当日み
んなが、「楽しかった、また行きたい」と言ってくれる

とやって良かったと思います。

寄付をどのように活用していますか。
寄付があればどんなことができますか。
　当団体は障がい者対象ということから、新型
コロナウイルス感染症に細心の注意を払ってい
るため、思うように活動できておりません。活動
を再開できた時には、みんなで楽しく旅行する
など、イベントに活用させていただきたいです。

寄付者への感謝、会員募集など
みなさんに伝えたいことはありますか。
　現在は、新型コロナウイルス感染症の猛威により、
なかなか活動できておりませんが、障がい者も安心し
て行ける場所をつくっていくため、ご協力をお願いし
ます。

どんな活動をしている団体ですか。
　千歳市のまちづくりに関わる市民や団体の
ネットワークづくりを目的とし、まちづくりに
係る自主事業や千歳市と協働で「市民活動交流
センターミナクールの運営」事業をしています。
今までの活動で大変だったこと、
やって良かったことはありますか。
　22回にわたり開催した「地域まちづくりネッ
トワーク交流会」では、たくさんの市民活動団体
及び市民の皆さまにご参加ご協力いただきまし
た。コロナ禍になってしまいましたが、またこの
ような交流の機会を作りたいと考え模索中です。

寄付をどのように活用していますか。
寄付があればどんなことができますか。
　千歳市の市民活動によるまちづくりをより
活性化させるための活動、ネットワークづくり
のための活動に活用していきたいと思います。

寄付者への感謝、会員募集など
みなさんに伝えたいことはありますか。
　日頃からのご支援に感謝いたします。これからも千
歳市における市民活動によるまちづくりの活性化の
一助となれるように、活動を続けていきたいと考えて
います。一緒にまちづくりを語り合い、共に考え活動
しませんか。

■代表者／野崎　幸一
■連絡先／�☎0123-24-0847

■代表者／会長　大久保　尚
■連絡先／��☎23-2262　事務局長�糸田�

（サービス付高齢者向住宅えみな�うらら家）

■設　立／平成22年3月6日�
■会員数／22名
■団体URL／http://chitose-town.net

■設　立／平成9年5月8日
■会員数／�100名
■団体URL／http://himawari-go.com/

No.3

	 千歳市教育委員会生涯学習課社会教育係　	☎0123-24-0848
	 https://www.harp.lg.jp/QNDZDyBR

対 象	 千歳市在住の小学生親子
と き	 8月28日（土）14時〜 15時30分
と こ ろ	 北ガス文化ホール（千歳市民文化センター）4階大会議室
講 師	 ファイナンシャルプランナー　横井	 規子　氏
定 員	 15組（定員を超えた場合は抽選）
参 加 料	 400円（1家庭）
申込方法	 WEB又は電話で申込み
受付期間	 7月22日（木）〜 8月18日（水）

千歳市教育委員会生涯学習課からのお知らせ

問合せ
申込

8月28日

令和３年度　親子ふれあい講座

おやこでチャレンジ! こづかいゲーム 〜楽しく金銭教育〜

　キミは自分のお金を守ることができるか!?　ファイナンシャ
ルプランナー横井  規子氏による「こづかいゲーム」を親子で
遊びながら、楽しく金銭感覚を養うことができます。

300
個限定

各
本体価格本体価格

各97円各97円（税別）（税別）

（税込105円）（税込105円）

お1人様 
6個限り

マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん

赤いきつね でか盛
大判 やきそば弁当
赤いきつね でか盛
大判 やきそば弁当
赤いきつね でか盛
大判 やきそば弁当
赤いきつね でか盛
大判 やきそば弁当

ソース味

本体価格本体価格 （税別）（税別）

16:00〜18:00

このマークが目印!

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

北海道産北海道産北海道産北海道産

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)

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!

さくらんぼ（水門）さくらんぼ（水門）さくらんぼ（水門）さくらんぼ（水門）

100
パック

限定 各195円各195円
（税込211円）（税込211円）

●7/25 日

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
!

7/23
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恵庭市島松寿町1丁目10-8　℡ 050-3390-2928

メキシコで愛されている

伝統的な飲み物

増えました

が

たくさん

先日、店内リニューアルオープン!

HPは
こちら
HPは
こちら

̃

＊お一人様お一つまで ＊なくなり次第終了 

ブリキ製チャーム付き
お試しセット

かわいい

期間中、お求めの方に

プレゼントにも

ぴったり♪

7/24（土）休業木曜、日曜・祝日（土曜不定休）13:00～17:00■営 ■休

アイス
チョコラテ
1杯サービス! 

ご来店のお客様に
限定

＊お一人様1杯まで
＊なくなり次第終了 

7/31

S
A
T

恵庭のメキシコ雑貨専門店恵庭のメキシコ雑貨専門店

チョコラテ

プレゼント!

バッグ・ポーチ

アクセサリー 刺繍洋服

小物雑貨

インテリア用品 etc

新商品新商品
お湯や牛乳と
一緒に溶かすだけ♪
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