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組んで見たい方、ぜひご参加くださ
い。参加無料、要申込。
とき／ 8月19日（木）、20日（金）
10時～ 12時30分、両日の参加が
必要です。
ところ／生涯学習施設かしわのもり
スポーツ練習場（大町1-5-7）
参加費／無料
持ち物／動きやすい服装、飲み物、
マスク、ハンカチ
申込期限／ 8月17日（火）まで
問合せ・申込／恵庭市介護福祉課
電話／ 33-3131（内線1209）

えにわ市民プラザ・アイル
①展示ひまわり会「樹脂粘土の作品
二人展」
　粘土の好きな二人が作った小物た
ちです。人形、花、かご、リース他
とき／ 8月11日（水）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／ 8月21日（土）、13時～16時
参加費／ 500円～
定員／ 5人（申込順）
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。要申込。
とき／ 8月10日（火）、10時30分
～ 12時
定員／ 3人（申込順）
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～　
要申込。
とき／ 8月18日（水）13時30分～
16時
定員／ 5人（申込順）
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。要申込。
とき／ 8月21日（土）10時30分～
12時
定員／ 5人（申込順）
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。要申込。
とき／ 8月25日（水）11時～ 15時
定員／ 5人（申込順）
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。要申込。
とき／ 8月21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

①～⑦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

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／ 8月7日（土）10時～ 18時、
8日（日）、9日（月・祝）9時～18時
ところ／東側出入口前
②北海道赤十字血液センター「献血
車　ひまわり号」
とき／ 8月7日（土）10時～ 16時、
8日（日）、9日（月・祝）9時～16時
（11時30分～ 13時は中断）
ところ／平面駐車場奥特設会場
③日本習字縁筆の会「七夕作品展」
とき／ 8月7日（土）～ 22日（日）、
10時～ 20時
ところ／ 2階 スタジオアリス隣
④ベビーカステラ販売
とき／ 8月10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／ 8月11日（水）、10時～17時
ところ／東側出入口前
⑥K&A kitchen sugar「マラサダド
ーナツ販売」
とき／ 8月12日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑦NUMO「体験しよう！地層処分」
とき／ 8月8日（日）、10時～ 16時
ところ／ 1階センター広場
⑧スーパーアークス長都店「草太郎
本舗　和菓子販売」
とき／ 8月12日（木）10時～17時、
13日（金）～15日（日）9時～17時
ところ／ 1階センター広場
①～⑧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。

石橋学展2021
　幕別町在住の画家、石橋学さんの
絵画を展示します。入場無料。
とき／開催中～ 8月28日（土）11
時～ 18時 ※日曜およびお盆（15・
16・17日）は休み
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）
電話／ 23-3363

日本習字縁筆の会
＊生徒部・成人部　七夕作品展
　千歳市内の日本習字７教室からな
る「縁筆（えんぴつ）の会」の作品展
です。生徒による硬筆・毛筆の作品
を展示するほか、短冊に願いを込めた
「七夕コーナー」を用意。ひとときで
も「ほっこり」していただければと思
います。観覧無料。
とき／ 8月7日（土）～ 22日（日）
10時～ 20時
ところ／ちとせモール2階　スタジ
オアリス様隣（千歳市勇舞8丁目
1-1）
問合せ・電話／ 27-8599（橋本）

AtelierMonSacワンデーサ
マーセール
　ミナペルホネンの生地で製作し
た、素敵な刺繍入りのバッグを販売
します。ぜひお気軽に見にいらして
ください。新型コロナウイルス対策
を講じてオープンします。午後から
instagram ｢morinokabanya｣ で
も同時にセールを開催します♪
とき／ 8月8日（日）10時～ 14時

ところ／ AtelierMonSac（千歳市白
樺6-1-4）
問合せ・電話／090-8498-6423（ニ
シムラ）

CAFE SHE@イロイロリビング
＊2日間限定でカフェをオープンします
　20代2人でカフェをはじめること
を目標として、間借りカフェをオープ
ンします。軽食とケーキ、ドリンクを
ご用意してお待ちしております！　タ
イダイ染めTシャツの販売も予定し
ております。
とき／ 8月8日（日）、9日（月・振休）
11時～ 15時
ところ／イロイロリビング（千歳市幸
町1丁目15）
問合せ・電話／080-6398-0739（菊
川）

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／ 8月7日、14日、28日いず
れも土曜日、22日（日）10時～、11
時30分～、14時～、15時30分～
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
電話／ 090-6695-6748（わしお）

さわやか朝ヨガin花の拠点は
なふる
　朝ヨガで1日を快適に過ごしましょ
う！　自然豊かなはなふるガーデンエ
リアで、新鮮な空気をたっぷりと味わ
いながらのヨガは格別です。コロナ
禍で溜まった心身のストレス解消に
もお役立てください。お子様連れの
方や、ヨガが初めての方も大歓迎で
す。要申込。
とき／ 8月8日（日）、11日、18日
いずれも水曜日、8時～9時（開始5
分前までにお越しください）
ところ／花の拠点はなふるガーデン
エリア（南島松828-3）
参加費／ 500円
持ち物／ヨガマット(無ければ大きめ
バスタオル)、レジャーシート、タオ
ル、お水
問合せ・申込／ヨガインストラクタ
ー Mai
申込期限／開催日前日まで
電話／ 080-8908-1140

HANAのIRO
＊フラワーアレンジメント講座
　①生花のフラワーアレンジメント　
季節の生花をたっぷりと贅沢に使用
しフラワーアレンジメントを作りま
す。要申込。
　②プリザーブドフラワーで作るガ
ラスドームアレンジ講座　透明なガ
ラスドームの中にプリザーブドフラワ
ーをアレンジをします。花材等はお
好みのものをお選びいただけます。
要申込。
参加費／ 3000円（花材代2500円、
参加費500円）①については初回の
み器付き
とき／ 8月26日（木）10時30分～
12時
ところ／黄金ふれあいセンター（黄
金南5-11-1）
持ち物／ハサミ、新聞紙
問合せ・申込／ HANAのIRO　千葉
申込期限／開催日の3日前まで
電話／ 090-1384-0532（ショート
メール可）

まちづくりスポット恵み野
＊作っちゃおう！手作りお出汁
　日本の出汁文化や和食の基本とな
る「万能だし醤油」作ります。鰹節を
削ったり、昆布の味比べも。200cc
お持ち帰り付き。要申込。
とき／ 8月27日（金）13時～ 14時
ところ・問合せ・申込／ NPO法人
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）
定員／ 8人
参加費／ 1500円
申込期限／ 8月25（水）まで
講師／吉田澄美子さん（菜菜倶楽部）
電話／ 39-2232

パチパチクラブ
＊誰でも上手に。楽しく学ぶ習字1ヵ
月無料体験。
　書く事には脳を活性化する作用が
あり、集中力・思考力・観察力・コ
ミュニケーション力を身に付ける事
ができます。毛筆だけではなく、えん
ぴつ・ペン字もしっかり行います。文
字の読み書きの基礎からタブレット
で筆順クイズ・漢字カルタなど楽し
く覚える事ができます。要申込、参
加費無料。
〈千歳会場〉
とき／毎週火曜日、15時～ 18時
ところ／真々地会館（真々地1-7-7）
〈恵庭会場〉
とき／毎週金曜日、15時～ 18時
ところ／中島会館（中島町4-17-14）
〈共通〉
対象／小学1年生以上
定員／ 5人程
問合せ・申込／パチパチクラブ事務局
電話／ 0120-503-549（細川）
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次回の掲載は9月3日発行のちゃんと782号です。
お楽しみに!！
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