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千歳市
千歳ライオンズクラブ
＊2021年度キラキラWEBコンサート
　今年で20回目となる千歳市内の
小・中・高校生による吹奏楽・リコー
ダーの合同演奏会「キラキラコンサー
ト」が、無観客でのWebコンサートと
して7月17日（土）・18日（日）に北
ガス文化ホール（千歳市民文化センタ
ー）で開催されました。千歳ライオン
ズクラブ（五十嵐重明会長）が主催し、
勇舞中学校吹奏楽部、北陽高校吹奏
楽部、北斗中学校音楽部、北栄小学校
スクールバンド、富丘中学校吹奏楽部、
千歳高校吹奏楽部が出演。演奏の様
子は、YouTube「2021年度キラキラ
WEBコンサート」で視聴することがで
きます。
問合せ／千歳ライオンズクラブ（千歳
市本町4丁目 ホテルグランテラス千
歳内）
電話／ 23-1797

千歳市介護予防センター
＊千歳市オリジナルの介護予防体操「ち
とせ de リズム体操」が完成！
　脳トレ体操や、エアロビクスのよう
なやや速い音楽に合わせたリズム体
操に加え、体操前後の体を整える準備
体操、ストレッチなどを収録しました。
各窓口でDVDを無料配布するほか、
YouTubeで動画を公開しています。
動画を参考に、ご自宅や地域の集まり
の場で、楽しく体を動かしましょう。コロ
ナ禍の運動不足にもご活用ください！
対象／千歳市にお住まいの方ならどな
たでも
配布場所／千歳市役所 高齢者支援課
（第2庁舎 7番窓口）、千歳市介護予
防センター、千歳市社会福祉協議会な
ど
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

生活応援フードパントリー
　年齢・性別に関係なく必要としてい
る人に、ほんの少しですが、フードパン
トリー（食品支援）を開催します。申
込不要（予約可）、参加無料。先着30
袋まで。
とき／ 8月28日（土）11時～ 15時
ところ／もったいないわ・千歳1丁目
テラス（千歳市幸町1丁目16-1）
持ち物／エコバッグ
問合せ・申込／もったいないわ・千歳
電話／ 080-6081-3936

支笏湖ビジターセンター
①自然ふれあい行事「電動マウンテン
バイクで林道ツーリング　口無沼マウ
ンテンライド」
　電動マウンテンバイクで支笏湖国有
林内の林道を走り、樽前山麓にある深
い森に囲まれた「口無沼」を目指しま
す。片道13㎞、標高差112ｍ。
とき／ 9月4日（土）9時45分～ 13
時30分
集合場所／支笏湖ビジターセンター
参加費／ 1000円
対象／大人用電動マウンテンバイク

（26インチ・適応身長150～ 185㎝）
に乗れる方。また、自転車損害賠償保
険に加入している方。※電動マウンテ
ンバイクはこちらで用意します
定員／ 10人（申込順、小学生以下は
保護者同伴）
持ち物／活動しやすい服装（長袖・長
ズボン）、靴、帽子、防寒着、軍手など
の手袋（手のひらに滑り止めが付いて
いるものがよい）、雨具、昼食、飲料、
レジャーシート、虫よけ
その他／自転車乗車中はヘルメットを
着用します（ヘルメットはこちらで用意
します）。悪天候中止。
②森と谷の探検ツアー「楓沢探検」
　モラップ地区に位置する涸れ沢「楓
沢」を探検します。涸れ滝や苔に覆わ
れた渓谷などが楽しめます。
とき／ 9月5日（日）9時～6時間程度
集合場所／モラップ・樽前荘前駐車場
（千歳市モラップ）
参加費／ 3000円
持ち物／登山靴、帽子、雨具、昼食、
飲料、手袋等（道のない林内や茂みを
歩くため、登山と同じ装備。半袖・半
ズボンは不可）
その他／行動中はヘルメットを着用し
ます（ヘルメットはこちらで用意しま
す）。悪天候中止。
③支笏湖こどもＤａｙ！「きれいな苔の
谷へ行こう！『苔の回廊』探検Ｄａｙ」
　樽前山の麓にある美しい苔（こけ）
の谷を歩き、自然を観察します。途中
までの移動はジャンボタクシーを利用
します。
とき／ 9月12日（日）10時～ 15時
集合場所／支笏湖ビジターセンター
参加費／ 500円（おやつ付）
対象／小学4～ 6年生
定員／ 7人（申込順）
持ち物／活動しやすい服装（長袖・長
ズボン）・靴、帽子、防寒着、軍手など
の手袋、雨具、着替え、タオル、昼食、
飲料、他は申込時に説明
その他／行動中はヘルメットを着用し
ます（ヘルメットはこちらで用意しま
す）。悪天候中止。
④森と谷の探検ツアー「ポロソウの滝
探検」
　千歳川渓谷にある「ポロソウの滝」
を訪ねます。
とき／ 9月23日（木・祝）9時～ 5時
間程度
集合場所／西森・丸山交差点間の駐
車帯（回転場）
参加費／ 3000円
持ち物／川を渡るので必ず長靴が必
要です。他に雨具、昼食、飲料、手袋、
帽子などの装備で参加してください。

半袖、半ズボンは不可。
その他／行動中はヘルメットを着用し
ます（ヘルメットはこちらで用意しま
す）。悪天候中止。
①～④共通
その他／行事参加の申込は、すべて開
催日の1ヶ月前から承ります。諸事情
により中止・変更の場合があります。
問合せ・申込／自然公園財団支笏湖
支部
電話／ 25-2453

公立千歳科学技術大学　2021
年度 第1回 公開講座
＊道民カレッジ連携講座「自律型音声認
識ロボット～人工知能の活用事例～」
　1950年代に提唱され2000年代
に実用化が始まった、人工知能の代表
的な成果「音声認識技術」についてお
話しします。音声認識技術の概要や現
在の認識システムの性能、システムを
利用した自律型音声認識ロボットにつ
いて解説。また、未来の情報化社会に
ついても考えを広げます。対面・オン
ライン（Zoom）同時開催。受講無料、
対面参加は要申込。詳しくはお問い合
わせください。
講師／宮永 喜一（公立千歳科学技術
大学　理事長・学長）
とき／ 9月18日（土）14時30分～
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） 3階 視聴覚室
参加費／無料
定員／【対面参加】20人【オンライン
参加】100人　※いずれも先着順
問合せ／公立千歳科学技術大学地域
連携センター
申込／【対面参加】氏名・住所・電
話番号・参加人数を明記の上、電話・
FAX・Eメール・ウェブサイトのいず
れかで申込。詳細はお問い合わせく
ださい。【オンライン参加】申込不要。
「公立千歳科学技術大学　地域連携
センター」ウェブサイトの記事に記載
されたURLに、直接アクセスしてくだ
さい。
電話／ 27-6192（平日9～ 17時）

おいしい！ たのしい！ アグリマ
ップツアー（特盛）
　千歳市内の農園と中央コミュニティ
センターをバスで巡り、農園での収穫
体験、施設見学、千歳産野菜を使用し
た昼食、千歳産花きを使用したハーバ
リウムの制作体験を行います。小雨
決行（雨具などは各自でお持ちくださ
い）。参加有料、要事前申込。
とき／ 10月9日（土）9時30分～15

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

9月1日（水）
9月10日（金）発行の
ちゃんとに掲載されます

電動生ごみ処理機、コンポスト・密閉式容器の
購入費を一部助成しています。

	 千歳市環境センター廃棄物対策課資源循環推進係
	 ☎0123-23-2110　FAX	0123-23-2492

対 象	 千歳市内にお住まいで、市内の販売店で購入される方
	 	平成20年度以降に助成を受けている方、決定通知書が届く前

に購入した場合は、対象にはなりません。	 	
申込み方法	 	購入前に申請書を提出し、決定通知書が届いてから購入してく

ださい。
	 申込書は、販売店、環境課、市のホームページから入手できます。
申込期限	 令和4年3月10日（木）まで	（予定台数に達し次第終了します）
段ボール生ごみ堆肥化セットを無料で配布しています。（一世帯１セットまで）
千歳市内在住者で、祝日を除く月～金曜日の10時～ 16時までに、千歳市環境センター管理棟の正面
玄関まで、受け取りに来ることができる方が対象です。

千歳市からのお知らせ

問合せ
申込

循環型社会の形成に向けたごみの発生抑制・再使用の促進のため

対 象 品 目 助 成 金 額 台  数
電動生ごみ処理機

（1世帯あたり1台まで）
購入金額の2分の1で
20,000円以内

7台程度
	（先着順）

コンポスト・密閉式容器
（1世帯あたり2台まで）

購入金額の2分の1で
3,000円以内

10台程度	
（先着順）

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（道内）日本海バス（道外）　※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

夕暮れ時の積丹半島と
小樽自由散策（150分）

豊平峡ダム散策
ホテルノルド小樽 ランチバイキング

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

電気バス料込

お食事・お買物券1,000円分付

6,250円〈 大 人 〉
お一人様

10/10日出発日

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

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・宿泊バスツアー

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▶苫小牧営業所、千歳営業所
出発▶苫小牧7:00、千歳8:00
帰着▶千歳17:45頃、苫小牧18:45頃　食事▶1昼付

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）

8,300円千歳 7,500円苫小牧

〈 大 人 〉 お一人様

ちょこっと
おやつ付

8,180円千歳 8,980円苫小牧

〈 大 人 〉 お一人様

秋の神仙沼散策と
ニセコ昆布温泉郷「大露天風呂」
岩内あわび御膳の昼食

入浴料込

入園料込

10/16土出発日

集合場所▶千歳営業所、苫小牧営業所
出発▶千歳7:00、苫小牧8:30
帰着▶苫小牧17:45頃、千歳18:45頃　食事▶1昼付

9,780円千歳 8,980円苫小牧

〈 大 人 〉 お一人様

㊗世界文化遺産登録縄文遺跡
入江・高砂貝塚
わかさいも本舗洞爺湖本店で昼食

現地解説付

10/21木出発日

集合場所▶千歳営業所
出発▶8:30 帰着▶17:40頃 
食事▶1昼（季節のきのこ鍋と栗おこわ御膳）付

7,650円〈 大 人 〉
お一人様

ベストシーズンに行く
紅葉の「立山黒部アルペンルート」
【新日本海フェリー】小樽港～新潟～苫小牧東港

3日間

10/1金出発日
集合場所▶千歳営業所　食事▶なし
出発▶13:30 帰着▶19:00頃
宿泊▶1日目：船中（ツーリストS）
　　　2日目：船中（ツーリストB）

46,500円〈 大 人 〉
お一人様

千歳市幸町2丁目3-2

お知らせ

まん延防止等重点措置
期間中の営業について

状況により今後も変更がある場合もございます。ホームページにて随時ご案内いたします。

Tel 0123-26-5061　
定休日/日・祝・ほか不定休 

完全予約制 ご予約・お問い合わせは

平素より、ゆきあかり山河をご利用いただき、
誠にありがとうございます。
北海道のまん延防止等重点措置に伴い、
期間中は20：00までの時短営業、酒類の提供無しの
営業を実施させていただきます。
何卒ご理解ご協力の程お願い申し上げます。

※各種ノンアルコールドリンクをご用意しております。
※完全予約制につき2日前までのお申込みとなります。
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