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千歳市
ちとせみんなのママカフェ
　子連れ歓迎！ おひとり様歓迎！ い
ろんな事おしゃべりしましょう！　参
加無料、前日までに要申込。
とき／ 7月27日（火）10時～ 12時
ところ／えほんらいぶらりー千歳（千
歳市幸町1丁目16-1　もったいな
いわ・千歳1丁目テラス内）
問合せ・申込／「ちとせみんなのマ
マカフェ」でつながり隊
電話／ 080-6795-9994（うえの）

北斗認定こども園　ルンルン
らびっと
＊園庭開放～園庭の遊具で遊びまし
ょう♪～
　要事前申込。悪天候時は中止とな
ります（当日電話でお知らせします）。
とき／ 8月6日（金）10時30分～ 
11時30分
ところ・問合せ・申込／北斗認定こ
ども園（千歳市新富1丁目1-41）
電話／ 22-5983

真っ暗支笏湖
＊１週間毎日！～新しい支笏湖に出逢
う夏～
　昨年も行われた夏休み特別企画
「真っ暗支笏湖」。今年は夏休み中、
8月7日（土）～ 15日（日）の9日
間連続で開催します。期間中、支笏
湖ビジターセンターは毎日20時ま
で延長開館しています。商店街では、
一部店舗が延長営業します。参加無
料。他に有料イベント「ナイトカヌー」
「ナイトシュノーケル」同時開催。詳
しくはお問い合わせください。
＊8月7日（土）～15日（日）毎日開催
①キャンドルロード
　支笏湖畔園地をLEDキャンドルで
彩ります。
②光るフクロウを探せ！
　支笏湖畔園地で光るフクロウを探
そう！
受付時間／17時30分～19時30分
③ナイトビジターセンター
　暗闇のビジターセンター内で、動
物のはく製などを見つけながら探検
しよう！
とき／ 17時30分～　※最終入場
19時45分
①～③共通
受付場所／支笏湖ビジターセンター
（事前申込不要）
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

夏の氷濤まつり
　2021千歳・支笏湖氷濤まつりで使
用した氷をライトアップ。制作風景～
まつり期間の映像を上映します。
とき／ 8月14日（土）、15日（日）　
日没～20時
ところ／支笏湖ビジターセンター展
望デッキ
問合せ／自然公園財団支笏湖支部
電話／ 25-2453

夏の自然観察会
　夏真っ盛りの休暇村支笏湖園地を
草花や樹木の様子を観察しながら散
策します。パークボランティアが案内
を行います。協力の休暇村支笏湖よ
り「日帰り温泉半額券」をプレゼント。
参加無料、要申込。詳細はお問い合
わせください。
とき／ 8月8日（日）9時30分～12
時（9時30分受付開始）
集合場所／休暇村支笏湖駐車場
定員／ 15人
持ち物／歩きやすい服装（長袖・長
ズボン）・靴、帽子、マスク、飲み物、
雨具、防寒着、ザック
その他／衣服はマダニがつきにくい
ツルツルした素材を選んでください。
申込期限／ 8月6日（金）17時まで
問合せ・申込／支笏洞爺国立公園管
理事務所
電話／ 25-2350

恵庭市
えにわ若者応援プロジェクト
「フードパントリー」
　コロナ禍で生活が大変になった学
生さんや若者達への食品の無料配布
です。詳細情報は公式LINEにて発
信しています。参加無料。
とき／ 7月31日（土）10時30分～
12時
ところ／黄金ふるさと公園（黄金中
央4）雨天中止
問合せ／えにわ若者応援プロジェク
ト実行委員会
申込／公式LINEやHPの事前申し込
みフォームにご登録ください
電話／ 21-9327

恵庭市花と緑・観光課
＊キッチンガーデン講習会
　庭の小さなスペースで楽しめるキ
ッチンガーデンの管理方法や、毎日
使える野菜や、少しあったら便利な野
菜のおもしろ利用方法など、キッチン
ガーデンについての講習会を行いま
す。ぜひお越しください。要申込。
とき／8月2日（月）10時～12時（10

分前までに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
持ち物／気候に合わせた汚れても構
わない服装
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
申込期限／ 7月28日（水）
電話／ 33-3131（内線2525）

おでかけ
千歳・恵庭・近郊
ちとせモール
①みなみでかふぇ「クレープ販売」
とき／ 7月25日（日）9時～17時
ところ／東側出入口前
②夏のダスキンスポンジ祭り
とき／ 7月25日（日）9時～ 17時、
26日（月）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
③富士山の銘水「ウォーターサーバー
キャンペーン」
とき／ 7月28日（水）～30日（金）
10時～ 19時
ところ／ 1階センター広場
④道民共済「移動相談会」
とき／ 7月28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
①～③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。

N～ネクサス～
　当サークルは20代～70代と幅広
い年齢層で、仲良く筋トレをしたり、
踊ったりして楽しく和気あいあいと汗
を流しています！　日頃の運動不足
やストレスの解消を一緒にしましょう！　
参加有料、当日13時までに要申込。
詳しくはお問い合わせください。
とき／ 7月23日（金・祝）、24日
（土）、27日（火）19時～ 21時
ところ／千歳市内の各コミセン
参加費／【美ューティBodyWave、
ダ ンス、ヨガ 】300円、【FATBURN 
EXTREME、StrongNATION】 500円
持ち物／動きやすい服装、運動靴(
スニーカー )、飲み物、タオル、あれ
ばヨガマット、必要であれば着替え
問合せ／ N ～ネクサス～　吉岡
電話／ 090-6219-4383（ショート
メール可）

瞑想カフェ
＊瞑想セッションのあとに、マインド
フルランチを楽しもう
　時間を忘れて、静かに自分と向き
合うための大人のカフェです。瞑想
に入る前に、リラックスできるハーブ

ティーを味わえます。スマホから離れ
て心を落ち着けた後、静かに瞑想セ
ッションをはじめます。セッション終
了後もゆったりした時間をすごせま
す。参加有料、要事前申込。希望者
にはランチ（サンドイッチ）を提供し
ます。
とき／ 7月27日（火）①9時30分
～ 10時30分　②14時～ 15時
ところ／イロイロリビング （千歳市
幸町1-15）
参加費／税込1000円＋追加オプシ
ョンランチ（希望者のみ）税込650円
問合せ・申込／瞑想講師　つぼたゆ
うき
電話／ 090-4088-3786

レッツ トライ ダンシング2021
＊社交ダンス無料体験講座（全6回）
　簡単なステップで身体をリフレッシ
ュしませんか！　パーティーダンスに
ワルツ・ルンバ♪　無理な勧誘は一
切ありません！　是非ご参加くださ
い。１回のみ参加も可能です。参加
無料、要申込。
とき／ 8月3日、10日、17日、24
日、31日、9月7日の火曜日　19
時～ 20時
ところ／ダンススタジオ アズライフ
（千歳市北信濃871-17 ）
問合せ・申込／ 北海道ボールルー
ムダンス連盟　レッツ トライ ダンシ
ング千歳事務局
電話／ 23-7700（小清水）

neco マルシェ
　8月8日は「世界猫の日」。猫にち
なんだ作品を用意したお店が23店
（予定）並びます。同日に、保護猫団
体を支援するSave friends project
さんへお届けする物資を集めます。
ご自宅に余ったペットフード（未開封
期限内のもの）、猫砂（未使用）、ペッ
トシーツ（未使用であれば開封可）が
あれば、会場までお持ちください。
とき／ 8月8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）
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）

ママと歌う・わらべうたベビー
マッサージ
＊赤ちゃんに心地よく響く「ラ」の音
で奏でる
　赤ちゃんに優しいオイルのお持ち
帰り付き。心を癒す歌とピアノのミ
ニコンサートもあります。参加有料、
要申込。申込方法等、詳しくはお問

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28日（水）
8月6日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

千歳発着

※詳しくは旅行条件書をご確認ください。 ※感染拡大などにより、ツアーが中止となる場合がございます。

●旅行代金は全て税込です　●利用バス：つたいバス　※画像・イラストはイメージです

お陰様で62周年
つたいバス／
小型から大型バス貸切OK帯広市西1条南26丁目1番地   月～土曜/10～14時（日・祝 休み）

お申し込み・お問い合わせ

旅行企画
実施

☎0155-24-2414

美瑛 四季彩の丘 
白金 青い池
富良野 老舗そば昼食

集合場所▶千歳営業所　出発▶8:20 帰着▶17:50頃
食事▶1昼（天ざるそば）付

7/31土出発日

8/21土、8/28土出発日

8/8日出発日
入園料全て込

入園料込

7,150円〈 大 人 〉
お一人様

夕暮れ時の積丹半島と
小樽自由散策（150分）

集合場所▶千歳営業所
出発▶10:00 帰着▶20:00頃　
食事▶なし（運河周辺各自）

9/25土出発日

入園料込

お食事・お買物券1,000円分付

6,250円〈 大 人 〉
お一人様

秋の夜長にウポポイ
プロジェクションマッピング
苫小牧ぷらっと港市場

集合場所▶千歳営業所　出発▶13:10 帰着▶20:30頃
食事▶遅めの1昼（お食事券）付

9/23㊍㊗出発日6,650円〈 大 人 〉
お一人様

ぐるり羊蹄山道の駅買出しツアー
京極・ニセコ・真狩・ルスツ・郷の駅きもべつ

集合場所▶千歳営業所　出発▶8:30 帰着▶16:40頃
食事▶1昼（名水の郷 京極で特製弁当 1ドリンク）付

9/12日出発日

6,950円〈 大 人 〉
お一人様

8,550円〈 大 人 〉
お一人様

千歳（流通3丁目3-12）・苫小牧（入船町3丁目2） 　駐車スペース有
日帰りバスツアー
千歳 ブルーベリー食べ放題と
ゆにガーデン「ランチビュッフェ」
栗山 小林酒造

集合場所▶苫小牧営業所、千歳営業所
出発▶苫小牧8:00、千歳9:00
帰着▶千歳16:25頃、苫小牧17:10頃　食事▶1昼付

8/22日出発日

入園料込

10/3日出発日

壮瞥「りんご・ぶどう・プルーン」
果物狩りと
大滝しいたけ詰め放題

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
出発▶千歳7:30、苫小牧9:00
帰着▶苫小牧16:00頃、千歳17:00頃　食事▶1昼付

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
出発▶千歳15:15、苫小牧16:45
帰着▶苫小牧21:50頃、千歳22:50頃

食事▶なし

入園料込

「夏季限定シープドッグショー」
ボーヤ・ファーム
十勝 池田ワイン城見学

集合場所▶千歳営業所　出発▶7:30 帰着▶18:00頃
食事▶1昼（ハンバーグ定食）付

乗船料込

煌めく室蘭ナイトクルージング
工場夜景・白鳥大橋

北海道知事登録旅行業第2-583号

（一部苫小牧も有）

■定員：25名　■最少催行人員：15名　■添乗員：なし（同行も有）

6,980円苫小牧 7,950円千歳

〈 大 人 〉 お一人様

7,180円苫小牧 7,980円千歳

〈 大 人 〉 お一人様

8,300円苫小牧 7,500円千歳

〈 大 人 〉 お一人様

ちょこっと 
おやつ付
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