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千歳市
千歳市産業振興部主幹
＊「感染防止対策協力支援金」の申請
期限が迫っています
　千歳市では現在、令和3年5月16
日以降に北海道からの営業時間短縮
等の要請に協力いただいた飲食店等
に支給される「感染防止対策協力支
援金（千歳市内店舗分）」の申請受
付を実施しています。要件に該当す
る事業者の方は、令和3年8月31日
（火）までに忘れずに申請してくださ
い。なお、要請内容や支援金額、申
請方法等の詳細については、市ホー
ムページをご確認いただくか、担当
までお問合せください。
申請期限／ 8月31日（火）※郵送の
場合は8月31日（火）消印まで有効
申請方法／郵送または窓口へ持参 
※感染防止の観点から、可能な限り
郵送での提出にご協力ください。
問合せ／千歳市産業振興部主幹（産
業政策担当）
電話／ 24-0116

支笏湖ビジターセンター
＊浩而魅諭×浜口秀樹二人展「生き

物図鑑2」
　野生生物の細密画を専門に描く画
家・浩而魅諭（ひろじ・みゆ）さんと道
内外で活躍中の工芸家・浜口秀樹さ
んの二人展。それぞれ身近な生命を
表現した37作品を展示しています。
コラボ作品もあり。入場無料ですが、
別途駐車料金500円が必要です。
とき／開催中～ 8月29日（日）まで　
9時～ 17時30分（最終日は15時
まで）
ところ／支笏湖ビジターセンター多
目的室
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖
支部
電話／ 25-2453（吉田、先田）
＊「支笏湖虫とり大作戦」実施中！
　現在、支笏湖温泉地区で虫取り網・
かごの無料レンタルを行っています。
終了時期は未定ですが、秋まで貸出
を続ける予定です。支笏湖ビジター
センター内には、昆虫などについて
調べられる生き物図鑑のコーナーを
新設。図鑑だけのご利用もＯＫです。
貸出場所／休暇村支笏湖、支笏ガイ
ドハウスかのあ、支笏湖ビジターセ
ンター ※8月3日現在
問合せ／自然公園財団支笏湖支部

電話／ 25-2453（佐々木）

げんき茶屋
＊管理栄養士が地域の皆さまの健康
をサポート
　生活習慣病・子どもの偏食など栄
養に関する相談や、介護予防などに
ついて気軽に相談・お話できます。
あわせて管理栄養士考案の健康レシ
ピ「ほのか's キッチン」や、脳トレ・
簡単な体操の資料「げんき星人から
の挑戦状」を配付します。参加無料、
申込不要。栄養相談をご希望の方は
事前のご予約も承ります。
とき／ 8月15日（日）10時～ 11時
30分
ところ／ツルハドラッグ千歳長都店 
イートインスペース・屋外駐車場（千
歳市長都駅前2丁目842-2）
その他／新型コロナウイルス感染症
の状況により急遽中止することがご
ざいます。
問合せ／千歳市社会福祉協議会地域
福祉課地域福祉係
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

園芸療法講座ぴいぇ
＊ベンガラ染め体験
　環境にやさしい、土を原料にした
ベンガラ染めを講師の新朱美さん
に教えていただきます。型を使った
様々なパターンの柄などオリジナル
の手ぬぐい（1人2本、別料金で追加
可能）を作ります。①園芸療法のお
話②ネイチャーゲーム③ベンガラ染
め体験④クレイパックと手湯⑤お茶
タイムを予定。要申込。
とき／ 8月16日（月）10時～ 13時
ところ／医療法人資生会千歳病院　
園芸療法ガーデン（千歳市桂木1丁
目5-6）
講師／新朱美さん
参加費／ 3500円（お茶・おやつ付き）
定員／ 5人　※お子様連れ、ご相談
ください
申込期限／ 8月15日（日）まで
問合せ・申込／園芸療法講座ぴいぇ
事務局
電話／ 050-5360-3137

千歳市介護予防センター
＊ノルディックウォーキング講習会
　通常のウォーキングより運動効果
が高いと言われているノルディックウ
ォーキングにチャレンジしてみませ
んか？　ポールの使い方からご説明
しますので、初めての方もお気軽に
ご参加ください。参加無料、前日ま
でに要申込。
とき／ 8月25日（水） 13時30分～
15時
ところ／泉沢向陽台コミュニティセン
ター（千歳市里美2丁目9-2）
持ち物／上靴、ノルディックウォーキ
ングポール（お持ちの方。会場で無
料貸出も行います）、タオル、飲み物
定員／ 15人程度
問合せ・申込／千歳市介護予防セン
ター（しあわせサポートセンター内）
電話／ 23-0012
FAX／ 23-0022

不登校の子を支える親の会ぽっけ
　不登校や行きしぶりのあるお子さ
んの事ひとりで悩んでいませんか？　
話すこと聴くことで親御さんが元気
になることを目的に開催しています。

是非お気軽にお問い合わせくださ
い。前日までに要申込。
とき／ 8月29日（日）14時～ 16時
ところ／コープさっぽろパセオすみ
よし店 2階和室
参加費／ 200円
申込・問合せ／不登校訪問支援カウ
ンセラー　今野
電話／ 090-5822-8798

第70回北海道地区大会 千歳
大会フォーラム
　全道の青年会議所が一堂に会する
地区大会が千歳市で開催されます。
本大会では「Spirit of innovation 
～知的好奇心が創る未来へ～」をテ
ーマにサイバーセキュリティ・地域課
題の解決・経済と地域のイノベーショ
ンについてのフォーラムと、最新テク
ノロジーの事例を紹介するパネル展
示を行います。市民の方の参加も可
能となっているほか、オンラインでの
配信も行います。詳細はホームペー
ジでご案内していますので「北海道
地区大会」と検索してご覧ください。
講師／安田 クリスチーナ 氏（Microsoft 
Identity Standards Architect）、前田 裕二 
氏（SHOWROOM株式会社）、朝比
奈 一郎 氏（青山社中株式会社）他
とき／ 9月11日（土）12時～ 15時
50分
ところ／ ANAクラウンプラザホテル
千歳 千歳の間
参加費／無料
定員／ 300人（申込順）
申込／ホームページから申し込み
問合せ／一般社団法人千歳青年会議所
電話／ 090-6066-7766（土門）

恵庭市
恵庭市花と緑・観光課
＊寄せ植え講習会
　まだ暑さが残るお庭にぴったりの
涼しげな寄せ植え作りを学びません
か？　講師指導のもと実際に植え込
みながら学び、できあがった寄せ植
えについては「暮らしを恵む庭」に飾
ります。要申込。
とき／ 8月18日（水）10時～ 12時
（20分前から受付）
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／マスク、筆記具
問合せ・申込／恵庭市花と緑・観光課
申込期限／ 8月16日（月）まで
電話／ 33-3131（内線2525）

まちづくりスポット恵み野
①伊藤常良　流木アート展支笏湖か
らの贈り物
　支笏湖畔に流れ着いた流木をオブ
ジェにしてみました。販売もいたします。
とき／ 8月13日(金) ～ 30日(月)　
10時～ 17時30分、火曜定休
②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
定員／ 8人
参加費／ 1500円
申込期限／ 8月25日（水）まで
講師／吉田澄美子さん（菜菜倶楽部）
③はぴナビカフェあたしん家
　ママによるママのためのカフェ。

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

8月18日（水）
8月27日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

新 時 代 を 切 り 拓 く

ま ち づ く り に 向 け て

新 時 代 を 切 り 拓 く

ま ち づ く り に 向 け て

恵庭 50周年市制
施行

記念フォーラム

未
来
へつ

なぐ 
花のまち 恵庭５０年

フォーラム動画無料公開中

https://eniwa50.jp

◆基調講演

「競争の中で自立を楽しむ。これからの地方創生。」

　　サッポロホールディングス（株）　顧問　髙島　英也　氏

◆特別講演

「共生と多様性からのまちづくり」

　　福井県立大学　学長　進士　五十八　氏

◆分科会

　第1分科会 「交流による共生のまちづくり」

　第2分科会 「多文化との共生のまちづくり」

　第3分科会 「花や緑との共生のまちづくり」

　第4分科会 「子どもと地域の共生のまちづくり」

◆分科会発表

◆恵庭宣言

※「eniwa50」 で検索

プログラム

講演

恵庭
宣言

分科会
発表
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