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千歳市
令和3年度　第2回ミナクールサ
ロン
＊オンラインでサロン
　オンラインで市民活動を体験してみま
せんか？　市内で活動している団体の
紹介とワークショップをおこないます。
Zoom未体験の方や使い方が不安な方
はサポートいたしますので、お気軽にご
相談ください。これから活動に取り入れた
い方や興味のある方も是非ご参加くださ
い。まずはお電話ください。※新型コロ
ナウイルス感染拡大により中止になる場
合があります。
＊Zoomを使用したオンラインワークショ
ップ
①千歳ボランティア通訳クラブ「ボラ通の
外国人美魔女に聞いてみよう」
とき／ 9月4日（土）14時～ 15時
②RBC本を読もう会「いっしょに声を出し
ましょう」
とき／ 9月11日（土）14時～ 15時
③フラサークル　ウルヴェヒラニ「Let`s 
Hula！　踊ってみようフラダンス」～美し
い１曲をシンプルな振付で一緒に踊りまし
ょう～　
とき／ 9月28日（火）14時～ 15時
申込期間／受付中～参加したいワークシ
ョップの3日前まで
問合せ・申込／千歳市民活動交流センタ
ーミナクール（毎週月曜日、毎月最終金
曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～ 20
時30分）
＊Zoomの使い方について個別サポート
対象／上記オンラインワークショップに参
加する方
とき／ 8月24日（火）～31日（火）まで
の期間
ところ／千歳市民活動交流センターミナ

クール
持ち物／ノートパソコン、スマホ、タブレ
ット　※イベント参加には、メールが使用
できる機器が必要です。
問合せ・申込／千歳市民活動交流センタ
ーミナクール（毎週月曜日、毎月最終金
曜日は休館）
電話／ 24-0847（受付時間：9時～ 20
時30分）

千歳市社会福祉協議会
＊いぶすき茶屋
　お外で百歳体操をして心も！　からだ
も！　リフレッシュ!!!　散歩・外出やパー
クゴルフのついでに、おしゃべりと健康チ
ェックしませんか？　参加無料。
とき／ 9月8日（水）10時～ 11時
ところ／指宿公園パークゴルフ場　入り
口付近（千歳市大和4丁目3-17）
定員／ 20人
その他／雨天（小雨）の場合は中止しま
す。マスク着用、3密回避、飲食なしにご
協力をお願いします。
問合せ・申込／千歳市社会福祉協議会　
千歳市生活支援コーディネーター
電話／ 27-2525
FAX／ 27-2528

じもじょき.netちとせ
＊9月の起業イベント
①無料・起業の基礎オンラインセミナー
（後日視聴可）～個人事業主の基本的な
経理を学ぼう～
　個人事業主ならではの視点で学ぶ経
理！基本的な知識を得て、正しく、損をし
ない方法やコツを学びましょう。
とき／ 9月9日（木）10時～ 11時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／無料
定員／なし（完全予約制）
②『個人事業主の経理』プライベート相談会　

～わたしの疑問・質問！すっきり解消！～
　「こういう場合は？」「私の場合どうした
ら？」など、より具体的な課題に対して、
経理の現場のプロである講師から直接ア
ドバイスや提案を受ける事が可能
講師／かわふちあつこ
とき／ 9月16日（木）10時～11時30分
ところ／ Zoomを利用したオンライン開催
参加費／ 1750円
定員／ 10人（申込順・完全予約制）
③先輩起業家トークセッション「20代の
起業」
　千歳や恵庭で、20代で起業をし、多様な
働き方を実践しているお二人のお話を聞き
ます。会の後には交流会も実施します。
講師／水野莉穂（ずー）紅茶の喫茶店ア
グラクロック店長、角谷日花里（HIKARI）
TEA STAND KADOYA（Be Sun代表）
とき／ 9月30日（木）10時～11時30分
ところ／中心街コミュニティセンター　1
号室
参加費／無料
定員／ 25人（申込順・完全予約制）　
※キッズエリア＆見守りスタッフ駐在
①～③共通
申込／じもじょき．netちとせ　公式LINE
アカウントから申込
ＩＤ／＠849tuzgs
問合せ／千歳市商業労働課
電話／ 24-0598
FAX／ 22-8851

恵庭市
恵庭市保健福祉部保健課
＊食育講座
　9月の「食生活改善普及運動月間」にあ
わせ、子育て世代向けの「食育講座」を開
催します。お子さんの食事やお口の健康
に関するお悩みはありませんか？　栄養
士、歯科衛生士がわかりやすくお話します
ので、お気軽にご参加ください。要申込。
とき・ところ／ 9月6日（月）子育て支援
センターしままつ（島松本町3）・10日（金）
子育て支援センターはくよう（柏陽町3）・
15日（水）子育て支援センターこがね（黄
金南5）・21日（火）子育て支援センター
かしわ（大町１）・29日（水）子育て支援
センターえにわ（緑町2）・10月8日（金）
子育て支援センターめぐみの（恵み野北
3）、いずれも10時30分～ 11時
問合せ・申込／恵庭市保健センター母子
保健・食育担当
申込期限／参加希望日の3日前まで（土
日除く）
電話／ 25-5700

おでかけ
千歳・恵庭・近郊

ちとせモール
①道民共済「移動相談会」
とき／ 8月25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
②レインボーコットンキャンディ
とき／ 8月21日（土）、22日（日）10時
～ 18時
ところ／ 1階センター広場
③ベビーカステラ販売
とき／ 8月24日（火）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
④スクラッチ「ソフトクリーム販売」
とき／ 8月25日（水）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
⑤燻製と檸檬Bitters「燻製サンドとレモ
ネード販売」
とき／ 8月26日（木）10時～ 17時
ところ／東側出入口前
②～⑤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。

Chiffon（シフォン）でお茶会
　手作りのケーキを食べながら、楽しくお
しゃべりしませんか？　今回は「自分の脳
を知る」がテーマ。脳を活性化して、自分
の魅力を高めましょう。参加有料、要事前
申込。
とき／ 8月26日（木）13時30分～15時
ところ／イロイロリビング内よろず屋Cafe
（千歳市幸町1丁目15）
参加費／ 500円
申込締切／ 8月23日（月）まで
問合せ・申込／下記番号までショートメ
ールにてお申込みください。
電話／ 090-7514-1917（佐藤）

ハーバリウムソープディスペンサ
ー講座
　ハンドソープや食器洗剤入れに使える、
ハーバリウム入りのディスペンサーを作っ
てみませんか？　詳細はお問い合わせく
ださい。
とき／ 8月27日（金）10時～11時30分
ところ／住まいのリフォームCafe SUMAI
（千歳市北陽6-4-18）
参加費／ 2800円
定員／ 4人（先着順）

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25日（水）
9月3日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

生活情報紙ちゃんと創刊15周年記念

第７回 ちゃんと千恵の輪 チャリティー 
パークゴルフ フェスティバル

第７回 ちゃんと千恵の輪 チャリティー 
パークゴルフ フェスティバル
中止のお知らせ

　本年9月に開催を予定しておりました「第7回ちゃんと
千恵の輪チャリティーパークゴルフフェスティバル」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮し、開催を中止す
ることと致しました。開催を楽しみにされていた皆様に
は、大変恐縮ではございますが、ご理解を賜りたくお願い
を申し上げます。

情報紙ちゃんと編集部  問合せ･電話/27-0911

①郵便番号・住所　②氏名（フリガナ）　③性別　④年齢　⑤職業　⑥電話
番号　⑦今週のちゃんとで面白かったコーナー　⑧面白くなかったと感じ
たコーナー（理由を含めて）　⑨学校の先生についての思い出やエピソード
を教えてください。　以上すべてをご記入の上、「鶴岡トシ物語」と明記し、
WEB応募フォームまたはハガキ・FAX・Eメールでお送りください。
①〜⑨に未記入がある場合、抽選から外れることがあります。

【住所】〒066-0073　千歳市北斗4丁目13番20号
　　　 ㈱メディアコム「ちゃんと」編集部　

【FAX】0123-27-4911　【Eメール】present@chanto.biz

※�当選者の発表は発送をもってかえさせ
ていただきます

　現在、食料自給率約200％を誇る北海道。しか
し昭和初期まで同地では、食糧不足に苦しんだ
人々がおおぜいいた！　大正時代に札幌へ移住し
た鶴岡トシ・鶴岡新太郎夫妻は、20年の歳月を
かけて、北海道女子栄養学校（現・北海道文教大
学）を創設。グルメ王国北海道の礎を築いた教育者
夫妻の歩みを、日本の栄養史の視点から迫る本書

（四六判／ 205ページ／定価1600円）を、30名
様にプレゼントします。

提供／北海道文教大学

戦時中に私財をなげうって栄養士養成学校を創設した
明治女のパワフル人生記
『北海道・栄養学校の母　鶴岡トシ物語』（ビジネス社）
を30名様にプレゼント！
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